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短 報 日本近代地誌学の発展からみた地誌学の特性に関する一考察
IHlH日日Hll川

1.日本近代地誌学の発展

近代の日本で目論まれたさまざまな地誌の発展

から,地誌学に生 じている困難性を探 り出すこと

ができると考え,地誌の変遷を辿ることにした｡

『皇国地誌』は刊行には至らなかったものの,

近代科学の影響を受けた最初の地誌の一つであ

るOそれは土地の文芸を廃し,一定の記載基準を

定めるという成果を生んだ,しかし,『皇国地誌』

は時代を反映し,官撰という枠を越えるものには

な りえなかった｡その主眼は統治者意識による国

土の知識の把握であったため,行政区ごとに収集

したデータが羅列されるという体裁をとる予定で

あった1)0

地理学が学問として大学等の機関に研究の場が

移されるようになると,近代地理学の成果をさら

に反映したものが現れるようになった｡『台湾諸

島誌』では,地質学の発展を反映して自然地理を

中心に詳しい研究成果が盛 り込まれるようになっ

た｡この本では欧米の地誌の編纂順序を参照 して

自然から人文-と項 目がならべられることになっ

た｡当時の欧米地理学会では地人関係が一般的に

認められていたのであるが,日本でもその地人関

係に沿って,地表の成因と地誌の編纂順序 とをパ

ラレルにみるという姿勢が現れてきた｡この点で

『台湾諸島誌』は次に来る 『大日本地誌』の先駆

けとなったのである2)0

この,地表と地誌とをパラレルにみる見方は,

『大 日本地誌』でいっそう確かにされた,地文 と

人文に各項が整理されたのち,各処誌が附けられ

るとい う様式に表現 されているとお りである｡

『大 日本地誌』では,地誌の定義を,地人関係の

｢関係の説明｣ と自覚している｡人文誌の分量が

増 し,行政区分ごとの各処誌で全国を網羅 しよう

とする試みも行われている3)0

一方 『大日本地誌』と前後して吉田東伍による

『大 日本地名辞書』が出版された｡辞書ではある

が,地誌としての体裁を充分に保ち,主に発生論

的理解に立脚して編まれたものであった｡地名の

荒 井 由 美

持つ限界性を論 じた部分があって示差的な書物で

ある4) ｡

郷土研究として地誌の編纂が日本全国に広ま り

つつあった大正年間,田中啓爾ほ欧米に留学 し,

かつこの時期に欧米の地理学書が次々に翻訳され

たこととあいまって,近代地理学の概念 ･用語が

多 く日本の地理学にもたらされることになった｡

それは当然,地誌においても反映されてくる｡

特に田中啓爾が持 ち帰 ったのは ,バ ローズ

(Barrows)らによる地域地理学 (RegionalG.)の

要素を多 く含み,環境決定論から完全に決別する

以前の,自然環境を重視しすぎるきらいのあるア

メリカの地理学であり,またヨーロッパにおいて

も地域地理学 5) (RegionalG.)を支持する傾向,

すなわち,地表の一片が統一を持つ とい う考え

方,景観,地的統一などを摂取して日本に持ち込

んだのである｡

この ｢ある地表の一片は統一を持つ｣とい う考

え方は,無批判に使用されてきた行政区の地理区

分に対して,批判をすることになる｡地人論に正

確にもとづ くためにも,行政区ではなく,自然条

件による地理区の決定が求められたのである｡ま

た地理学上の意義をもったそれらの地理区が地域

という名を冠されるようになった6)｡

昭和初期にはいると,地域の語が定着し,地域

の決定に関する摸索が行われるようになる7)｡ こ

の中から,地誌の目的とするところが,地域の性

格を明らかにすること,すなわち,｢地域性の聞

明｣とう語に要約され,コンセンサスを得始める

ようになる｡それは ｢地域｣を研究することが地

理学のさまざまな地表の要素をもらすことな く掬

う可能性を持っていたからであろう｡ここで地誌

の地理学に持つ位置が大きく変化したことに留意

すべきであろう｡単なる現象の羅列や関係の便覧

にすぎなかった地誌は ｢地域性の聞明｣を主題に

することで地理学上の一つの研究方法としての道

が拓かれたのである｡

しかし,｢地域性の閣明｣が広 くコンセンサスを

得るようになったのと裏腹に,その内容において
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は混乱 した二つの姿勢を内包 していたのである｡

一つは,期待されたとお りの地理学の重要な研究

方法の一つとして地域性を明らかにしてい くとい

う手段を持つものである｡ これは三沢勝衛が数回

発表 しているように,地域性を探求した結果,地域

を決定するという方法を持つ｡一方,同じ｢地域性

の閣明｣に,読者に向か って地域性を開示すると

いう考えが同時に混在 していた8)｡その場合,也

誌は旧来どお りの現象の羅列であり,読者の理解

しやすいように編纂す るとい う方針がたてられ

る｡地域区分を決定 し,その決定された地域につ

いて地域性を措 くというのがその方法となる｡

｢地域性の開明｣という目的と,その方法につ

いてこれらの混乱はしかし,地域と地域性のずれ

が目立たなかったせいであろうか看過され ること

になった9)0

戦後になると2つの異なった ｢地域性の聞明｣

を目的とする地誌あるいは地誌学のあり方に一つ

の変化が訪れるようになった｡地域自体の変質 ･

変化が露わになってきたのである｡特に戦後の高

度経済成長下で都市域の拡大と郊村の吸収 ,交通

機関の発達による都市サービス-の接近,都市計

画,地価の高騰等を通 じて,固定的に見えた｢地域｣

は切 り崩されていったのである｡そしてかわって

それら社会経済的条件が地表の階層構造を強めて

いった｡この様相は人文地理学で意識され ,研究

に着手されるのに対 し,｢地域｣を基盤とし｢地域｣

の性格を明らかにする地誌 ･地誌学の存在には大

きな困難がたちあらわれきたのである｡

この影響の下で,戦前に混沌としていた ｢地域

性の聞明｣に関する二つの解釈はそれぞれ立場が

相分かれ,異なった対応と成果を示すようになっ

た｡『日本地誌』は,従来の ｢地域｣と地域性との

ずれが生 じたことを,地域のとらえ方の転換に

よって調整 しようと試みた｡『日本地誌』10)は従

来の均質地域を改めて,機能地区内を採用するこ

とを明言 している｡ しかしそれは,地表を分化 さ

せるものが,かつて自然条件であるとして自然地

域区分を採用 した方法と本質的には変わらないの

ではないだろうか｡自然条件を今度は都市構造な

どの社会経済条件に取 り替えただけではないだろ

うか｡そ こには地表の多様な分化の仕方を捨象

し,一つもしくは二つの成因に分化の原因を限定

してかかるものになるのではないだろうか｡この

方法はすなわち,成因を決め,成因による地域区

分をし,区分された個々の地域を読者に向かって

説明するという形態をとる｡『日本地誌』の主張す

る成因とは,社会経済条件である｡

一万,田中啓爾は後期 11)に,前期に混沌として

いた都市化現象を位置づける努力を行った｡彼は

社会経済的な影響の一つ一つを ｢生活層｣ として

表現 し,かつての南北性,高距性などとともにそ

の構造の再編成を行ない,次いで時間を変数 とし

た ｢地位層｣の概念をまとめあげたのである｡田

中にとって ｢地位層｣を調べあげ,表現すること

はそのままその場の ｢地域性｣を表現することに

なったのである｡この意味で ｢地域性の聞明｣を

地誌学の目的とする田中の立場は保持された｡ま

た,かつての均質地域,今日の機能地域とい うよ

うに各時代の促え方に断絶を見ずに済んだのであ

る｡ しかし田中にとって ｢地位層｣を調べ表現す

ることが地表の理解になったことから察せられる

ように,そこには,かつてのまとまりを持つ存在

という意味を付与された ｢地域｣ とは違ったもの

が意識 される｡ 彼はすでに前期にみられたよう

な,地域区分の試みをせず,行政区等を対象 とし

て研究するようになっている｡田中はその ｢地位

層｣による研究を ｢地誌学的総合研究｣と呼んだ

のである｡現在この二つの異なった方法が地誌学

の方法として共存 しているのである｡

以上のことから一つの地誌のあ り方が理解 され

よう｡それは,地誌 ･地誌学の目指す目的 と,対

象と,方法とが相互に他を規定 しているとい うこ

とである｡『皇国地誌』から 『大日本地誌』に移行

する際,その目的は,データ収集から関係の説明

に変わった｡そこでその方法は単なる羅列から,

成因と思われる順に配列- と変化 させ られた｡

｢地域｣ とい う新 しい対象が与えられたことに

よって,｢地域性の閣明｣という新 しい目的と方法

が生み出された｡また ｢地域｣が変質したことか

ら,方法上の態度の変化が求められ,あるいは,

社会経済条件を成因と判断し,それに沿って地域

区分し,その地域について解説するという方法,

あるいは,｢地域｣を ｢地位層｣の上に位置づけて

理解するという方法に分かれた りしてきたのであ

る｡地誌のあり方を考える際,これらの目的,対

象,方法 (様式)がともに連動することを把握 し,
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その論理的整合性を目ざきなければならないこと

を,日本の地誌の発展は教えているのである｡

2.地域地理学と日本近代地誌学の問題

｢地域｣をその対象としている点で,アメ リカの

地域地理学 と日本の地誌学 とは類似 していると考

えられる｡そこで Paterson12)が地域地理学につ

いて捉起 した問題について考察することにした｡

Patersonの提起 した問題

1.言語によって完全な地域記述をす ること

の論理的不可能｡

2.(どの地域をとっても同じ説明に終始 し)

説明方法に関 して改新の見込みがない こ

と｡

3.地域それ自体を認識することの困難｡

4.提示する際のスケールの問題.

5.下位の地域の情報に過不足が甚 しい こ

と｡

6.地域の特殊性が消えつつあること｡

Patersonの指摘 した問題は以上の 6点である

が,その内,3,6番は ｢地域｣という対象につい

ての困難性であ り,1,2,4,5番は方法 上の

問題 といえよう｡

Patersonは 3番の問題について,すなわち,地

域システムの設定についての問題は,｢地域｣それ

自体とい うよりも,地域を設定する人間の意識の

問題だと論ずる｡すなわち,地域システムや地域

を設定するときに,どうしてもその研究者の感心

につられてそれが変質 してしまうということであ

る｡また,6番の問題に関 しては,機能地域 と均

質地域の断絶を避けられないものとし,どちらか

一方の態度 しか とりえないことを難 しているO

しかし,これは ｢地域｣が村田喜代治 13)が論 じ

ているように,知的概念であるからではないだろ

うか｡すなわち,客観性の低い対象を扱 う場合 ,

どうしても研究者の思惟が紛れ込み,その全体を

一貫 して促えることは困難になる｡

また方法上の問題の 1,2,4,5番では人間

の言語を中心とした表現能力の限界,処理能力の

限界が存在することが述べられている｡

以上,｢地域｣とい う対象自体の再検討の必要性

と,人間の能力の限界とい う方法上の問題が考え

られる｡

1,2,を合わせ,地誌学はその目的と対象 と

方法 とを,人間の能力の限界に照らしなが ら,定

めていくべきだと考えられる｡
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