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地域分級論の 基礎概俳

武内

1

和彦，

11 地域の概俳と 構造

はじめに

土地概俳の再検討

最近土地分級に 関する研究が 活発に行われるよ
うになったことは ，周知の事実であり，その結果
1)@ 2)@ 3)@ 4)@ 5)@ 6)@ 7)

土地利用計画調整システム 化手法のような ，地域
の実情をふまえた 新しい学際的分級論の 展開が図
られてきた。
しかし，これらの 諸研究は，農業土木，農業経
済，建築といったいくつかの 専門分野でそれぞれ
蓄積された研究成果を 背景として生まれたもので
あ り，原論よりも 実践が先行したため ，用語の概
念的統一に欠けるきられがあ る。 そのことは，土
地という概俳の 差異に端的に 表れており，たとえ

ば，土地改良的土地分級と 農業経済的土地分級で
は，土地という 用語の意味が 明らかに異なってい
る 。 したがって，分野間の 研究成果を有機的に 関
連づけ，分級論の総合的体系化を 図るためには ，

まずその前提として ，概念の相互理解や 統一と，
分野間の研究成果を 結びつけるための 媒介となる
いくつかの概念の 提示が必要と 考えられる。
そこで，本稿では ， これまでの土地分級に 関す

る諸論議の全体に 対して，新たに「地域分級論」
の名称を与え ，具体的な手法の展開に先だって ，
これにかかわるいくつかの 基礎概俳について 論述
してみたい。

*
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土地分級論において 土地という用語は ，本来，
土地利用という 用語と対 時 的に用いられてきたも
のであ る。すなわち，土地は，土地利用に対して

意味をもつ地表の 属性の複合としての ，自然的，

ると理解される。
R)9)こうした土地概俳
@ ，土地分級論を内在した広義の 土地評価論を
注 l)展

物的基盤であ
よ

聞 する諸外国の 研究では自明のこととされてお
10)@ 1 1)
り

，

また，我が国でも ，農林水産技術会議事務局

による「土地利用区分の 手順と方法」にその 考え

方を認めることができる。
しかるに，経済的土地分級をはじめとする 最近
の我が国の土地分級論では ，土地の名のもとに ，

自然的・技術的条件と 社会・経済的条件を 一体的
7)@

13)

に担 える考え方が 強まってきた。 その結果，土地
とは土地利用であ るといった非常に 分かりづらい
規定すら認められるようになっている。 しかし，
こうした考え 万は，それに基づく手法の 有効性と
妥当性はさておき ，先の土地概俳に 照らしてみる
と，明らかに 用語を拡大解釈したものと 判断され
るのであ る。
筆者は，土地と経営を一体的にとらえる 土地分
級論の存在意義を 決して否定するものではない。
しかし，本来的な 意味での土地概俳に 基づく土地
分類論と土地分級論が 現に存在し，開発途上国は
もとより，我が国においても ，それらが開発や 保全
のための適地選定に 際して今なお 重要であ ること

l0)1

を考える 時 ，

l) 、 A)

そのように拡大解釈された 土地分

級をより上位の 用語で表現することが ，概念の混
乱を避けるためには 望ましいと考えるのであ る。
2

地域分級の概俳

地域を，土地と 経営 (土地利用 ) が一体化した
実体と定義できれば

，上位の用語として
2)
，「地域分
注

級 」を用いることができる。 そうすると，先に 述
べた経営体としての「土地」は ，経営体としての
「地域」という用語に置き換わり ，その意図する
ところを，土地概俳の 拡大解釈なくして 表現する
ことができるようになる。 同時に，本来的な意味
での土地分級論は

，狭義の土地改良的土地分級を

含んで，地域分級論の
る。 一方，広義の

下部構造に位置づけ
土地改良的土地分級は
焦れる
地

のであ

域 改良的地域分級と 呼ぶにふさわしい 内容をもっ
ているといえる。

15) 16)

地域分級を，土地分級的に 定義すると， 「地域
区分によって 区分された地域を 何らかの価値判断
によって質的・量的に序列化し 等級区分すること」

となる。 ここで土地分類に

提示される必要があ る。 この上に関して 明確な位

Ⅰいるのは，オースト

置づけを 待且

てふてダ 土地
システム論， 東 ドイッの景域生態学であ る。す
な む ち，均質的な地域単位が有機的に 結合して上

位の統一的な 地域単位を構成していると 考えるの
であ る。我が国の農村計画においては ，道路，用
排水，施設などを 抽出して地域の 結節性を論じる
ことはあ っても ;,面的ひろがりをもった 統一地域
の認識は不十分であ

ったといわざるを 得ない。

しかし，我が国の地域分級手法の 中には，均質
地域を単位とする 立場で論述しつつも ，概念的に
は統一地域を 単位としていると 解釈できる例がみ
られる。 農業集落や旧 村 がそれであ る。 とくに集
落は，北村らによる 土地利用計画調整システム 化
手法器 接れ毛 ，上位の地区分級の分級単位として

位置づけられているが ，それは，さまざまな
用地
から構成されている。 和田のいうように ，集落単
位が経営の集合体，土地の 集合体であ り，計画上
の一定の意志決定機能を 期待しうるという 三位一
体的意義をも

3% らば，まさにそれは 統一地域と

用語

呼ぶにふさわしい 単位と考えられるのであ る。 ま

を用いているのは ，しいていえば上昇式 分類と下
降 式 区分の差ということになるが ，単なる慣用語
0 差とみてもさしっかえない。 地域分級は，地域
計画やその下位概俳としての 土地利用計画のため
の，地域診断の 役割をはたし ぅ るものであ る。

た，この手法では ，地区分級の下位に用地分級が
位置づけられているが ，用地を均質的地域単位と
考え，集落を用地の有機的結合としての 統一的地

3

対して地域区分の

地域の単位性

域単位と考えることは 十分可能であ ろう。

4

地域単位の階層構造

つぎに，地域単位の 階層構造について 考えてみ

さて，地域分級論を 展開するにあ たって，地域
をいかに 担 えるべきであ ろうか。 筆者はここで ，
地域を均質地域 ( または等質地域 ) と統一興 憾鯖

たは結節地域 ) に区分する地理学的地域概俳に

よう。 先に述べたように 均質的地域単位が 集まっ

て上位の統一的地域単位が 形成されると 考えれ
ば，それを発展させて ，最小の均質的地域単位か
ら 世界的スケールの 統一的地域単位に 及ぶ均質性

たち返って，その 問題を考えてみたい。 木内は
IB) ，

と統一性のくりかえしを
・・・・・ 地域の階層樽井の 本質と

均質地域を，一定の

認めることも 可能になる。 Philbrickは，地域が，

ヵ

テゴリ一に属する 事象が支

配 的である地表面の部分，統一地域を ，構成者が
種々 な カテゴリ一にわたっているがそれらを 結合
して地域が構成される 場合， と説明している。
地域分級の対象となる 地域単位も， これら 2 つ

の地域概俳のどちらかに 含められるべきものであ
る。従来の地域分級においては ，均質地域を単位
とする考え方が 支配的であ るが，地域秩序の 形成
を 図るためには ，統一地域を単位とする考え 方も

そうした均質，性と統一性のくりかえしから 構成さ
れることを，シカゴ地域を例に実証的に 解明して
いる。

こうした考え 方は，地域分級論の 展開に際して
も有用であ ろうと考えられる。 すな む ち，地域の
階層構造に基づく 分級手法の体系化が 期待される
将来あるべき
ので 勇老 。 北村'ぱ，計画を，対象の
目的としての 計画 (我々が実際に 目で見える物事
地域分級論の基礎概俳
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を作り出して行く 過程を含めた 計画) と ，それを
達成する「手段」としての 計画 (地域指定を含む
空間の利用計画 ) に大別しているが ，前者に対し
て均質的地域単位に 基づく分級論の 展開，後者に
対して統一的地域単位に 基づく分級論の 展開が有
効であ り，さらに計画の 階層性が地域の 階層性と
あ いまって，ひとつの 体系化がなされうると 考え
られる。 また，個々の 専門分野の分級論も ，たと
えぽ ，土地改良的土地分級は 均質地域に対して ，
また農業経済的地域分級は

統一地域に対して より

有効な手法であ るといったように ，地域分級体系
におけるそれぞれの 役割と相互の 関係が明確にな
ると考えられるのであ る。

I11 地域分級論の 諸問題
1 地域の単位的認識
物的な地域を ，土地と土地利用の側面から構成
されるものと
分は，土地区分と 土地利用区分を 通じて行 う こと
ができ，両者をあ わせて地域分級の 基礎とするこ

とも，また，それぞれ土地分級，土地利用分級の
基礎とすることもできる。
一方，地域の統一的単位区分は ，均質的単位区
分の結果得られた 土地単位 群と 土地利用単位 群 の
それぞれならびに 相互の機能的結合を 考慮しなが
ら行われる。 統一的地域単位の 区分に際しては ，
データの制約から ，便宜的に行政区や統計図 に単
位の境界を求めざるを 得ないことが 多いが，その
場合でも，土地単位群と 土地利用単位群の 機能的
結合について 十分な考察を 行っておく必要があ
る。 とくに土地単位 群 のそうした区域内の 機能的
結合が認めがたい 場合には，区域を細分したり統
合したりすることも 必要であ る。 ただし，例外と
して，均質的土地単位に 統一的土地利用単位が 展
開される場合があ るが，その場合には ，均質的土
地利用単位群の 機能的結合だけを 考慮すれば ょ
レ

、 4)

ム とよんでおきたい。 これらの諸単位は ，

ラヵ テゴリーや階層性の 差異に応じて
自

然

とり扱

，たとえば

立地単位，用地単位，集落システムといった
"" 。 '

より限定された 用語で表現することができる。

2

土地の均質的単位区分

つぎに，自然立地的土地分級や 土地改良的土地
分級の基礎となる 自然的・物的基盤としての 土地
の均質的単位区分 (土地単位区分 ) について考え
てみたい。
近年，環境問題に 対する認識の 深まりとともに ，
自然的基盤としての 土地を再評価する 気運が高ま
14)
，土地保全の必要性が叫ばれている。 土地保全
0 対象となる土地は ，複合体として把 えられるべ
きであ り，それゆえ ，個別的土地条件の 把握にと
どまらない複合的土地単位区分とそれに 基づく土
地分級が必要であ る。表層地質，地形，水 ，土壌，
植生などの生成論的 つむ がりを考慮し ，また土地
保全上重要な 現象 (たとえば土壌侵食 ) に注目し
た区分手法の 提示が必要と 考えられる。
一方，土地改良の目的は現況の 土地条件差を 高
り

位平準化することにあ るとされる 俸 ，従来の研究
では，改変後の土地の自然的性状についてはほと
ん ビ 議論されていない。 改変前の土地単位と 改変
後の土地単位を 比較検討することは ，土地改良に
よる環境の改悪が 問題視されている 今日，地域保
全上きわめて 重要なことであ ろう。 そのために，
改変後を予測した 複合的土地単位区分手法の 開発
が 求められるのであ る。土地分級に際しては ， エ
種の難易度や 開発費用が分級基準とされている
が，今日的には，保全的立場からの 分級基準の設

定も重要と考えられる。
4)
注

ところで，改変後の 土地単位をどう 区分しどう
固化するかは ，改変他 がますます増加し 土地改良

的土地分級以覚の 地域分級論の 中でも取り組まざ
るを得ない現状において ，早急に検討すべき

課題

であ る。従来の土地分類手法と24j
整合性をもった 人

，。

以上のようにして 区分される諸単位を 混同しな
いために，筆者は ，均質的地域区分における 諸単
位をそれぞれ 土地単位，土地利用単位，地域単位
12

とよび，統一的地域区分におけるそれらをそれぞ
れ土地システム ，土地利用システム ，地域システ
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エ 土地分類・ 図 化の手法が開発される 必要があ
のであ る。

る

3

地域連鎖の考え 方

地域システムの 区分においてとくに 問題となる
のは，地域単位 (あ るいはその下位にあ る土地単
位，土地利用単位) の機能的結合をど う担 えるか
であ る。この問題に対して ，筆者は，地域連鎖
(カ
テ ナ) の概念を用いた 分析が有効であ ることを主
張したい。 そもそも カテナ という概念は ，土壌学
で発達したものであ り，地形の配列にしたがって
特定の土壌パターンがみられることから 出発した
が， 東ドイツでは ， この概念を発展させ ，土地単
位の機能的結合を 表現する手段として 用いてい
25)
る 。 これをさらに 発展させれば ，土地単位の配列
にしたがった 土地利用単位の 配列も記載すること
ができ， 両 単位の結合状態を 地域連鎖として 類型
化することを 通じて地域システムの 区分が可能 @
こ

なると考えられる。
注 5) 地域単位と地域システムはは

5

地域主体と地域分級

いうまでもなく 地域分級は主体 (地域住民 ) を
疎覚するものであ ってはならない。それ ビ ころか，
主体の地域認識の 中にこそ分級の 基準が潜んでい
14)26)
るのであ る。 筆者は，過去あ るいは現在の 土地利

用の姿が，従来の土地利用にかかわる 技術体系の
もとで，土地を 地域住民が評価してきた 結果であ
ると考え，地域分級の 前提とすべきことを 主張し
た。 また，先の土地利用計画調整システム 化手法

では，用地分級に 際して，地域事情に 精通した者

じめから平面的に 固化されるのに 対して，その両

断面的に 図化される。
2B)
もし地域連鎖の 法則性を定性的・ 定量的に把握

者をつなぐ地域連鎖はまず

することができれば ，何らかの分級基準 (たとえ
ば，結合の合理性 ) を与えることにより ，それを
地域システムの 分級につなげることができるので
あ る。地域連鎖は， また，地域計画策定に 際して

有効な基礎情報となりうるものと 考えられるっ
4

が 潜んでいるのではないだろうか。
地域を空間的にも 時間的にも変動しうるものと
して担 え， また地域分級結果もそのように 変動し
うるものと 担 えることによって ，従来の静的な地
域分級以上に 有効性の高い 動的な地域分級手法を
提示することができると 考える。

地域分級の多元化

の達観評価を 分級過程に取り 込むとともに 客観化
のための操作がとられており

分級基準に活用した 何として評価される。

許は，都市の
27)
主体的概念を 論じる中で，人間の
立場からの都市把握をめざす「都市学」こそ

提 とせざるを得ない。 しかし， このことは，地域
分級が現状分級にとどまってよいということを 意
抹 するものではない。 現状分級と同時に ，地域改
良 可能性等も含めた 将来分級を行い ， 望ましい 地

域の将来像を 提示するための 判断材料を提供する
る。
@し とも必要なのであ注 6)
その際，分級結果は ，変動する分級要因のとら
え方，時間的なステージの 差異によって ，複数提
示され ぅ るが，それらの 結果を相互比較しながら
分級の多元化を 図ることが考えられてよい。 その
場合，複数の分級結果は，それぞれが 地域主体に
とっての選択抜として 機能しうるのであ注 7)
る。 ブソ
Ⅰ
した多元化の 中にこそ地域分級論体系化の 可能性
つ

，都

市にかんする 全面的な客観的認識に 接近するもの
であ る， と主張している。 この主張は，都市を 地
域 とおきかえても 十分通用するのではないだろう
か。 地域分級論の 進展とともに ，客観性をもった
分級手法の提示が

我が国の場合，地域の 大部分ですでに 集約的な
土地利用が営まれており ，計画は地域の現状を前

，主体の地域認識を

求められるようになってきてい

る。 しかし，分級手法の 客観化は，主体ぬきの 評

価の客観化ではなく ，あくまでも手続きの 客観化
2 7)

でなければならないと 考える。 また，許がいうょ

うに，都市 (本稿では地域 ) を総合的に把握する
ための主体的前提は ，総体，性としての人間回復の
見地にほかならないのであ る。

IV

結

論

以上述べてきたことに 基づいて， ここで要点を
結論的にまとめておきたい。
まず第 1 に，最近の土地分級論は ，地域分級論
と呼ぶ にふさわし い概念のひろがりを 有してお

り，土地分級という 用語は，土地を自然的・物的
地域分級論の基礎概俳
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基盤として 担 える本来の土地概俳に 基づく分級論
に限定して用いるべきであ る。一方，地域分級は ，
土地と経営 (土地利用 ) が一体化した 実体として
の地域を何らかの 価値判断によって 質的・量的に

議論の進展を 期待したい。
ば圭

己

吾

)

(注 l@

US

@FA O をはじめとする諸外国

序列化し等級区分する 行為であ り，地域計画や 土

の研究においては ， land.capability

地利用計画のための 地域診断の役割をはたしうる
ものであ る。
第 2 に，地域は，均質地域と統一地域に大別さ
れ，両者のくりかえしによって 階層構造が形成さ
れている。 均質的な地域単位と 統一的な地域シス
テムの識別を 通じて，各分級手法の 役割と相互の
関係が明らかになるとともに ，目的としての 計画
と手段としての 計画に対する 各分級手法の 効果が
吟味され，ひいては ，地域の階層構造に 対応した
分級，計画の体系化が期待できる。
第 3 に，地域の均質的単位区分に 際して，複合
的土地単位区分を 行 う ことが今日的には 重要であ
り， また，土地改良に 伴 い改変された土地単位の
区分手法と分級手法の 提示が必要であ る。一方，

cation や land‑suitab Ⅲty

均質的な地域単位の 機能的結合として 統一的な地
域システムを 担 える際に，地域連鎖 (ヵテナ ) の
概念を用いた 類型化を進めることが 有効であ る。
第 4 に，地域分級は ，分級要因や時間ステージ
の 変動に応じて 多元化されるが ，そうした分級の

多元的展開を 通じてこそ地域分級論の 体系化が可
能となり，動的な分級手法の提示が 行われ ぅる。
また，地域分級では ，主体の地域認識の 中に分級
基準を求める 鍵があ り，分級の客観化は 分級手法
の客観化に限定されるべきであ る。

V

cIassifi.

cl於㎡ fication が土 *也

分級に対応する 用語として用いられているが，そ
れらは，ひろくは land

evaluation の概念の中

に含められている。
[o)
(注 2)

ここでの地域という用語は，ヨーロッパの

景域 (Landscha什 ) 概念を意識して用いたもので
あ り，全体的地域 (景域 ) を表現している。

(注 3) たとえば， 1. 農用地， 3. 農業地域， 5.
農業地帯は均質的地域単位であ り， 2, 農村集落，
4. 市町村域， 6. 広域圏は統一的地域単位と考
えられ， 1 から 6 までが均質性と統一性のくりか
え

しとしてとらえられるとともに，それぞれの地

域概念に基づく 分級論の展開が 図られるのであ
る。

(任 4) たとえば，農用地造成がどれだけ自殊環境
に対してインパクトを与えるかを，土地単位ごと
に評価するといったことが考えられる。
(注 5@ 連鎖 (カテナ ) の概念は，表層地質，地形，
水，土壌，植生などから
構成される土地単位の区
分に際しても 有効に用いることができる。
(注 6)

このことは， とくに，低位利用地の土地利

用の高度化を 図る場合に，きわめて重要と考える
れる。
(任 7)

本稿では論じてれないが，世界的にみると，

地域の将来に 対する主体的かかわりを 保証する
ための意志決定機構の 整備が重要とされている。
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