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マックス・フェスカと日本各地の土性図（２）

企画調整部 情 報 資 料 課

，マックス・フェスカが明治15年(1882)に来日し

農商務省地質調査所と駒場農学校で多くの研究者

を育成しながら輝かしい業績を残し，12年後の明

治27年(1894)にドイツに帰国したことは，すでに

（ ）。前回の資料で紹介した 農環研ニュース .53No

その業績の一つに，明治18年に刊行された「大日

本甲斐国土性図」があり，それが当研究所の「土

壌モノリス館」に飾られていることも紹介した。

今回は，フェスカの土性図作製についてその後の

足取りを追ってみることにする。

「地質調査所年報」によると，明治18年(1885)

から明治36年の18年間に，農商務省地質調査所か

ら合計37の土性図とそれらの説明書が刊行されて

いる。これらは，東北から九州にいたる旧国名別

の十万分の一の土性図と説明書で，製図者，土性

調査員，発行年度は様々である。まず，その土性

図と説明書の一覧を整理したので，旧国名，土性

調査員，製作年をならべてみる。詳しくお知りに

なりたい方は，当所のホムページの「情報：農業

と環境 .23」をご覧下さい。No

甲斐国：恒藤規隆・大内健・ ，明治18年● フェスカ

下野国東部：青山元・高橋昌・ ，明治19年● フェスカ

フェ●相模全図武蔵国南部：渡邊朔・今井秀之助・

，明治20年 武蔵国北部：恒藤規隆・ ，スカ フェスカ●

，明治21年 信濃国：松岡操・今井秀之助・● フェスカ

明治23年 安房上総全国・下総国南部：鴨下松次●

フェスカ フェ郎・ ，明治23年 下野国西部：青山元・●

，明治23年 陸前全国・磐城国北部：恒藤規スカ ●

隆・ ，明治23年 岩代全国・磐城国南部：フェスカ ●

鴨下松次郎・ ，明治23年 上野国：松岡操フェスカ ●

， ，・ 明治24年 肥後国：恒藤規隆・フェスカ フェスカ●

明治24年 常陸全国・下総国北部：平田孝次郎・●

フェスカ フェス，明治24年 備後・安芸：山中壽彌・●

，明治25年 因幡・伯耆：早川元次郎・ ，カ フェスカ●

，明治25年 陸中国：青山元・小林房次郎・● フェスカ

明治25年 加賀・能登：三成文一郎・ ，明● フェスカ

治25年 周防・長門：東條平二郎・ ，明治● フェスカ

フェ26年 河内・和泉全国・摂津国東部：松岡操・●

，明治26年 阿波国：鴨下松次郎・ ，明スカ フェスカ●

治26年 壱岐・対馬全国・肥前国西南部：小林房●

次郎・ ，明治26年 若狭・越前：早川元次フェスカ ●

フェスカ フェ郎・ ，明治27年 近江国：鴨下松次郎・●

，明治27年 出雲・石見・讃岐：三成文一郎・スカ ●

● ●フェスカ，明治27年 讃岐国：松岡操，明治28年

豊後全国・豊前国東南部：山中壽彌・恒藤規隆・

，明治28年 遠江・駿河・伊豆：新荘三郎フェスカ ●

・松岡操・ ，明治28年 羽後国：鴨下松次フェスカ ●

郎，明治29年 尾張・三河：鈴木清忠，三成文一●

郎，明治29年 播磨・但馬・淡路全国・摂津西部●

・丹波国西南部：小林房次郎，明治29年 大隅・●

薩摩：高麗虎，早川元次郎，明治30年 大隅国諸●

島：早川元次郎，明治30年 大和国：松岡操，明●

治30年 日向国：三成文一郎・恒藤規隆，明治30●

年 美作・備前・備中：松岡操，明治31年 羽前● ●

全国・羽後国飽海部：鴨下松次郎，明治32年 越●

中国：三成文一郎・小林房次郎・鈴木重助，明治

33年 肥前国東北部：佐々木信堅・松岡操，明治●

36年

その後，土性図作製の事業は当所の母体であっ

た農事試験場（明治26年，1893年設立）に明治38年

(1905)に移管された。明治40年(1907)から昭和12

年(1937)の間に，農事試験場土性部で刊行された

土性図は，美濃，飛騨，越後，佐渡，山城，丹後，丹

波(一部)，紀伊，伊勢，伊賀，志摩，土佐，伊予，筑

前，筑後，豊前（一部）の16カ旧国であった。

フェスカの指導による最初の土性図「大日本甲

斐國土性図」は，明治18年(1885)に完成した。

時が経ち，戦前の最後の土性図「伊勢国南部，志
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摩，紀伊国南部北牟婁郡土性図」の完成は，昭和

12年(1937)であった。これで，青森県の陸奥か

ら鹿児島県の薩摩にいたるまで，北海道を除く日

本全土の73の旧国名の土性図（54図）が52年の歳

月を要して完成したかに見えた。しかし，最後の

一つの「陸奥」の土性図が完成したのは，実に戦

， 「 」後の昭和23年(1948)で それも 青森県土性図

という図名になっている。これをもって，73旧国

の土性図が完成し，明治政府とフェスカの思いは

完結したことになる。いずれにしても，地質調査

所から引き継がれたこの事業は，農事試験場が改

組され農業技術研究所（昭和25年，1950）になる

寸前に完結したことになる。

最後の「青森県土性図」の調査担当者は鴨下寛

である。鴨下寛の父親は鴨下松次郎で，フェスカ

と共同して明治23年(1890)に「安房上総全国下

」 「 」総国南部土性図 と 岩代全国磐城国南部土性図

を，明治26年に「阿波国土性図」を，明治27年に

「近江国土性図」を作製している。フェスカが明

治27年ドイツに帰国したことは，すでに述べた。

鴨下松次郎は，フェスカの教えや指導をまさに実

践するかのごとく，その後も精力的に土性図を作

製しつづける。明治29，32年の「羽後国土性図」

と「羽前全国・羽後国飽海部土性図」がそれであ

る。

フェスカの教えを受けた鴨下松次郎は，地質調

査所から農事試験場に移っても精力的に土性図の

。 ， ，作製に励む 明治44年(1911)には 三成文一郎

小林房次郎および鈴木重礼と「朝鮮土性図」を完

。 ， 「 」成する また 明治45年には 大隅国諸島土性図

を作製している。

その後，鴨下松次郎の名前は土性図のなかから

消える。しかし明治と大正という時が経ち，元号

が昭和と改められると土性図作製者の名前に登場

するのが，先に紹介した鴨下寛である。鴨下寛は

「青森県土性図」の作製の前に，昭和4年(1929)

に三成文一郎，桜井俊亮，岡田俊次と「美濃国土

性図」を，昭和7，12年(1932，1937)には岡田俊

次と「飛騨国土性図」と「伊勢国南部，志摩，紀

伊国南北牟婁郡土性図」を作製している。フェス

カの思いは，鴨下松次郎の息子の寛にも引き継が

れたことになる。まさに学問は継承なのである。

鴨下松次郎と鴨下寛は，親子で農事試験場の土性

部長を務めたことになる。

農事試験場は大正13年から14年にかけて，この

他に「大日本土性略図」を完成している。担当者

は，あの関豊太郎である。盛岡高等農林学校で宮

澤賢治の指導にあたった関豊太郎は，大正9年に

， 。盛岡を去り 農事試験場で土性図の作製に関わる

， ，かれは 後に日本土壌肥料学会の初代会長として

学会の創立，学会誌の創刊などに尽力する。

フェスカたちが最初に作製した土性図の調査員

誌には，次のようなことが書かれていた。すなわ

ち，土性図の地形の基線は，わが国最初の実測地

理学者である伊能忠敬(1745-1818)の実測図によ

った。その他は自分たちで実測した。岩石の区分

は，わが国の鉱物学の先駆者である和田維四郎

(1856-1920)の地質概測によったと。

マックス・フェスカが明治15年(1882)に来日

し，農商務省地質調査所でかれの弟子たちと作り

続けてきた「土性図」の作製はひとまず幕を閉じ

ることになる。この間，人の一生とほぼ同じ66年

の歳月が経過した。

農事試験場土性部で作製された土性図の旧国名

あるいは県名，発行年月，調査担当者は次の通り

である。

土佐国西南部：明治40年3月，鴨下松次郎・佐●

々木信堅 越後国西南部：明治43年3月，三成文●

一郎・佐々木信堅 筑前・筑後・豊前国西北部：●

明治43年3月，小林房次郎・佐々木信堅 朝鮮土●

性図：明治44年3月，鴨下松次郎・三成文一郎・小

林房次郎・鈴木重礼(50万分の1) 越後国東北部●

・佐渡国：明治44年3月，三成文一郎・佐々木信堅

土佐国東北部：明治45年3月，鴨下松次郎・佐●

々木信堅 大隅薩摩国：明治45年3月，鴨下松次●

郎・佐々木信堅 備前国東北部：明治45年3月，●

三成文一郎・佐々木信堅 大隅国諸島：明治45年●

3月，鴨下松次郎・佐々木信堅(20万分の1) 山城●

丹後全国及丹波東北部：明治45年3月，小林店次

郎・佐々木信堅 伊予国東北部：大正2年3月，●

三成文一郎 伊予国西南部：大正3年3月，三成●

文一郎・佐々木信堅 和歌山県：大正9年10月，●
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三成文一郎・塩入松三郎・桜井俊亮・佐々木信堅

島根県那賀郡：大正12年3月，三成文一郎・佐々●

木信堅 大日本土性略図：大正13年3月～15年●

7月，関豊太郎・佐々木信堅(50万分の1) 岐阜県●

美濃国：昭和4年3月，三成文一郎・櫻井俊亮・鴨

下寛・佐々木信堅 岐阜県飛騨国：昭和7年3月：●

鴨下寛・岡田俊次・佐々木信堅・吉田篤次 三重●

県北部（伊賀全国伊勢北部 ：昭和10年6月，鴨下）

寛・岡田俊次・吉田篤次 三重県南部（伊勢国南●

部・志摩・紀伊国南北牟婁郡 ：昭和12年3月，鴨）

下寛・岡田俊次・吉田篤次 青森県：昭和23年，●

鴨下寛・吉田篤次

地質調査所から事業を移管された農事試験場

(1893年設立)は，社会の情勢に対応して農業技術

研究所 (1950年設立)，農業環境技術研究所(1983

年設立)，独立行政法人農業環境技術研究所(2001

年設立)へと脱皮した。それにともなって，これ

まで戦争，社会不安，人事異動，引っ越しなど諸

々の事象があった。にもかかわらず，これらの資

料の作製がはじまって約120年も過ぎたいま，厳

然として継承されつづけて当研究所に保管されて

いることは，驚異に値する。これはひとえに，先

達の学問への熱き情熱に負うところがきわめて大

である。ここに，関係された先輩に感謝の意を表

したい。

なお，地質調査所および農事試験場で作製され

た上記の土性図で，残念ながら当研究所に見あた

らないものは，地質調査所で作製した阿波国，近

江国，出雲・岩見・讃岐，大隅・薩摩，農事試験

場になって作製した大日本土性図 (16葉)のうち

１，６および９-16葉である。

その後，土性図 (後に，土壌学に基づいて土壌

図と呼ぶ)に関する研究は，農事試験場から農業

技術研究所(1950年設立)へと移行する。国土調

査法に基づく土地分類基本調査 (1954～現在)で

は，国土の開発，保全，高度利用を目的として地

形分類図，表層地質図とともに土壌図の作製が開

始され，5万分の1地形図を単位として，1973年ま

でに全国の主要な50図幅が選ばれ，土壌図が作製

される。この土壌図の作製は，農業技術研究所と

林業試験場が担当した。この事業は，その後都道

府県に引き継がれている。

一方，戦後の農耕地土壌図は，5万分の1縮尺を

ベースとして，不良農地の改良や地力保全などを

目的とした施肥改善土壌図(1953-1961)や地力保

全土壌図 (1959-1978)など都道府県を実施主体と

， ，して作製されることになるが 農業技術研究所は

分類・調査法の提供と指導および全国的取りまと

めを通じて深く係わっている。

その後，土壌図に関する研究は，農業技術研究

所から農業環境技術研究所 (1983年設立)へと移

行する。ここでは，これまで作製された土壌図な

どをもとに，作物栽培適地図や洪水防止機能図，

土壌浸食防止機能図などの環境保全機能図が作製

されていくのである。その代表的な成果に 「農，

業環境資源アトラス」がある。

新しく設立された独立行政法人農業環境技術研

究所 (2001年設立)では，農業環境インベントリ

ーセンターの名称をもつ組織が，これらの研究の

成果を継承し，新たな研究の展開を始めたところ

である。

このように，農業環境研究に必要なアトラスの

もとができあがるまでに，数多くの先輩の顔が現

れてくる。その中には，土性図に直接関係しない

研究者でも知っている歴史上のひとびとがいた。

伊能忠敬，和田維四郎，フェスカ，鴨下松次郎，

鴨下寛，関豊太郎，塩入松三郎など自然科学に関

する大先達である （終）。


