エッセイ

●

〈 水 土 の 知 〉の 考 古 学
水土文化研究家

とある違和感

広瀬

伸

がき」で，編集委員長の丸山利輔氏（当時，石川
県農業短期大学学長）が言われます。

え～っ，何だって。「水土」は危険だって !!
ナニナニ，理由は ｢ 風土決定論に陥る懸念があ
る ｣ と。そんなこと書いてないのに，なんで ??

われわれの先達たちは，有史以来，土地を拓き，
水を治めるために心血を注ぎ，この国土を築き，
守ってきました。この「土地」と「水」，すなわ

2002 年の春頃でした。「水土」に関して一文を

ち「水土」。この「水土」に働きかけて人々が豊

草したところ，こんなふうに言われてしまったの

かに，安全に暮らせるように努力を尽くしている

です。

のが，われわれ農業土木の分野です。

ものすごい違和感を覚えました。過大評価かピ
ント外れか，どちらにしても思っても見ないあち
らの方向からのご批判でした。
そして改めて思いました。風土決定論（あるい

氏は続けて紹介されます。「水と陸地を表し，
転じてその土地の自然環境・風土を表す」という
広辞苑の語釈。近世の「『環境』あるいは『立地』

は風土論）にはこんなにも抵抗があるのかと。で

の意味」
（山鹿素行）と「『風土』に近いもの」
（西

もいったいなぜ？ それは〈水土〉論議とは少し

川如見）の用例。そして和辻哲郎により「風土」

ズレるけれど，トゲが刺さったように後に残った

の方が有名となったが彼も『風土』で「水土」＝

関心でした。
それから 15 年。〈水土〉を巡る風景は，今，ど

「風土」と言及していること。
また，氏はこうも言われています。

のように変貌しているのでしょうか。
われわれのふるさとの先達たちが，この風土，

『水土を拓いた人びと』
「水土」という言葉を初めて私たちの身近に持

すなわち「水と土」に手を加えて，よりよき国
土を築くために，どのような努力を尽くしたので
しょうか。

ち込んだのは，農業土木学会創立 70 周年記念出
版の『水土を拓いた人びと』でした。1999 年の
ことです。

総合すると，この段階での「水土」とは，国土
を築くために拓き治める対象としての土地と水で

この本には，農業土木事業によって地域開発に

ある，ということになるでしょうか。書名によく

足跡を残した先覚者 70 名の業績がまとめられて

表れています。拓く対象としての「水土」なので

います。新顔もいますが，ベースとなったのは，

すから。手を加えることによって国土となる以前

同学会誌第 47 巻（1979 年）から第 57 巻（1989 年）

の，いわば素材としての「水と土」。そしてそれ

の連載記事「農業土木を支えてきた人々」でした。

は「風土」と同義としています。

ただ，同書の「水土」は，現在の農業農村工学

付け加えておくならば，この本の編集委員会に

会が掲げるものとは違っています。同書の「まえ

は，顧問として地理学者の西川 治東京大学名誉
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●
教授が加わっておられました。上の近世における

直接に規定する形になってはいないけれども，文

「水土」の用例は，西川氏の「江戸時代の環境思

脈から明らかでしょう。そう，
「水土」とは「〈水〉

想に関する覚書」（東京大学人文科學科紀要 人文

と〈土〉と〈人〉の複合系」だというのです。旧

地理学 6，1979）から引かれたものです。

来の「水と土」という慣例を超えて，新しく規定

『水土を拓いた人びと』が「農業土木を支えて
きた人々」を母胎として生まれた。その誕生の瞬

し直したのです。そして「水土を巧く機能させる
ための知」が〈水土の知〉であると続きます。

間に，
「水土」という言葉になじんだ地理学者が

蛇足ながら，実はこの“ビジョン”，作成に当たっ

立ち会っておられたことは興味深い―少なくとも

てはいささか関わりを持ちました（佐藤洋平・中

私にとって―事実です。

道 宏・黒田正治「鼎談：新たな〈水土の知〉の
定礎に向けて」，農土誌 70 -1（2002） ）。「水土」

“学会ビジョン”
現在の農業農村工学会が掲げる「水土」の概念
は，2001 年に出された『“農業土木のビジョン”

という見慣れない用語を持ち込んだ責任を問われ
れば，受けて立たなければならない身です。そこ
で，機会があるたびに自分なりの解説を繰り広げ
てきました。

新たな＜水土の知＞の定礎に向けて』
（同学会ホー
ムページ）に規定されています。そこでは「水土」
に関して次の記述があります。

「系」とカッコ書き
「〈水〉と〈土〉と〈人〉の複合系」とは，言葉

こうして独特の性格を持つようになった〈水〉

遣いも硬いし，カッコで武装されて何やら物々し

と〈土〉と〈人〉の複合系は，一つの社会的共通

い。そういう印象をお持ちの向きがあるかもしれ

資本としてとらえることができ，広がりのある地

ません。

域として展開している。この複合系にあっては，

また，今さらながらですが，カギ括弧（「○○」）

〈水〉
・
〈土〉
・
〈人〉が分かちがたく緊密に結びつき，

と山括弧（〈○○〉）の使い分けについて。前者は

個々の構成要素（部分）の単なる集合以上のもの

言葉としての使用もしくは引用を，後者は特別の

として，つまり統合されたもの（全体）として独

意味を持たせた用語として使っていることを表し

自の特質を発揮している。先人たちはこの複合系

ています。以上，煩わしいがご容赦願います。

を巧みに“水土”と呼んできた。水土は今日“風

まず，
「複合系」とは，
「単位要素が関連し合い，

土”と呼ばれる内容をも含んでおり，わが国の各

比較的まとまった特性を示す要素の連なり（系），

地に，そしてモンスーン・アジア地域にも，個性

complex」を意味し，文化人類学などで用いられ

豊かに展開している。

る言葉です。「系」というのがミソで，相互依存
する生物群のまとまりを「生態系」というのと同

この前段に，わが国の水田稲作農耕の特徴が挙

じです。さきの規定にあるとおり，個々の構成要

げられています。季節的に偏る降雨と大陸より制

素（部分）が分かちがたく結びつき，単なる集合

御しやすい小規模の地形単位といった特性を持つ

以上の統合された全体として独自の特質を発揮す

「水と土」が基礎にある。それらは自然そのもの
ではなく人工物が組み込まれて「基盤」として形

る，というのです。
では，構成要素が山括弧付きなのはどういう意

成される。維持・運営のため，社会集団や制度，

味か？ それは，先ほども言ったとおり，要素そ

儀礼，慣行などを伴う，と。引用文が「こうして

れぞれが単体ではなく特殊な性格を帯びたもので

独特の性格を持つようになった」で始まるのは，

あることを表します。

これらを受けているのです。
命題文というか，「水土」とは○○である，と
54

「特殊な性格」？ こんな感じです。『水土を拓
いた人びと』英語ヴァージョンというのがありま
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す。存在があまり知られていませんが，日本語版
での事績を抜粋し，海外に紹介しようとする試み
です。その第 2 巻（2006）の原案の一部です。
〈水〉は生命の源であり，大気から降水で地表に到
達して地域を巡り，蒸発散で再び大気へ戻る。自ら循

エッセイ

●

あなたの〈水土〉に人はいますか？
詰まるところ，農業土木的なバイアスを多分に
帯びているとはいえ，「農業」＋「土木」では，
語感としてもあまりに狭い。よって，つらつら述

環しつつ物質循環を媒介する。その循環には人間が

べてきたような意味の広がりを踏まえ，水とか土

関与している。地表水利用の多くを占める農業用水

とかでなく，「〈水〉と〈土〉と〈人〉の複合系」

の場合，人は水源として河川等の不安定な流況を改

を「水土」で表したにすぎません。

善するために貯留したり，河川から取水し，水路で
農地の一片一片に配水する。過剰であれば強制的に
排出する。不足なら不足なりの水土が形成され，欠
乏を補う工夫が凝らされる。そういう過程で水源施
設や水路系といった人工物が介在している。
〈土〉は水を受け止め，物質循環の場となり，広が

〈水〉と〈土〉は，地表の一物質というだけでなく，
また，生の自然ではなく，〈人〉によって改変さ
れた自然（二次的自然）として，ミクロスケール
からマクロスケールまで，さまざまな規模・態様
で存在し挙動しています。

りとしての大地でもある。人間は作物の生長にとっ

各時代の技術がその媒介を果たします。どんな

て好ましい化学反応の場としての土壌に着目し，そ

文明の段階にあっても，
〈水〉と〈土〉を扱うとき，

の性質を助長するように有機物を投入して耕土を造
ってきた。耕土そのものを保持し，その地力を維持
し，高めることは生産力の維持，向上の基本である。
土はまた構造物を支持する基礎としての役割も果た
し，固めるなどの加工を行って構造物の材料として

〈人〉は素手ではなく施設や知識を含む技術を必
ず用いてきました。
技術を行使する〈人〉もまた個人ではなく集団
であり，〈水〉と〈土〉に方向付けられた独自の

の活用もなされてきた。とりわけ水田は，水を引き，

性格を持っているのです。複数の人が集まれば利

湛水し，排水することを繰り返す土の構造物であり，

害が出てきて，調整のためのルールが要るように

面として半人工・半自然の独特の環境を形成している。

なります。限られた水を平等に，場合によっては

〈人〉はその労働を土地資本として〈水〉と〈土〉
に合体させるだけでなく，その形成・操作・運営主
体として集団となって独自のルール等を形成する。
農業の発生以来，直接の基盤である〈土〉の所有
と使用，収穫物の分配は歴史の中心課題となってき

一部の人たちで独占して使う，といった決まりが
同じ水系の人たちに認知され共有されます。先祖
伝来の農地も，荒らすことは恥とされ，磨くこと
が美徳とされてきました。

た。個人の所有権が発達していなくとも，保有の形

こうした人間同士の作法やルール，また，人間

態はさまざまであり，入会や共有といった形でそれ

が制御し尽くせない自然に対して働くさまざまな

らの使用に社会的な制約を課している場合もしばし

感情の反映である無形の伝承や信仰，地名などが

ばある。また，社会関係が緊密になれば土地に所有
権が発生するように，
〈水〉の利用においても権利意
識が現れる。
さらには，観念の世界においても，生産や人間の
生死に関わるカミの観念などとも関係しており，
〈人〉

人々の間に共有・蓄積されていきます。
そんな事情を絵解きしてみました。上記から明
らかなように，枠内の全体が〈水土〉というわけ
です。

が媒介する〈水〉と〈土〉の世界は，さまざまな年中

図の「人」の位置に着目して下さい。そして『水

行事となる儀礼や祭礼といった行為，地名や伝説など

土を拓いた人びと』の「水土」の規定を思い出し

の無形の伝承物にまで通じている。文化や社会構造

て下さい。「『土地』と『水』，すなわち『水土』。

など直接目に見えない関係は，農耕方式の決定，用
水の分水の形態，農地の区画の形や大きさなど，
〈水〉
や〈土〉の上に見える形となって反映する。こうし
て単なる物質から地域固有の慣習や文化を生み出す

この『水土』に働きかけて人々が豊かに，安全に
暮らせるように努力を尽くしているのが，われわ
れ農業土木の分野」でした。農業土木は水と土に

のが〈人〉である。

関わる技術だ，というそれまでの通説にもよくな
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じみます。

●
地域の課題に応じて水や土，作物など個別の関連
分野の知を総合化し，水土を形成，維持していく
手法であること，④知を体得し，水土に働きかけ
てその仕組みを助長する〈水土の知〉の集団を形
成してきたことを特徴としている。我々はその系
譜の上に位置している。

〈水土の知〉の「知」とは何か？
「『水土の知』なんて文学的すぎてイヤだ」，そ
うしたご意見をかつて賜ったことがあります。
「文
学的」とはよくわかりませんが，想像するに，言
〈水土〉の構造

葉としてはキレイだけれど，中身はふわふわ・モ
ヤモヤしている，そんな状態なのでしょうか。学

とするならば，図のほんの一部分でしかない。

会名称が変わり，学会誌のメインネームとして通

『水土を拓いた人びと』段階の「水土」には「人」

用するようになった今でも，そうした想いは変わ

はいなかった。
「人」の位置には，観察者というか，
「水土」を扱う論者・技術者，つまりあなたがい
るのです。

りませんか？
かたや「農業農村工学」といい，ただの「（農
・

・

・

業土木）学」ではなく「工学」として他と肩を並

新たな〈水土〉の規定ではそうではありません。

べるのに対し，誌名はともかく基本的な姿勢を表

あなたは枠の外にいて，枠全体としての〈水土〉

明するビジョンで，ふわふわ感のなくもない「水

を見るのです。
「人」の位置には誰かが，「誰か」

土の知」とはどういうことなのでしょうか。

というのは，
その地域で現に「〈水〉と〈土〉と〈人〉

学術一般，特に人文・社会科学において，
「知」

の複合系」を構成している〈人〉がいる。ここに

という言葉遣いは普通です。科学技術系の学問や現

大きな違いがあります。

場でも使用される機会が増えています。ネット検索

もちろん，
研究の関心や現場での局面に応じて，

すれば，いろんな用法・用語が山ほど出てきます。

これら全体のうちの一部分に焦点を合わせるのが

「暗黙知」というのがあります。私たちに最も

普通です。土壌物理だって，水利計算だって，構

なじみ深い用語はこれでしょうか。技術者の人材

造解析だって，はたまた活性化方策だって，こん

育成を巡る議論などで，マニュアルや基準書には

な〈水土〉全体を一挙に相手にするわけではない

ない現場の勘どころやコツなどを表します。言葉

し，そんなことはとうていムリな話。それでいい

にできる性質のものは「形式知」，できないもの

のです。

が「暗黙知」です。

でも，
〈水土〉をトータルにそう理解して “学

近年では，「科学知」や「工学知」などといっ

会ビジョン”が言うように，こういう姿勢でいる

た用法・用語があり，「知の構造化」も注目を浴

ことが肝腎です。

びています。また，「伝統知」や「土着知」にも
しばしば出くわします。新人の「地域環境知」と

〈水土の知〉
は，①〈水〉と〈土〉を中心に据え，
〈人〉
を介して水土に及ぶ複合系が有する全体性を反映

いうのもお目見えしています。
それぞれ若干ニュアンスは違いますが，「知」

し，対象が広範囲にわたること，②基盤は長期に

は整理された知識体系を超えた範囲，知識を支え

わたって機能し続けることから，過去を踏まえ将

ているものを含むということが共通認識になって

来を見据えて長時間にわたる視野を持つこと，③

いると思われます。
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先ほど「工学」と「知」を対立するかのように
並べましたが，ここに面白いケースがあります。

エッセイ

●

ノウハウとはなにか，それはどのようにすれば伝達し
やすくなるのかという現実的な問題に視点を移して

吉川弘之元東京大学総長が監修し同大学の工学者

みても，工学はそれを十分に説明することができな

が結集した 3 巻本です。シリーズ全体を「新工学

い。現在の工学は，おもに工業製品の物理現象に関

知」と銘打ち，各巻を『技術知の◇◇』と題して
います（田浦俊春・小山照夫・伊藤公俊編集『技
術知の位相』，『～の本質』，『～の射程』，1997）。
彼らの悩みが緒言に吐露されています。
刊行にあたって（部分）
技術者にとって「知」とはなんだろう？
おそらく多くの技術者は一度はこうした疑問を抱
いたことがあるのではないだろうか。最近のコンピュ
ータの発達には目を見張るものがあり，モノの設計
や生産にも利用されてきている。だが，コンピュー
タではけっして代替することのできない，優れた技
術者だからこそできるモノづくりがあるにちがいな
い。では，それはなんなのだろうか。匠？ 経験や技
能？ 技術者にとっての知は科学者の知や芸術家の知，
あるいは小説家の知とはちがうのだろうか。もしち
がうとしたらどこがちがうのか。また，哲学におけ
る知の問題とはどのような関係にあるのだろうか。
工学は技術に関する学問である。しかし，いまま
でに構築されてきた「工学」とよばれる学問体系は

する知識を体系化するという点に主眼をおいている。
先端技術的なモノづくりは，たんに一般的な自然法
則の知識を適宜応用すればよいというようなことで
はない。物理現象の知識を目的に応じてつかいやす
く体系化することが重要であり，その体系化にはた
いへんな試行錯誤を要する。そのような体系化され
た知識が技術革新のひとつの原動力であったことは
疑いようのない事実であるが，このような知識の背
後にある技術者の知，あるいは利用者の知について
は陽な形では議論されてこなかったのも現実である。
しかし，まったくないわけではない。設計者の設計
の仕方については，設計方法論の研究において体系
化が試みられているし，人工知能の研究でも哲学の
分野においても技術については議論されてきている。
だが，知という心的な観点からの問いかけに答えら
れるような知見はまだけっして多くはない。

どうでしょう？ 「工学」と「知」の範囲や違
いが感じられませんか。
端的にいえば，より広く，より大らかに，そう

こうした疑問に直接的に答えることはできない。工

いう想いを込めて「水土の知」は出現したのです。

学書と称される図書を開いてみても，人間はなぜモ

学会創立 80 周年の記念行事に今度は私自身が

ノを設計できるのか，ということは書かれていない。

日本近世の「水土」の概念
（小長谷・広瀬・渡邉「三人寄れば水土の知（第 1 回）
「水土」とその知 」 土地改良 260（2008）より）
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携わり，記念本『水土を拓く－知の連環－』
（2009）
わが国で「水土」と言うときには，性格を表す「風
土」に近い使われ方から，自然や人文，景観など
が詰まった地域や流域という実体を表す使われ方
まで，けっこう幅広い。
中心に熊沢蕃山を置く。普通の「水土論」は日
本を際立たせるが，蕃山は少し違う。日本の水土
にふさわしいのは仏教や儒教でなく神道だと言
い，森に木を生い茂らせることで「神気」が満ち
ると言う。とするとその「神」は，自然に宿るア
ニミズム的な“カミ”になる。それが満ちるとい
う水土は，「自然環境」と言い換えることに限り
なく近づく。
秋田の僧，釈浄因の水土は広く，挙げられた項
目は地表の事象をくまなく描き出す，今で言う地
誌に当たる。他に“国”に近い使い方もある。そ
のクニは農を基礎とし山川が潤す。江戸幕府の出
した「諸国山川掟」は，草木根の乱掘禁止，植林
の奨励，川筋の焼畑・新田開発抑制を命じて，国
土保全思想のひな形となる。
「水土」の“性格を表す使い方”と“実体を表
す使い方”は，分断されているように見えるが，
蕃山の水土論が，あからさまには言ってないが，
そういう意味で橋渡しをする。
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を出しました。想いは編集に反映しています。ま

わが国に「風土」という言葉を根付かせたのは

た，編集メンバーであり，長年の同志である渡邉

哲学者の和辻哲郎でしたが，著書『風土』でこう

紹裕氏（当時，総合地球環境学研究所教授）と協

言っています。

同で，学会誌に報文も出しました（「〈水土の知〉
に見る技術」水土の知 79-9（2011））。

ここに風土と呼ぶのはある土地の気候，気象，

後者では三段重ねになった〈知〉の構造を示し

地質，地味，地形，景観などの総称である。それ

ました。上から①知の精髄：万人が使用できるノ

は古くは水土とも言われている。人間の環境とし

ウハウとして体系化された知（ハンドブックや技

ての自然を地・水・火・風として把捉した古代の

術基準のような），②体系とまで行かなくともあ

自然観がこれらの概念の背後にひそんでいるので

る程度整理された知，及び③実践的ではあるが整

あろう。

理されない状態にある知，です。直感でわかると
おり，下から上へと精製されていくのですが，下
の方が実践の現場でよりアクティブです。

つまり，水土は風土なのです。ただ，彼は「風
土」を気候，気象…と実体のあるものだと言うの
に対し，「企業風土」や「関西人の風土」などと，

「水土」の系譜学
それにしてもなじみのない「水土」という言葉，

形のない気質や性格を表すことも多くあります。
私見によれば，「水土」は風土と同様に意味は幅
広いけれども，どちらかといえば，精神的なもの

先人たちはどのように使っていたのだろうか，実

よりは実体的・物理的な地域や流域，環境を表す

態を明らかにしたうえで提示するのが導入者の責

傾向が強い。

任ではないか。

ついでながら，環境を表わすのに，東アジアで

“学会ビジョン”ができたとき，冊子では左右

は「風」と「水」と「土」を二つずつ組み合わせ

見開きの対比で本文に解説を加えました。「水土」

た「風土」・「風水」・「水土」という言葉を生み出

の語に対しては，スペースの制約もあり，わずか

しました。「水土」は，中国の古典に「水土を平

しか解説できなかったために，上のような無念さ

らぐ」（＝国土平定）などと使われました。

が尾を引いていました。

現代的な使い方として，1970 年代以降，
「水土」

そこで「水土」の用例について調べ，遅まき

の語を使う論者が少しずつ増えてきました。必ず

ながらでも学会誌上で報告することにしたので

引き合いに出すのが，江戸時代前半の儒学者，熊

す。さきの西川論文の用例紹介に，不遜ながら物

沢蕃山（1619-1691）です。なぜか。

足りなさを感じていたこともありました。その

蕃山は必ずしも地域や流域の意味で「水土」を

第 1 章は「水土の思想」と題され，江戸時代には

使ってはいません。日本の水土には神道が合うと

environment あるいは milieu の意味での「環境」

言い，その一方で森と雨の密接な関係を「神気が

の使用例は見当たらず，これに代る言葉として最

満ちる」と表します。その点でエコロジストとも

も多く用いられたのが「水土」だったとあります。

みなされますが，「神」つながりで「水土」の思

よし，チャレンジだ。

想家とされるのです。気質・性格と地域・流域を

でき上がったのが「現代水土考」（農土誌 70-6

結んでいると考えます。

（2002）
）
でした。全 6 ページ，そのうち丸々 1 ペー

秋田の僧侶，釈浄因（1730-1804）は『羽陽秋

ジを約 40 もの文献で埋め尽くすという異様なレ

北水土録』という分厚い書物を著しました。そこ

ポートです。通常の報文の感覚ならそうですが，

に，宝石や玉ではなく水土が宝であり，「水土ハ

典拠をできるだけ多く提示することが趣旨ですか

天地ノ恵徳ナリ。是レ即チ人間活命ノ本ナリ」と

ら仕方がない。もっとも，この手の探究を得意と

記しています。「水土」は自然の恵み，人の命を

する人文系論文では，ごく普通の姿なのですが。

生み出す基盤なのだ，というわけです。
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●
元地理学徒（1977. 4 ～ 79. 3）として，「水土」

エッセイ

●

は当時の海外知識を総動員し，この秩序観の定立

には多少予備知識がありました。西川論文にも引

に大いに寄与した。この見方は，諸々の論者が細

かれた西川如見の『日本水土考』（1720）は，近

部を補強しながら継承されていった。以上が論文

世の地理書といえば必ず名が挙がります。お察し

の主旨でした。

のとおり，わがレポートの表題は，この大先輩の
著作を拝借したものです。
レポートに対して，文献探索に協力してくれた

場違い（あるいは心得違い？）きわまりない。
おそらく澤井氏はそう思われたのでしょう。「水
土」の語はもはや死語だと思っていたので，今採

同級生（当時，京都大学文学部助教授）から，少々

り上げられるとは意外でした，頑張って下さい，

の間違いの指摘とともに掘り下げが足りないとの

というような 返事が届きました。

批評を頂戴しました。西川氏に倣って「水土思想

この思想史家らしい冷静さとは対照的に，もう

の系譜」を中心の章題としたのに触れ，語の用例

ひと方，他ならぬ西川 治氏の反応には熱がこもっ

を並べるのと，用語を使う者がそれで何を語るか

ていました。77 年の生涯を通してこれほどの喜

分析するのとでは大違い，「思想」というからに

びは稀にしか味わったことがありません，とまで

は後者であるべきだけど，あなたのはそうじゃな

おっしゃったのです。手紙のやり取りの後，厚か

い，と厳しいがごくまっとうな声でした。

ましくもご自宅で面談の機会を得，ご著書『日本

専門の地理学者の眼で見ればそうなのでしょ
う。それでも，当初の責任はかろうじて果たせた
のではないかと思っています。

水土考の余滴』（1999）を拝領するというご高誼
にも与りました。
学生時代に論文に触れて以来，土地改良をテー
マとする地理学者として，西川氏の名は心に刻ま

「水土」の縁
余勢を駆って，“学会ビジョン” 冊子にこのレ
ポートの別刷を付けてお二方に送ってみました。

れていました。専門誌掲載論文が多かったために，
『農村のヒューマンエコロジー』（1996）まで，ご
業績を目にすることはなかなか大変でした。
同書の「土地改良と地形環境」や「土地改良の

無謀にも，相手は「水土」に関する専門家，「工

地域性」の章は，土地改良に対する地理学者の扱

学」を名乗る学会がこれこれの経緯でビジョンを

い方をよく表しています。「土地改良区の全国的

策定し，
「水土」をキーワードに選定したのですが，

分布」の章の元になった論文は，全国で約 1 万 1

いかがなものでしょうか，と。

千箇所（1956 年 3 月末時点）を数える土地改良

澤井啓一氏（当時，恵泉女学園大学教授）は儒

区を事業種別・規模別に色分けし，50 万分の 1

学の研究者です。当時新刊の上村忠男他編『歴史

の日本地図にプロットするという作業に基づくも

を問う 3 歴史と空間』（2002）に，「『水土論』的

のでした。現物を前に，図幅の大きさと作業の膨

志向性―近世日本に成立した支配の空間イメー

大さに目まいがしました。

ジ」という論文がありました。
その問題意識は，近世日本に海外に関する情報
が国内にどれほど移入され，それに基づいて日本
や世界に関するイメージがどのように形成された
のか，というものでした。

氏の口から岡本雅美，佐藤洋平，武内和彦，白
井義彦といったなじみの深い人名が飛び出しまし
た。
東京大学では，農学部と地理学研究室が所属す
る理学部との共通科目があったそうなのです。地

事物それぞれの固有性・差異が自然条件によっ

質学者が創設したので理学部，その伝統から，地

て生まれるとの認識が基礎にある。「東」は生命

形や気候，水文といった分野の地理学者が東日本

力に溢れた優位な方角だから，東に位置するわが

には多いのです。改めて〈水土の知〉と地理学の

国は世界の中心であり最高，そんな対外観（日本

交流と懸隔に思いを馳せました。

型華夷秩序観）が生まれた。如見の『日本水土考』
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ちなみに，西の方では地理学は文学部に所属し
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●
ます。京都大学で国史学者が教室を創設したから
です。したがって，本流ないし王道は歴史地理学
です。
その京都でも交流はありました。歴史のかなた
の話ですが，
米倉二郎という後に大家となる方が，

「風土論」なるもの，
〈水土〉論とどう切り結ぶか，
吟味してみたい。やってやろうじゃないか。
けれども，残念なことに，もう紙数が尽きてし
まいました。次第はまたの機会に回すことにしま
す。

まだ若かった昭和の初めに京都帝国大学農学部農
林工学教室で嘱託研究を行い，「農村計画として
の條里制」
（1932）という論文を発表されました。
条里制は単なる土地の呼称ではなく，整然とし
た耕地区画と道路・水路網，それに村落立地や宅
地区画をきわめて組織的に配置する実践であり，
その背景には村落や面積，距離の単位の統一が想
定されるという論旨です。歴史地理学界に一大画
期をなしたといわれる本論文の発想は，時代を映
し出しながらも，〈水土の知〉と隣り合わせとい
えるでしょう。ちなみに，経緯はよくわかりませ
んが，本論文の２年後，別の方がほぼ同題の論文
を当時の学会誌「農業土木研究」に出されていま
す。

〈水土〉と風土論
ここで冒頭の「え～っ !!」というご意見に立ち
戻ります。それは「現代水土考」に対するもので
した。
「水土」という語の内実や系譜を明らかに
して学会員の共有財産にしようとしただけなの
に，風土決定論に陥る危惧だなんて，いったいど
ういう読み方，どんなロジックなのでしょうか。
思うに，この方の頭には，「○○的（型）水土」
での農業や基盤整備はこう，「△△的（型）水土」
ではこう，といったような使われ方が浮かび，そ
の単純さに危険を感じられたのでしょう。
〈水土〉は水田・畑を問わず農業一般の視点か
ら見て，地表の〈水〉と〈土〉と〈人〉に関連す
る諸事象を「複合系」としてとらえた概念です。
〈水〉も〈土〉も〈人〉も地域固有の特性を持っ
ています。地域ごと，時代によって，それらの多
様な組合せが存在します。これが〈水土〉の豊か
な個性に他なりません。
でも，
「危険」と言われれば，怖いもの見たさ
はひねくれ者の性分，和辻哲郎をはじめとする
60
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