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ニュージーランド・水と気候の旅 cIl ) 

関 口武

1. つなぎに

昨年末， ニュージーランドから帰ってから早くも半年たった。帰国当時に

新鮮，強烈であった印象も，時がたつにつれしだいに色があせ，記憶もぼや

けてきた。そのうえ，まったくの新知識，新体験と驚異の目を見張ったこと

も，本や論文，ルポルタージュなどを読んでみると，すでに書かれていたこ

とであり，それに無知であったため，ないしは活字を通して断片的な形でし

か頭に入っていなかったので，それらが具体的な形をと り，息ぶいていたの

に対面してとまどったという種類のことが多しあえて書くほどのこともな

いと思えなくもない若干のうしろめたさは感じられたが，見知らぬ土地，外

国へ出かける場合の予備知識として，種々文献をあさる場合，一番役に立つ

のは，そこを実際に訪れ，歩きまわった人の生の体験，生々とした印象記で

あることを考えると，やはり気がついたことは書いておくべきだとの結論に

達し，こ うしてベンをとったしだいである。

なお，ニュ ージーランドの気象，気候については， 30年前，第二次大戦中

に，当時在勤していた中央気象台で，外国気象表の 1冊としてまとめ，刊行

する予定で，気候表の編集はすでにすみ，気候概説についても 129枚の原稿

ができあがっていた。それが戦争の激化， 中央気象台の空爆による炎上など
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のアクシデントがあって，刊行は実現しなかった。しかし，その原稿のオリ

ジナルは焼け残って，私の手もとにある。そのうちの要点だけはこの機会に

報告しておきたい。

2. 氷河の後退

今回のニュージーランドの旅で，最初に訪れたのはウェリントンの気象局

であった。副局長ロパートソンさんの飛行場への出迎えを受け，見晴らしの

よい丘の上に建てられたモダーンな新庁舎へ案内された。暑い日であった。

飛行場からの途中，海辺の小さな店の前で車をとめ，アイスク リームの立食

をし，庁舎へ到着後は 3時のティーをご馳走になった。庁内の見学をし，局

長室で種々の話もはずんだ。そのうち，彼とは20数年前，アメ リカのワシン

トンで、聞かれた第 1回のWMD, CC Lの会（世界気象機構，気候分科会〉

のときいっしょだったことを知久お互いに久潤を叙した。

その彼との話のなかで，最近の異常気象のこと，とくに 「氷期近し」とい

う説について触れた。ことに，訪れたほんの少し前の1974年11月20日の夜，

イギリス国営放送BB Cが流した 2時間の科学ドキュメンタ リー 「新氷河期

迫る」について同じ英連邦の国の一員で，きっ粋のイギリス系の人だから多

分聞いていたで、あろうと思い，それについての彼の意見，コメン トを聞いて

みた。

返事はまことに素っ気ないものであった。“ナンセンス”木で鼻を く くっ

たような一言だけであった。

1972年の全世界的な異常気象の出現以来， 日本のマスコミ は 「地球の寒冷

化」，「第五氷期迫る」等々，センセーショナルな見出しでこの問題を取り上

げている。 BB C放送についても， 『週刊サンケイ』がさっそ く12月12日号

に特集記事をのせ，わたくしも電話取材を受けた。わたくしのコメントもそ

の号にはのせられている。

わたくしは正直のところ， 「第五氷期迫る」には消極的で批判的 ・否定的

ではあるが，気象異変近しと論ずる人々の意見をナンセンスと片付ける勇気

と，そうし、し、きるだけの確信はなかったので，彼らのこう しづ返事は意外

で，真意をくみかねていた。語学力の差で，徴妙なニュアンスがく みかねた

かと一瞬心配したが，“ナンセンス”の一言はほかに解釈のしょうがない。
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第 1図 年平均気温の長年変化（オークランド， 1871～1971年）
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第 2図 年降水量の長年変化（オークランド， 1851～1972年）
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そこで2, 3くわしく質問し，こ の国の気候変化の問題をききただしてみ

ると，「ニュ ージーランドではマスコミもこの問題をほと んど取り上げたこ

とがない。そして現実的にも，ここ数年ないし十数年間に気候が寒冷化に向

かっているという事実はまったく観測されていなし、」ということであった。

それどころか，オークラン ドそのほかでは，気温は1940年以来上昇傾向にあ

り，年平均で約 1°C昇温している。雨量にしても，北半球の気象 気候学 者

が，大さわぎをするほどの変動は起こってはいなし、。「あなた）jは， なぜ、そ

んなことを気にするのですか」，そういう感覚であった。

第 l, 2図の気温と降水量の 1871～1971年の 100年間の長年変動の図をみ
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て欲しい。 これをみて，気候が寒冷化に向かし、つつあり，氷期突入近しとは

いいがたいのであろう 。

だがこの話をしていて，彼らの意見に 100%同感したわけで、はなかった。

なるほど， これらの例は気候寒冷化に対しては否定的である。しかし，ニ ュ

ージーランドの例だけで，地球全体の気候変化を論ずることはできがたいと

思っていたからである。わたく しの意見は，「地球全体としてみれば，その

年平均気温，年総雨量には，年による顕著な差違はない。長期変動傾向も一

方にむいた顕著なものはなさそう である。しかし，地域的な異常気象の出現

は十分にありうる。 異常気象出現の地球的規模における分布パターンを調べ

ることが重要である」というのであったからである。

しかし，今回この国で現実に氷河を訪れて，氷河の上にのぼり ，その末端

の谷を歩きまわる機会に恵まれた。 南島西部のフォ ッグ ス氷河，フランツ ・

ヨセ フ氷河についての観察結果は驚くべきものであった。

フォ ック ス氷河は緯度43度，北海道とほぼ同じ緯度にあ り，その氷河の末

端高度は海抜230m，と信じられないくらいの低いところにまで延びて来て

いる。上部の雪原の高さは 2,lOOm，氷河の長さは 14km，表面の傾斜は 1km 

に190m，氷の流速は1日に 0.7～1.8mと見積もられている。低位置にまで

氷河が延びて来ているのは，前述の海洋性気候のおかげである。 山地の降雪

量がいちじる しく多いためで，年に60～90m，雨量にして6,000～7,OOOmmに

達すると測られている。

さらに大きな驚きは，近年における氷河末端のいちじるしい後退で あっ

た。最近でもっとも氷河が延びていたのが1750年ごろで，当時は現在より約

4 km下流に末端があり，以後，後退に後退を続けている。そして近年の氷河

末端の位置は， 1955年以後は約2km後退している。なお1964～1967年には若

干の前進を示したが，それ以後はまた後退し，昨年までに 200m後退した。

その北にあるフ ランツ ・ヨセフ氷河でも事情は同様で， 1894年以来，氷河

末端は約 2km 後退し，最近では1920～1934年， 1946～1950年， 1965～1967年

の3回，若干の前進を示したが，もっとも最近の後退は200mに達している。

氷河末端のこの顕著な後退が気候の寒冷化，氷河時代の接近という こと と

は，何と しても結びつかない。もちろん，だからといってニュー ジーランド

での気候が温暖化しているともし、いきれなし、。氷河後退の原因：土降雪量の減



関口：ニューヨーランド ・水と気候の旅（:0 105 

少，日照の増大，そして多分気温の上昇の複合結果であろう。事実，ここの

氷河の表面はでこぼこがひどく，一見，熱帯高山の山岳氷河の表面とよく似

た形態をし，表面からの蒸発または昇華による氷の消失が大きいことを物語

ってはいる。しかしいずれにしても，最近のいちじるしい氷河の後退は， 南

半球と北半球の気候の変動が同一位相では行なわれていないことを物語るも

のと考えてよさそうである。

そして今年の12月にはオーストラリアで，南半球の気候および気候変化に

関するコンファレンスが開催され，北半球とのちがし、についての論議が行な

われる予定である。どのような結果が出るか興味深い。

3. 氷河の国

ニュ ージーランドはし、し、ところである。日本からの直通便はない。そのせ

いか，日本人旅行者の数はまだあまり多くはない。だが向こうの日本熱は相

当なものであり ，商品をはじめとし，日本というものの浸透が予期しないほ

どすすんでいて，少々面はゆい感じに打たれることがある。そして日本人だ

からということで，不愉快な思いをすることはない。

あてのない観光旅行なら， この国の先進地域である北島の大都市オークラ

ンド，ウェリントンに時間を過ごすより，少々遠いが開発途上の南島へ行っ

たほう がいい。その中心クライストチャーチには国際空港もあり，そこから

ニュージーランド ・アルプスの最高峰クック山 （3,764m）の山頂の氷河の

上まで，小型機で飛ぶのは最高である。

いきなり海抜4,OOOmの氷の上へ着陸で、ある。珍らしい感激である。

泊るのは山麓のハーミタージュがし、ぃ。山頂から流れ下るタマン氷河の支

谷にあり，海抜750m，氷河末端の下流約 2.5kmのU字谷の右岸の小高い岩

盤の上にすばらしいホテルがある。飛行場もすぐ近所にある。谷幅は1.5km, 

両側の山腹は，ほぼ垂直に近く， その谷壁の高さは数百mはあり，巨大であ

る。その谷を直すぐよれば， 2.5km，約40分でミューラー（Mueller）氷河ま

で，朝の散歩ができるし，タスマン氷河までは 5km，その中腹のバール ・ハ

ット（BallHut）までは氷河沿いに15kmの道がで、きている。

そこまで行かなくてもいい。ホテルの前庭へ出ると，その末端は高度差20

mの急崖で， U字谷の谷底へ下っている。その谷底が一面のルビーナスでお
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おわれていた。花の紋瑳であった。ルビーナ スは，日本では花屋の店頭をか

ざる花である。初夏のころに咲き，白か黄色のものが多い。 だが，ここのル

ピーナスは多彩である。赤， 紫， ピンクもある。それが数十万， 数百万，谷

を埋めつくして咲きほこっている。氷河への道も，ルビーナスを押しわけ，

ふみわけで登る道である。匂いもたちこめ，印象は強烈である。

朝日に雪肌を陽に輝かせたクック 山の峰が谷の奥にみえ，その谷底（主多彩

な花の紋替がしきつめられている。一瞬息をのむほどの美しさ，すがすがし

さである。

「氷河の末端，氷河のすぐそば」 という語感からは， かなりの寒さ， 冷た

さを感じるが，それはない。なぜか暑し、。半袖シャ ツで平気である。陽射し

が強すぎるためかも知れない。

ホテルから歩いて約10分，下にあるグレンコル ・モテルも快適であった。

食堂の窓一面に展開される山頂に氷河をのせた山が遅い夕方の陽に輝きかえ

る様を見ながらの夕食はすばら しいものであった。

ここはニュー ジーランドなのだ。間違いなく氷河と羊の国ニュー ジーラ ン

ドなのだと確認するつもりで，特産の羊の肉を注文した。ロースト ・ラムで

ある。 脂味がクシャツとしていたのは少々気になったが，いわゆる羊の肉の

もつ臭みはなく，軟かしハ ッカの葉を刻みこみ緑色をした酢の味の強いミ

ントソースにはよく合っていた。そして一杯の国産のワ イン， 長旅に疲れた

遅い夕食として，何か蕩然，いいものであ った。

なお，ここはタ スマン氷河へ歩いて登る人々の根拠地，若い登山家たち用

の山の家も建てられていた。訪れたとき，ちょうど日本の学生のーグループ

が泊っていた。

タスマン川沿いの谷は深い氷河のU字谷であった。幅は約 2km，両側の山

腹はほとんど垂直で，その高さは数百mから千数百mあると ころもある。谷

底は平坦で，砂礁のがj原が広い。所々は草がこんもりとして茂みに被われて

いる。遠目にはおだやかな眺めだが，いざ行ってみると，岩は大きしかっ

角ばっており，所々に流れが冷たい水をほとば しらせ，歩きにく L、。

ことに氷河の末端に近づくと， 氷河の氷は白い，ないしは青いというより

は灰黒色のごみだらけで，その灰黒色の氷の崖の下から青灰色の水が渦を巻

き，ごう音をたてて荒れ狂いながらとび出してくる。だが，表面が波立ち，
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泡立っていないところをみると，とろりと青灰色で，壁土かペンキのような

感じがする。氷河ミルクをいっぱいに含んだ冷たし、水である。手を入れる

と，予期に反して千切れるほどは冷たくない。案外に暖かし、のが，ここの氷

河の周辺であった。

4. 日本製品の浸透

南島の湖沼地帯の観光の中心クインスタウン（Queenstown）もいい。ニ

ュージーランド ・アルプスの山中の氷河湖群の中心にある町で，深い氷河湖

の湖畔にあるが，湖岸平地が少ないので，ホテノレ，町は急な傾斜面，坂道に

建てられている。だが，空気，緑，咲き乱れる花の色め鮮やかさは抜群であ

る。

湖の対岸の羊毛刈取り場へのボートツアー，急、な山腹をのぼるケープルカ

ーのツアー，氷河から流れ下るコンクリート色の谷川をのぼるプロペラー船

のジェ ットツアーなどが，観光客向けにアレンジされている。それらのなか

で，何よりのおすすめ品が，太平洋からくいこんでいるフィヨルド， ミルフ

ォード ・サウンド MilfordSoundへの空からの旅である。定員5名または

10名の小型チャーター機による2～3時間の旅である。天気がよければ飛ぶ。

氷河のカール， U字形の氷河谷が沈水したフィヨノレド，そこへかかっている

滝，すばらしい眺めであるとともに，翼がつかえはしなし、かと思うほどの狭

いU字谷の中の飛行等々，肝を冷やす飛行もしばしばで， l人20ドル（ニュ

ージーランドドル，約8,000円〉は，十分の価値はある。

「世界でもっとも美しい空の旅」といううたL、文句どおりであったかどう

かは，疑問であるが， 氷河なるものに，まったくお目にかかったことのない

われわれ日本人には，珍らしい風景である。

こんな山のなかにまで，日本製品の進出は目をみはらせるものがあった。

だいたし、日本人の観光客は，まだほんのわずかしか来ないところである。そ

こで，日本製の写真の露出計用の水銀電池が売られていたのである。おみや

げ品，日用品，家庭用薬品，化粧品などを売っているスーパーマーケット風

の店で， chemistという看板のかかっている部で売っていた。写真機，カラ

ーフ ィルムなども扱っているところであるが，そのとき，持っていた露出計

をぶつけ，ゼロ点の調節がおかしくなったのと，ここ 1～2年取りかえてい
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なかったため，もしできたらと，水銀電池の有無をきき合せたら， あるとい

う。そして出て来たものを見て驚いた， 日本製である上，その包装，説明書

はほとんどが日本語で， 1~ 2 行の英文の文字が印刷してある国内市場周の

ものである。それを3～ 4種類も取り 出して，さあどれだろうかという。 こ

ちらの希望のものもあった。

枠からはずして，露出計に入れてみる。ゼロ点の位置のずれは直らなし、。

向こう の人いわく 「これは 1週間前に入れたばかりだから，期限切れの古物

第 3図 日本語の入っている絵葉書
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ではない。 他の機械的な原因でしょう。お気の毒様」それだけであった。厚

紙の枠からとりはずした水銀電池はサッサと しまってしまう。そして，「こ

れはいくらでも売れるのだから心配ご無用」といわれたのには， ピックリ を

通り越した。 念のために聞いた価格はl個 85N24 (350円〉で，日本の約2

倍であった。

絵葉書にも驚いた。このおみやげ店やホテルのカウンターで売られている

南島の絵葉書の裏の説明に，日本語が入っているのである。英語と日本語の

説明併記の絵葉書が売られている〈第3図〉。 それ以外の外国語の説明併記

のものはなし、。いずれ来るであろう日本人観光客を期待して，その先どり を

した絵葉書作成のようで，少々くすぐったい感がある。

なお，日本語入り の絵葉書を売っているのは南島のこの地方だけで，日本

人旅行者の多い北島，大都市の絵葉書はいずれも英語だけで，日本語併記の

ものは印刷されていなし、。いったい，どうなっているんでしょ うかね。

なお，ニュージーランドの人々の日常会話のなかにも，日本とし、 う言葉は

アメリカとし、う言葉とほぼ同じくらいの頻度ででてくる。最初は，わたく し

が日本人で，日本人がし、るから，外交的エチケットとして，日本のことを話

題にしているのかとも思ったが，どうも様子がちがう。彼らの日常生活のな

かに，日本がはいりこんでしまい，われわれがアメリカ，ヨー ロッパという

のと，同じような感覚で日本という言葉が使われているのである。新聞に

も，Japanという字は頻繁に使われている。 日本は， 日本の企業はなどとい

われても，ふり返ったり，顔をそむけたりする必要はないのである。

「日本が石炭を買ってくれなし、から，森林開発は日本に依頼中である。日

本漁船がタイやイ カを取りすぎる等々」話題にはことをかかない。でも心配

ご無用なのである。

なお町角で，「オ メガはいい時計だが，形が古くさいし，値段が高し、。セ

イコーのほうがより現代的センスのある時計で，しかも値段は妥当である。

だから店の一番目立つ棚にかざっている。と ころで，セ イコーってどこの国

の会社だか知らないか」こんな質問を受けた。彼は平然と している。どうせ

ニュージーランドには国産の時計はない。時計はすべて輸入品である。高価

な時計にオメ ガとセイコーがあるが，どこの国の製品かな？ と気軽に考え
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ているだけなのである。それをだれか知っていそうな人，外国人らしくみえ

る人に聞いてみた程度に過ぎないのである。

「オメ ガはスイス製ですが，セイ コーは日本製です」なんて，聞かれもし

ない余計なことを，どぎまぎ しながら答えても，“アッソウ吠それだけで，

別に変わった反応を示すわけではない。日本， 日本人， 日本品，などと少々

気負っていたのかなと，しばらくは妙な感じになる。日本って大国， 日本製

品って高級品になったのだなあと感心しなければいけないのかも知れない不

思議さである。こういう現実を，そのままあたり前として受けとめるよう心

がける必要がありそうである。

5. モーターバイクと罵

これも日本品浸透の一例である。 日本の自動車の進出はまだ10%内外で，

大したことはないが，オー トハイは90%以上が日本製でしめられている。ホ

ンダ，スズキ，ヤマハにカワサキである。都会の市街地を走りまわっている

オートバイの姿は多くはないが， 田舎では大変である。とくに驚いたのは，

牧場で，羊や牛の群を追っているカウボーイ がオー トバイに乗っていること

であった。

オートバイ，すなわちモーターバイクが馬にとって替っているのである。

カウボーイはマフラーをはずして轟音をたててバイクに乗り，シープドック

1～ 2頭をうしろにしたがえて，平地， 山の斜面の緑の牧場を走りまわって

いるのである。山腹の牧場では， 小さい山あり，谷ありの起伏の多い牧草の

生えた斜面をすさまじい音をたてて走りまわり，羊や牛の群をまとめていた。

シープドックは，そのあとを走り，まわり吠え，群をはなれた羊や牛を追い

たてていた。「所変われば品変わるJ，それとともに「時代変われば品変わる」

であった。

「モーターバイクに乗ったカウボーイ」，見てしまえば，たし、した異和感が

あるわけではないし，いまどき，馬に乗ってというよりは，はるかに現代的

で，その心境が理解できなくはないが，何だかちょっと妙な感じがする。

ここにも日本製品が一枚かんでいる。なお自動車はトヨタ，ダットサン，

ミツピシ，マツダにホンダである。だが圧倒的に多いのはイギリス車，駐車

してある車をみても，そのほとんどがイギリス車で，日本車は10～15台に l
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～2台ある程度に過ぎない。ただしその評判は悪くない。新聞に出ていた中

古車の広告から抜粋してみると，

トヨタ・クラウン 3万8,000km使用 5,392ドル

ダットサン・ 140JG L 1万2,000km使用 4,498ドル

ミツビシGS日本製 2万5,000km使用 4,298ドル

トライアンフ PI 5万3,000km使用 4, 198ドル

等々で，とくに日本車は，現地でアセンフソレしたものでなく， 日本製が評判

がよく，値段も高い。自動車は絶対数不足で，中古車でも値下りの幅が少な

いのがこの国の特徴のようである。

なお，この国最南端のスチューアート島に日本鹿が野生化して， 700頭以

上も住みつき，森林の害獣となっているという，これはいったい何と解釈す

べきなのであろうか。

6. 強風都市・ウェリントン

ニュージーランドの首都ウェリントンの別名は風の町 windycity であ

る。－ B，この町の内外をドライブし，北方の山の上の新興住宅地区へ行っ

たときのことである。天気はよく青空の下に太陽は輝いていた。住宅地の一

番高いところ，山の尾根筋へ出ていたらたいへんであった。西方の海から吹

き上げてくる風はごう音をたてて吹きぬけ，家のかげか，岩のかげに身をよ

せていなければ，立っていられないほどであった。家々の窓はサッシで厳重

に閉められている。風下側の東向き斜面の家の庭に干してある洗濯物は千切

れるばかりにはためいていた。目測で，風速20m／秒。「まるで台風だ」とい

うと，案内の人が「し、や，この程度ならここでは gentlebreezeだ」としづ。

小石は飛んでいるし，吹きさら しに立つと肌がいたいのにである。

風をさけて，東側の斜面の草原のなかに腰をおろす。風あたりが少なけれ

ば，快適である。日ざしは強いが，暑からず，寒からずで，山腹急斜面の草

原で乗馬を楽しんでいる若者の姿も見える。観光用の貸し馬だという。

だが海面は風が強いらしく，白波がたち，全面的にしぶきが立っているら

ししもや状に煙っている。ふと市街地越しの真南の岩山の向こうから白い

煙の塊りがたちのぼる。精油所，工場はないはずなので，何かと目をこらす

がよくわからなし、。写真機に望遠レンズをつけてみると”やや黒っぽい煙
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で，盛大にモクモクと立つ，やがて煙の上に白い雲ができる。小さい積雲で

ある。煙の上の雲， cumulusfumusである。 それが東へ流れている。案内

の人々が協議した結果，どうやら山腹のやぶや木々を焼いている煙ら しいと

いうことになる。木立ややぶを焼いて，そのあとに牧草の種をまき，牧場を

つくるのだという。写真機のシャッターを何回か押したが，できはあまり芳

しくなかった。

やがて山を下りて，町へ帰った。その夜，ウェリントン所在のピクトリア

大学のパーティに出る。大学は山腹の急斜面に，海に面して建てられてい

る。眺望のすばらしい建物だが， 正面は急な坂道に面している。夜10時，パ

ーティを終わって，道へ出たと き，坂下へ吹きおとされそうな強風が吹きま

くっていた。

ニュージーランドは偏西風帯にある。そして西側はオーストラ リアとの聞

に幅 2,000kmのタスマン海がある。でも，全島いたるところに強風が吹くわ

けではない。強風日数は年間10日以下の地が広い。これは日本と比べてとく

に多いというほどでもない。しかし，クック海峡に面するウェリントンの暴

風は顕著で，ここの年聞の暴風日数（風速15m／秒以上〉は60日に達してい

る。そしてほとんど毎日，朝から晩まで，風速lOm／秒以上の風の吹いてい

ることが多い。

風速lm／秒の風は気温が 1度低くなったように感じる。これは皮膚面か

らの蒸発によって，体温を奪う からである。風速lOm／秒という と，気温を

10度下けーた場合の体感と同じになる。しかし，その熱は蒸発で皮膚面から失

なわれるので，肉体的疲労が結集する。

「強風にさらされる強風の町に住む」ということは，とにかく疲れる ことで

ある。そよ風はいい。だが暴強風はいけない。それだけで何となく住みにく

い町である。

最初に気象局を訪ねたおりに， ニュージーランドでは風力発電を考えてい

るとい う話が出たが，まさかこれほどの強風とは思し、もよらなかったので，

否定的 ・懐疑的な発言をしたが，たいへんな失敗で、あったと後悔された。な

お，気象局の風力塔は家と木立のかげにあり，風の観測にはあまり適地とも

思えなかった，それで聞いてみたが，答えは「あれで十分」。どう十分なの

かよくわからなかったが，風速が 15m／秒を超えると，風の息も小さくなる
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第 4図 雪日数の分布 （北島）
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ということであった。ある程度以上風が強くなると，少々の障害物の影響は

ほとんどなくなるのかもしれない。

ウェリントンには木造家屋が多い。海岸の湿気が多い土地，緯度41度， 北

海道と青森の中聞に位置しているが，年平均気温は12度，湿度75%，最低気
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第 E図 雪日数の分布（向島〕

？ 
フ 30i;;l 三三フ J5＿戸 ーー－; ~； 



関口：ニ ューツーランド ・水と気候の旅 CI) 115 

温がO度以下の 日数はわずかに 8日，函館の131日， 青森の118日に比べると

格段と暖かし、。こういうところでは木造家屋のほうが快適である。

だが木造家屋に強風では，火事の危険が大きし、。それで家々の 2階以上へ

は，窓の外に木製のはしごがとりつけられている。 火災対策と しての市の条

例である。火事のとき，屋外はしごが果たして効果があるかどうかには首を

ひねらされるが，とにかくおもしろい風景である。

第 4, 5図にかかげるのは，ニ ュージーランドにおける降雪日数の分布図

である。

北のオークラン ドは沖縄と北海道が混在し，マングロープも，木シダ

(tree fern），プーゲンピリア もあると書いたが，ここ では，ごくまれには雪

も降る。それで、白樺並木もある。ウ ェリン トンでも雪が舞う程度である。そ

して南島の氷河地域での降雪は30日以上であることが，これらの図に示され

ている。だが日本の，函館 106日，東京 11日，京都29日に比べると，いかに

少ないかがわかる。日本でなら鹿児島でも 9日は雪が降っている。

これが海洋性気候で， 日本の気候を周辺を海に固まれた海洋性気候という

のは，明らかに間違っている。日本の気候はむしろ大陸的気候である。

（東京教育大学助教授，理学博士）
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