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「水」一一それが持っている多面的な意味

大橋欣治

1. はじめに

最近，ウォーターフロント開発，水辺空間や親水空間の環境整備，流妓や湖

沼などの水質保全などということが盛んにいわれている。これは，地域の開発

・整備に当たって，「水」と共生することが， 地域社会や人聞に「うるおし、」

や「L、こし、」などを与えるからといわれている。このように，国民の価値観が

物の豊かさから心の豊かさへと変化している中で，「水」が非常にクローズア

ップされてきている。ところで，人類初の宇宙飛行士カ‘ガーリンが「地球は青

かった ！」といったように，地球の表面は70%が海でおおわれている。また，

人間の身体の65%は水でできているし，他の生物も水なくして生存できない。

このように，水そのものはあまりにも身近かな存在であるために，水が本来持

っている意味をつい我々は忘れがちである。そこで，「水」と共生が求められ

ている時に当たって，もう一度この「水」の持っている多面的な意味を整理し

てみることも有用であると考え，少し考察してみることとしたい。

2. 「水」と「H20」の違い

水は， フランス革命の際ギロチンで刑死したラボアジェによって，その分子

構造が 2つの水素と 1つの酸素でできてレる「H20」であることが発見され

たといわれている。この「H20」なる水は，①液体の水には， 色々な物質が

溶け込むことができる。 ②他の物質と比べるとその分子量に比べて，沸点や融

点が著しく高い。かつまた，沸点と融点の差が大きい。③比熱が大きい。④蒸

発熱 （気化熱）が大きL、。⑤表面張力が大きい。＠熱伝導率が大きい。⑦液体

の体積が同重量の固体の体積より小さい。などの特徴ある性質を持っている I）。

このよ うな水の性質によ って，生物の体内で水が良い溶媒となって栄養物の取
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り込みや老廃物の排出が可能となったり，体内の温度をほぼ一定に保つことが

できる。また，氷が水の上に浮くことによって水中の生物は厳寒期にも生き延

びることができるなど生物の諸活動に好都合の状態を作りだしている。さら

に，水そのものが，気体・液体 固体としてその形状は自由に変化し，とりわ

け液体としての形は柔弱である。その上， 他の物質とくっつきやすくかっ粘り

があることから，どこにでも浸透し，融合してしまう性質も持っている。
みつ ，.ず

一方，「水」と L、う言葉であるが，日本語の「みず」の語源は「満の義，出

の義」「実の転，道の転」 （新漢和辞典，大修館書店）であるとしづ。サンスク
あか

リット語では，「アーカ・ (argha）」（日本で仏前に供える水を閑伽というのはこ

こから来ている），朝鮮語では「ムル（mi1）」（ヤンムルといえば井戸の水，湧

き水のことにラテン語では「アクア（aqua)J，英語では「ウ ォーター

(water）」， ドイツ語では「ワッサ－ (wasser）」，ロシア語では 「ワダ（boda）」

といっている2）。そして，酒という言葉は，日本では「栄え水」に由来してい

るという。ウイスキーもスコットランドのゴール語て、「ウィスゲバハ」，コニ

ャックも本場フランスでは「オー・ド・ヴィJ，北欧の国民酒「アクアビット」

と，いずれも「生命の水」という意味である。ウオツカはロゾア語の「ワダ」

の愛称で，かわし、L、水の意だそうである。

ところで， I.イリイチは，その著「H20と水」で，水と H20は象徴的な反

対物であるといっている。彼は，「水は，精神的な汚れを洗い落す神秘的な力

を持っていた。ところが， 20世紀に生きる私達の世界では，水はその力を失

い，単なる H20一産業－技術用の素材としか考えられなくな って しま った」

といっている3）。確かに，水を単なる「H20」とし、う物質としてしか考えるこ

とはいけないことである。水は「命」であり，水は「生活」であり，水は「文

化」であるとい う考え方が必要である。

3. 水の持っている多面的な意味

「水」そのものが本来持っている意味について，以下のように 5つのカテコ

リーに整理することができる。

第 1は，水は生命そのものである。ー一一生命は，水から生まれ，水によって

育まれ，水なくして生命はない。

「水惑星・地球号」とその中での生物の誕生については，近年ほぼ定説がで
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きてきてし、る。それによると，宇宙の太陽系の星くずが集合して，地球が誕生

した。その中に含まれる高熱の水は，水蒸気となって噴きだし大気を作りだ

しそれが雨となって地面に降り注ぎ，その雨水がたまって原始大洋と呼ばれ

る海を作りだしたとし、う。そして，海の中で，生命のもとになる有機物が作ら

れ，そこから生物が誕生したとしづり。太陽系の星の中で，地球は，液体の水

が存在できるような太陽からのちょうどよい距離にある。このことが，地球が

水惑星といわれる所以であるとし、う。

ところで，「海」としづ漢字は，「？」（三ズイ）に「母」でできている。つ

まり海とは，生命を誕生させた母なる水ということである。現に，人間の赤ん

坊は，母親の胎内で「羊水」に包まれて育つわけであるが，この羊水の成分は

海水とほぼ同じであるといわれている。人間は，いまだ海のなごりを体内に持

っているわけである。

国土起源の物語についても，洋の東西を問わず，この地球の生成の歴史をそ

のまま反映したものとなっている。つまり旧約聖書では，「混沌たる原始の海

に，第 1日に光を与え，昼夜を分け，第2日に大空を造り，大空の上下の大水

を分け，第3日に天の下の大水を分けて，地と海を造った」とある5）。先ず原

始の海があり，そこから地と海を分けたとしている。インドに侵入したアーリ

ア人の宗教であるパラモン教の神話（マヌの法典）てt工，神々と人間の父・創

造神であるブラフマー（究天）が，闇黒の字宙から天地を創造するため，「先

ず最初に水をつくり，その中に種子をおいた。それは太陽のように光輝く黄金

の卵となった。そしてその卵を二つに割った。その両半分から天と地を，その

中間に大気，八つの方位，水が永遠によどむところなどを創造した」としてい

る 6） 。 一方，わが国の古事記では，「天つ神の命によって，か蔀~，~益三告とと合蔀
なみのみこと

那美命の二柱の神が，天の沼矛で海水をコロコロと揖き鳴らして，自然に凝
おの ご ろ

って島ができた。これを坊を能碁呂島 （今の淡路島といわれている）としづ。こ

の島にこ柱の神が天降りして，成り成りて成り合わさ’る処と成り余れる処をま
や しま

ぐわいして，つぎつぎに生まれたのが大八島国である」とされているにこの

ように日本神話でも，水界が重要な舞台になっており，そこから日本列島が誕

生したことになっている。

紀元前600年頃，「万物の根源は水である」ということを言明したのは，ギリ

シャの哲学者タレスである。このタレスの「水だ！」とし、う発語によって，ギ

リシャ哲学は開幕したと，アリストテレスは証言している8）。 そして， ミロの
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ヴィーナスやボッティチェリーの名画「ヴィーナスの誕生」などで，世界中の

人に親しまれている古代ローマの女神・ヴィーナス（ギリシャではアプロディ

ーテ）は，ヘシオドスの神統記によれば，紺青の美しい海面に立つ白波（海の

あわ＝アフロス）から生まれ出たとしている9）。このように，古代ギリシャ・

ローマの時代から，生物や人聞は海や水界から発生したとしている。インドの

古代ヒンドゥー教（パラモン教）の聖典である「ヴェーダ」やその哲学部門を

代表する 「ウパニシャツド」には，水が生命の源であると しているIO）。

第2は，水を治め，水を利すること。一一一これによって，人聞は「食」を確

保し文明を興してきた。

世界の 4大古代文明は，ナイル河，チグリス・ユーブラテス河，イン夕、ス

河，黄河の各河川のほとりに拓けたし、ずれも河川文明である 11）。

ギリシャのへロドトスが「エシプトはナイルのたまもの」といっているよう

に，エジプト文明は，ナイル河の水を上手に使うことによって，農業が栄え，

天文学や水文学などの学問が進歩し，文明が発達した。チグリス ・ユーフラテ

ス河の流域では，メソポタミア文明が栄えたが，このメソポタミアとは，「川

のあいだの地方」と L、う意味である。ここでは，紀元前 3万年頃に，人工的な

かんがし、によって小麦が栽培されていたといわれており，かんがし、農業が発生

し，農耕文明が栄えた。イ ンダス文明は，インドの先住民族であるドラーヴィ

タ人によって，紀元前2500年頃，インダス河の水をかんがし、利用して農耕が行

われ，モヘンジョダロやハラッパーというような都市が建設されている。中国

文明の発生は，黄河流竣から始まってし、る。この肥沃な黄河流域に農耕文化が

栄えた。その一つヵ今何回うの遺跡であり，さらに三皇五帝の神話時代である。今

も，「黄河の水」は，漢民族とその文化のシンボルで、ある。

中国では，昔から 「水を制する者は天下を制する」とし、う諺がある。中国の
t＇うし＆ん

神話時代といわれる莞舜の時代は，理想的な太平の世といわれているが，一

つの難儀は黄河などの大洪水であった。司馬遷の「史記・河渠書」によると，
ニん

「桑のとき，鮮、に命じて治めさせたがうまく行かなL、。このため，係は刑罰を

受けた。そこで，係の子の属にやらせた。馬は 8年間も我が身を忘れて，この

天下を苦しめている大水を治めることに努め，その間，我が家の前を過ぎて

も，立ち寄ろうともせず，職務第一に励んだといわれている。さまざまの苦心

の結果，さしもの洪水をすっかり治め，民の患を救うことができた。舜はこれ
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を見て，属に天子の位を禅譲した。属は，国の名を夏とつけた」とある12）。こ

の神話時代の物語にあるように，水を治めることが政治の要請であった13）。こ

のように，水をいかに制御して利用するかが大きな問題であり，一度黄河や揚

子江のよ うな大河川が氾濫したり， 大干ばつになると， 民は飢え，流民化し，

民生が安定せず，時に政権が交代することになる。ウイットホーゲノレの「水力

社会論」によると，大河川の制御には，大権力が必要であり，ここに東洋的専

制主義が生まれたとしている 14）。現代に入る と，中国において共産革命を興し

た毛沢東は，「水利は農業の命脈である。有収無収は水にあり，収多収少は肥

料にある」（1934年第 2次全国工農代表大会報告）といっている。水利かんが

いの有無が，農業生産の死活を制する基礎条件であるとしている 15）。そして，

彼が推し進めた人民公社は，農業生産過程自体からの必然的な帰結とは必ずし

もいうことができず，歴史的にも現実的にも全国的な一大水利建設運動の側面

があったとし、う評価をするものもある。

一方，わが国においても，農耕を支配する水についての物語は古くからあ

る。その典型が，古事記に登場する文金支誌の物語てある。稲作民族にとっ

て，川の水は稲の死命を制する怪しい力であった。その川は，曲がりくねって

動く大きな蛇のようであり，時には洪水や干ばつをもたらす恐ろしい蛇形の精

霊が棲んでいると考えられていた。このため，人々は，大蛇＝川に処女をいけ

にえに供してまで，川の精霊が怒って洪水や干ばつにならないよう祈った。こ
す きの おのムこと くし危 ど ひ め

の大蛇を退治した須佐之男命が結婚した相手が，衡名田比売（奇稲田姫）で

ある。この姫の名は水田耕作と深い縁を持っており，稲田の奇しき稔りを予祝

するものである 16）。また，農作物に恵みをもたらすと同時に一度洪水になれば

人命や農作物を奪ってしまう川を，「竜」になぞらえている例もある。天竜川

や九頭竜川などの名称はその典型である。このように，竜は，雨を司る神，水

の神，川の神である。このことは，中国においても同様であり，竜を雲に，農

民の必要とする雨に，そして大きな川に結びつけている。東南アジアやインド

では，竜をドラゴン，ナーガなどとよんでおり，水や雨や川の象徴として崇め

ている。

日本の各地に，弘法大師ゆかりの泉や井戸が多い。とても，弘法大師が足を

踏み入れた所とも思えない地域にも，そ ういう言い伝えが残っている。それだ

け人々は水に苦しみ，そして水のありがたみを感じ，超能力を持っていると信

じられていた弘法大師を通じて，感謝の気持を抱いたのであろう。香川県の満
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濃池はこの弘法大師が821年に改修を指導したということで有名であるが，こ

のことは弘法大師以前から，ため池や堰溝などの農業土木技術が日本に入って

いて，相当普及していたことを示している。そして，この満濃池は，全国一の

ため池として雨の少ない讃岐平野の貴重な水がめとして今でも偉容を誇ってい

る。このような池は，今から2,200～2,300年前の弥生文化の発展に伴って，水

稲の栽培が一般化し，谷間の回 （山田）から漸次平野の水回開発に進出すると

ともに，これらの水源として築造されていった。「記・紀」にも古代の池一一
まんだの きや ま よさ λ

河内の茨田堤・狭山池，摂津の依網池などが記されている。このような古い池

には信仰や伝説 俗信を生みだしているものが実に多い17）。

第 3は，水そのものが社会を規定している。 ーそれは，水を治め，水を利

することから，水に対する信仰が生まれ，また習俗や習慣が形成されてきた。

「洪水伝説」は，旧約聖書 －創世記のノアの洪水物語，古代イ ンド ーブラー

フマナ文献のマヌの洪水物語，古代中国の伏義氏の時代の洪水伝説など世界各

地にある。 L、ずれも，洪水によってあらゆる悪や暴虐などが洗い流され，清め

られるとし、う共通性がある。キリスト教徒が，洗礼の儀式に水を使うのも，水

が汚れを洗い流すことによって魂の浄化を図るための象徴として用いている。

また，末期の水は，現実からの別離を象徴すると同時に，自然を包み込む宇宙

そのものなる神への出立の象徴でもある。

一方，わが国においても，水で清める「長うは，日常的行動の一つである。

既に，古事記における日本列島を最初に作った伊邪那伎命と伊邪那美命の物語
よみ

の中で，伊邪那伎命は先立たれた愛する妻の伊邪那美命の黄泉の国での醜い姿

を見て被れたが，それを水の力によって被い清めたとL、う。このような水で清

める行為は，神社へお参りをする時には必ず境内で手洗いをするとか，樟一つ

になった若者が御輿をかついで海や川に飛び込むことなどの習わしゃ行事に，

現在でも残っている。
おとたちばなひめ

入水儀礼の物語も多い。古事記には，弟橘姫が東国征伐にL、った倭渥
みこと

命を助けるため走水の海 （今の浦賀水道）に入水して，夫の身代わりとなっ

て神をなだめたとし、う物語がある。これは水の女の聖性によるものである。平

家物語では，平家滅亡の日，清盛の未亡人である二位の尼が孫の安徳帝を抱い

て，波の下にこそ極楽浄土があるといって壇の浦で入水する。これは水の彼岸

を強く信じたことによる 18）。水の彼岸を信じた風習の一つは，水葬である。そ
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の最たるものが，熊野から船にのり生きたまま沖に流されて南の観音浄土へ行

こうとするものであった。死体を船に乗せて流す風習もあった。また，水神供

量の物語は，全国各地にある。洪水を治めるためや渇水時に水を戻してもら う

ために川の神に処女を提供したとか，堰やため池なとeの水利施設の建設に当た

って人柱を提供したという話は，今でも各地に伝えられている 19）。（中国にお

いても，史記・滑稽列伝に亙女を河神に供する「河神妻を要る」の話がある。

玄奨法師の大唐西域記には，川の女神に男子を夫として与える「竜鼓池の伝説」

の話がある）。

折口信夫に「水の女Jとし、 う論文がある。ここでは，古代の后は出自が水界

にあり，水の神の女であること，またその后の聖職は天子の誕生及びそれと同

じ精神の更生生－復活－即位に当たって，みそぎに奉仕してみずのをひもを解き

さけ，また結ぶことにあったとし、う。このように水の女は，天子に天子として

の資格をつける神聖な呪カある水の信仰を前提としているというものである20）。
ほお りのみこ と

そもそも古事記によれば，日本の初代天皇である神武天皇は，火遠理命（山幸
わたつみのかみ とよたまひめ

彦）と水を支配する海神 ・綿津見神の娘である豊玉姫との聞に生まれた男子

と，豊玉姫の妹宝伝道との聞に生まれたとなっている。つまり，天皇は水を支

配する勢力を背景としてお り，作物の命ともいうべき水を通じて穀物の霊をも

支配していた。このよ うな話は，天皇家に限らず，民間伝承の中にも生きてい

る。竜宮女房という水界の女と結婚する浦島太郎の話や，三保の松原の天人女

房の羽衣伝説，あるいは鳥女房の物語など人間以外のものとの婚姻の話が多

し、。これらに共通していることは，いずれも水界に縁のあるところから女が出

てくることである。こうした民話や伝承を生み出した背景には，農耕社会にと

って水が不可欠であったことや水を司る水神に女性が仕えていたことを暗示し

ており，水神との契りがより豊かな生産を約束するとし、う信仰があったことを

示している21）。

福井若狭の鵜の瀬のお水送り （3月2日）と奈良東大寺の二月堂のお水取り

(3月13日）の行事は，春を呼ぶ行事で有名であるが，もともと奈良の都は，

水の量，質とも恵まれていなかったことがこのような故事を生み，行事が現在

にも受け継がれている。そして春を呼ぶ水は，生命の再生，豊穣を約束するも
あか

のでもある。この行事にちなむ香水は十一面観音に供える関伽水であるといわ

れているが，十一面観音信仰は水への信仰と深く結びついているといわれてい

る22）。 山岳や滝などへの信仰も，水の信仰と結びついている例が多い。例え



8 

ば，白山信仰も，泰澄大師が十一面観音を感得して白山に至り閉山したといわ

れている。もともと白山はその名のとおり ，冬は雪で真白になり，夏でも雪を

いただいている。そして絶えず， 稲作の水や人間の飲み水を供給してくれるあ

りがたい山であった。人々は， これらの山に感謝の気持ちを絶えず抱いてい

た。滝への信仰の代表は，那智滝であろう。 ここで、は熊野差点議と結びつい
りんね か

て，人の生と死をつなぐ輪廻の水，永久に澗れることのない厳しく清浄な生命

の水への信仰て、もある。秩田県横手地方で，今でも正月 15日の小正月に行われ

るカマクラの行事は，雪国のメルヘンとして有名であるが，カマクラという言

葉はカミのクラすなわち神座である。そこに神霊が降臨するとし、う祭場に当た

る。これに杷られる神は，水の神であり農業の守護霊である。水祝いといっ

て，水あびせをする行事も各地で残っている。この水あびせも被れを洗い清め

ると同時に，子孫や農作物の豊穣を祈るものでもある。さらに，全国各地に火

と水にまつわる祭礼が現在でも沢山残っている。これらは，いずれも死と再生

を祈るものが多い23）。

第4は，水が風土を決定づけている。一一水の量や質が，その土地の自然、的

．社会的 ・歴史的条件を規定してきた。

和辻哲郎の名著「風土」によると，「風土とは，ある土地の気候・気象・地

質 ・地味・地形 景観などの総称である。それは古くは水土ともいわれてい

るJとしている。つまり，その土地の自然環境がその土地の風土を決定づけて

いるといっている制。中でも，水の要素は大きい。和辻哲郎による世界の風土

の3つの類型一一モンスーン，沙漠，牧場一ーにつし、ても，気候とりわけ乾湿

が決定要因となっているが，これに最も影響を与えているのは水である。具体

的にいえば雨量の総量とその季節的変動とい うことである。つまり，モンスー

ンは，湿潤の世界であり，自然の恵みを受容する一方で，自然の暴威を忍従す

ることから，人間の構造は受容的忍従的である。これに対し，沙漠は，乾燥の

世界であり，自然、の脅威と戦わねばならぬことから，人間の構造は対抗的戦闘

的である。そして，牧場は，湿潤と乾燥の総合世界であり， 自然、が人聞に対し

て従順であることから，人間の構造は人工的技術的であり，合理的であると し

ている。

これに対し，近年，風土は単に自然環境だけではなく，歴史的 －社会的に形

成されるものであるとし、う主張が多くなっている。その考え方の一つが，「人
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聞は，土地・水面に働きかけて生活資源を獲得してきた 一， 荒々しい自然の

暴力の一面を制御しつつ，人間の生活空間を変えるための努力を積み重ねてき

た」（古島敏雄「土地に刻まれた歴史」）というものであるお）。つまり，「自然

が直接に風土を決定するものでなく，自然に立ち向かう人聞が，そして人間生

活の広がりである社会関係が，自然、を一つの風土へと転化せ しめて行くのであ

る」（玉域哲－旗手勲「風土一大地と人間の歴史J)26）。このような典型が，日

本のかんがし、農業の歴史であり ，そこから日本民族の「水社会」 土地と水

と人聞がワンセットにな った村落共同体一ーが形成され，それが現代において

も未だに日本人の精神や思考 ・行動様式の基底を形づくっているといわれてい

る27）。

そして，山紫水明の国のわが国の言語には，水のつく言葉や諺が多い。「水

に流す」，「みずみずしし、」，「水いらず」，「水入り」，「水かけ論」，「水際立つ」，

「水のあわ」，「水増し」，「水もしたたる」，「水ももらさぬ」，「水もの」，「水を

打ったような」，「水をさすJなどの言葉や，「水は天からの貰い水」，「水を無

駄に使うと罰が当たる」，「小川の水は三尺流れるうちに水神さまが清めてくれ

る」，「人間の背負い水」，「水は百薬の長」，「江戸の水が染みる」，「我田引水」，

「蛙が面に水」，「石仏の面へ水J, I：魚、心あれば水心」，「立て板に水」，「寝耳に

水」，「焼け石に水」などの諺がある。これは，わが国がウエットな水の国であ

るからである。

一方，わが国の中世の「人国記」には，「世俗に，その国風はその水を以っ

て知ると云ふこと誠なるか」といっている。（江戸時代の関祖衡の「新人国記」

には，「風俗は，その所の水土にしたがふものなり」といっている28）。）そし
、．さぎよ

て，各国のトップに山城国を取り上げ，「城州はその水潔うして，万色を染む

るに，その色余国にはるばる違へること，古より今に至るまでかくの加し。人

の膚の滑らかなること亦これかくの如し。女の姿，音声の尋常なること並ぶ固

なし」とある。昔から， 「京女に加茂の水」といわれてし、るようである。

また，わが国では，昔から旅する人に「水に気をつけろ」といってきた。 小

さい頃から飲み慣れている水に対して，知らない土地の水は身体に合わないこ

とから身体を壊すことが多かったせいであろう。今では，圏内でこんなことを

いうことはなくな ったが，海外に旅する人にはこの言葉は未だに通用する。子

供に恵まれない人が，転地して水が変わると子供に恵まれたという話も良く聞

く。土地土地によって，今でもいわゆる水の味は少しずつ微妙に違う。 一般
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に，水の良い所や清い所は，人心もよく，美人の産であるとし、う。しかし何

を以って水が良いとか清いというのかは，はっきりしない。いずれにしろ，水

に代表される地域性や風土は，それぞれ特色を持っている。これからは，この

地域性や風土をそれぞれ大事にすることが重要であろう。

そして第 5は，「水」そのものを人間の行動の規範とする。 一一それは，水

の静動の姿から，先人達は，人間や社会の行動の規範を感じとってきた。
ゆか す

中国では，孔子は，河の流れを見て，「逝く者は斬くの如きかな，昼夜を捨

てず」といっている29）。これには，人間の生命も歴史も，この川の水のように

過ぎ去り，移ろっていくとし、う悲観的な解釈と，この川の水のように昼も夜も

一刻も停止することのない宇宙は，無限の持続・発展であり，人間もまたそう

した中にいるとし、う希望的な解釈があるとし、う。老子は，「上善は水の若し。
こ〈お ちか

水は善く万物を利して争わず，衆人の悪む所に処る。故に道に幾し」とか，「天

下に水より柔弱なるは莫し」といっている30）。いずれも水を無為の徳の象徴と

みなしている。管子は，「水は，万物の本原なり。諸生の宗室なりJといって

し、る31）。人間も大地も水によって生かされているのであり，水が万物の本原で
そ

あるとしている。中国の最も古い兵書を著わした孫子は，「夫れ兵の形は水に

象る。 ー兵に常勢なく，水に常形なし」といっている32）。そもそも軍の形は

水の形のようなものである。水に決まった形というものがないように，軍は決

まった勢いというものがない。うまく敵情のままに従って変化して勝利を得る

のが，神妙というものであるといっている。

その他に，中国においては，「水到りて渠成る」 （水が流れて自然、とみぞがで

きる。学聞を十分にすれば，道が自然、に体得できるとか，時節がくれば自然、と

成就する）や，「水は方円の器に随うJ（水は容器の形によってその形を変える。
す

非常に柔軟性がある），「水清ければ魚棲まずJUこ対し，「水濁れば則ち魚、あぎ

とう」などとし、う言葉がある。

これに対しわが国では，古今集に「世の中はなにか常なる飛鳥川 き

のふの淵ぞ けふは瀬になるJとし、う和歌がある：13）。清少納言は，「枕草子J

に「河は飛鳥川。淵瀬もさだめなく，いかならんとあはれなり」といってい

る34）。さらに，鴨長明は， 「方丈記」に「ゆく河の流れは絶えずして，しかも，
すみか

もとの水にあらず，ー ー世中にある，人と栖と，またかくのごとし」といって

いる35）。兼好法師は，「徒然草」に「飛鳥川の淵瀬常ならぬ世にしあれば，時
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移り，事去り，楽しみ悲しみ行交ひて，華やかなりしあたりも人住まぬ野らと

なり，変らぬ住処は人改まりぬJといっている36）。このように，飛鳥川＝河の

流れ＝あはれ＝無常という考え方が一貫して流れている。 一方，紫式部の「源

氏物語Jには，海の女と川の女が登場するとし、う。前者は正編に登場する明石

の君である。父帝の崩御後，保護者を失った光源氏は，都から須磨明石へと退

居を余儀なくされ，そこで明石の君 （海の異郷，畿外からやってきた女）と結

婚しその一女子（紫の上の養女とし，時の帝の后となる明石の中宮）を擁して

都に戻る。後者は，続編宇治十帖に登場する浮舟の女君である。浮舟は現世と

対岸とを分かつ川である宇治川にかけられた橋を渡ってやって来た。対岸の異

郷からやって来た浮舟は，不吉な水にいざなわれて入水までしょうとした。最

後には出家し，尼となり仏教に帰依することで救われる。このよう に，源氏物

語も水の文学の一つであるとL、う見方もある37）。

わが国の禅宗・曹洞宗を聞いた道元は，「正法眼蔵」第四の山水経で，「水は

強弱にあらず，湿乾にあらず，動静にあらず，冷援にあらず，有無にあらず，

迷悟にあらざるなり。こりては金剛よりもかたし，たれかこれをやぶらん。融

じては乳水よりもやはらかなり，たれかこれをやぶらん」といっている。この

山水経では，水は生命の根源であって，われわれを生み，われわれを流し，わ

れわれの今日を生かしてくれている。そして，仏道に志すとは水を学ぶに似て

いる。水のいたらぬ世界というものはない。仏祖は，法界くまなく水をみと

め，すべてが水だと聞いているということを説いている。そして，「ー水の流

を参究し不流を参究するに，万法の究尽たちまちに現成するなり」といって

いる38）。この道元が聞いた福井県永平寺の門柱に「杓底一残水」とし、う言葉が

刻まれている。柄杓に残ったわずかの水でも大切にするという意味である。こ
ぎぼく ゆいげ

の故事は，明治に入って宜牧（号滴水）の遺偏（死に臨んで遣す詩）「曹源一

滴七十余年受用不尽葦地蓋天」（私は少年の時，岡山の曹源寺にあって，

儀山牧師から一滴の水を拾えと教えられた。それから七十余年，今命を終えよ

うとするこの時まで，使い切れない天地いっぱいの一滴の水（真理の思）に生

かされてきた。大変有り難いことであった）に生かされている39）。

武芸者である宮本武蔵は，「五輪書」に「水を本として，心を水になる也。

水は方円のうつわものに随ひ，一てきとなり，さうかし、となる」といってい

る。水のよ うな澄みきった平常心とともに，どんな場面でも自由に対応できる

柔軟性を持つことが必要であるとしている刊）。
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豊臣秀吉の参謀として天下統ーを助けた黒田如水の作として伝えられている

ものに，「水五則」がある41）。

① 自ら活動して，他を動かしむるは水なり。

② つねに己れの進路を求めてやまざるは水なり。

① 障害にあいて激しくその勢力を百倍し得るは水なり。

④ 自ら潔うして，他の汚濁を洗い，清濁あわせ容るる量あるは水なり。

⑤ 洋々として大海をみたし，発しては雲となり，雨雪と変じ，霧と化

す。凝っては玲瀧たる鏡となり，しかもその性を失わざるは水なり。

黒田如水はもともと孝高 －官兵衛といっていたが，出家して如水と称したとい

う。この水五則のように心は水の如く清しということが人生訓であったという

ことで如水と号したとしづ。出家の動機が，秀吉が「わしが死んだら，天下を

とる者はだれかJと問うたのに対し，秀吉自らが「一くわんが」といったとい

うことを聞いて，このままでは自分の身があぶないと思い，直ちに息子に家督

を譲り，出家したとし寸。この水五則を一つ一つ解説しながら人間の生き方を

説いた松原泰道の 「人徳の研究Jが最近出版されているロ）。

一方，西洋では，イタリアの偉大な芸術家 －科学者であったレオナルド・ダ
~ zし.

ヴインチは「水は自然の駆者である」といっている。大洪水のデッサソを数

多く残しているし科学論のなかで「水」の章は大きな比重を占めており，そ

れだけ水に強い関心を示している日）。イギリスの近代の詩人キーツは墓碑銘に

自分の名前を書かずに，「水にその名を書きしもの ここに眠る」と書いたと

いう 44）。（日本では，既に万葉集（巻11）に「水の上に数書くごとき わが

命を 妹にあはむと うけひつるかも」とあるという）。また， フランスの近

代の作家サン・テグジュベリは，その著「人間の土地」の中で， 「水よ，そな

たには，味も，色も，風味もない，そなたを定義することはできない，人はた

だ，そなたを知らずに，そなたを味わう。そなたは生命に必要なのではない。

そなたが生命なのだ0 • . そなたは，世界にあるかぎり，最大の財宝だ」とい

っている的）。現代の哲学者カストン ・パシュラールは，その著「水の夢」の中

で，「おのれの深みにおいて，人間存在は流れる水の運命を所有している。水

は真にうつろいやすい元素である。それは火と土との聞における本質的存在論

的変貌なのだ。 ー水は，つねに流れ，つねに落ち，つねに水平状態の死に終

わるJといっている岨）。
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4. 人聞の深層心理と水

以上見てきたように，「水」は多面的な意味を持っている。「水なくして人生

はない」（クロポトキン）ことは自明であるとしても，どうして人聞はこれ程

「水」に執着するのであろうか。よく「父なる天，母なる水」とし、う言葉を聞

く。水は，母のイメーシである。母は，生命を育むものであり，生命そのもの

でもある。水は，人間の命に欠かせないものであるとともに，人間の食物を供

給する農耕・牧畜に欠かせないものである。そして，そこからさらに，水は純

粋・浄化・再生というよ うなイメージに結びついていった。 同時に，これらの

ことは，人聞の深層心理の中に，絶えず「水」が存在していることにあるとい

われている。このことは，地球の誕生の歴史と生物や人聞がその地球の海（水）

の中から発生したという背負いがあるからであるといわれている。このことを

初めて唱えたのは，「万物の根源は，水だ！」と叫んだギリシャのタレスであ

ったことは既述した。

ところで，世界の宗教にとっても，水との縁は深い。仏教と水の思想とは，

もともと関係ないといわれているが， ブッダ（釈迦）の物語には水が登場する。
ね はん

ブッダの最後の旅，浬繋への道において水にまつわる奇跡が起こった。釈迦

は，「水が飲みたいから，水を持ってきなさし、」と，愛弟子阿難に命じた。阿

難は，近くの小川の水は濁っていたので，時賭したが，三度釈迦にいわれたの

で，鉢を持って1Jサ｜｜にいったら，小川の水はきれいに澄んだ。これは，釈迦の

大神通，大威力によるものであったという4九ところで，日本語には，歯品の

水といって，仏に供える水をさす言葉があるが，この関伽はサンスグリット語

からきた言葉で、あり，もとは米・草－水などを提供して客を接待すること，な

いし客の接待に供されるもの特に水を意味するものであったとしづ。また，行

雲・流水のごとく ー処に定住せぬ行脚僧を雲水と呼んでいるが，これはまさに

雲・水のイメージによるものである。

一方，キリスト教にと っては，水は縁が深い。イエスが，サマリャのスカル

とし、う町を通過した時のことである。「この井戸の水を飲む者は誰れでもまた

渇くが，わたしが与える水を飲むものは永遠に渇かない。 そればか りでなく，

わたしが与える水は，その中でたえず湧き出る水の泉となって永遠の命に至ら

せるであろ う」とイエスはいっている。イエス ・キリストが与える水は，二度

と渇くことのない水であり，永遠の生命の水であるということである叫）。キリ
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スト教徒は，生まれると洗礼の儀式を受け，身を清め，そして死んでいく時は

末期の水を含ませてもらい，現生からの永遠の別離をつげる。

イスラム教においては，その聖典「コーラン」において，「彼（アッラー）

こそは，お前たちのために天から水を降らせて下さるお方。それが飲み水にも

なれば，またそれで、樹木が育ってお前たちの家畜の飼料ともなり，また（アッ
しゆる ぶ どう

ラーは）それで‘お前たちのために穀物やら，オリーブやら，椋相やら，葡萄や

ら，そのほかありとあらゆる果実を育てて下さる」といっている則。砂漠地帯
せんせん

に発生したイスラム教にとって，天国の楽園は「揖々と河川は流れ」，「こんこ

んと泉が湧く」といわれており，そこには食物が豊富に実り，緑の涼しい日陰

があると信じられている。今でも，メッカのカーパ神殿の一角にザムザムの泉

があり，この泉で身を清めることが至福であり，メッカ巡礼の対象のーっとな

っている。

このような世界の三大宗教のほかにも，インドのヒンドゥ一教徒は，絶えず

水で身を清め，死してはカ、ンジス河に水葬されることが最高の幸せとされてい
みそぎ

る。わが国の神道においても，水で身を清める顧とし、う儀礼は日常的に行われ

ている。このように，人々にとっては，宗教の如何を問わず，水は，生と死の
や よ人がえ

輪廻の中で，絶えず癒しの水であ り，蘇りの水であり，再生の水であり，永遠

の水であり，生命の水でもある。

このように，人間の深層心理にある水は，現代でも人間の精神や信仰の中に

深く根づき，人間の思考や行動，生き方を形づく ってきている といえよう。

5. おわりに

イザヤ・ベンダサンの「日本人とユダヤ人」という本の中で，「日本人は，

安全と水は無料で手に入ると思い込んでいる」と書いている50）。この著に対す

る反論もあるが，日本人とユダヤ人とし、う比較から見れば，指摘の通りであろ

う。現在でも乾燥地帯では，水の一滴は， 血や油や金にたとえられる程貴重な

ものである。「湯水のよ うに使う」とし、う言葉は，わが国では惜しげもなくど

んどん使うとし、う意味で使われているのに対し，アラブの国々では，反対に大
とよあしはら みずほ

事に使うとし、う意味で使われる。「豊葦原の瑞穂」の国の日本人にとっては，

水のありがたみは普段あまり感じていない。日本は世界の陸地に比べて平均雨

量が 2倍以上で，水に恵まれていると思われているからである。しかし人口 1

人当たりの降雨量にすると，各国平均の 1/5になってしまい必ずしも多くはな
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し、。その上，島国であり急流河川が多く，明治初期のオランダ人技師が，「日

本の川は，川ではなく滝である」といったように，河川の水の半分は洪水とし

て海に流れてしまう。ヨーロッパのライン川やセーヌ川のように一年中川の水

がほぼ一定していて，ゅうゅうと流れているのに対し，日本の川は洪水期と渇

水期の水量の差が大きい。それだけ，川の水を治め，安定的に利用することは

難しいことであった。それでも有史以来，今日まで営々と水を治め，水を利用

する努力を重ねてきた。従って，それだけ水への畏敬と感謝を絶えず抱いてき

た。それらが，今でも全国各地に水の神や十一面観音，弘法大師などへの信仰

・祭礼行事と して残ってきている。しかし，文明の恩恵に慣れすぎてしま って

いる現代人にとって，水のありがたみや「飲水資源」ということを，忘れがち

である。

さらには，農業水利のように地域共同体として営々と水利開発とその維持更

新に取り組むとともに，また川を大事にし山を育ててきたことや，その基礎の

上に米をはじめとする食料の供給が図られていることを考える者は少なくなっ

てきている。この農業水利は「里の水は横に流れる」といわれるように，もと

もと農村の生産と生活に深く関わり，縦としての河川の流れを補充し，それと

一体となって水を上手に管理してきた。これからも，縦と横の水を一体的に考

え，互いに相補していくことがなによりも必要である。また，水田は稲を育

て，国民の主食である米を供給している場であるとともに，水を貯留するダム

の役割を担い，国土保全に大きな役割を果している。この水田が，減反政策や

農家の高齢化の進展の中で，中山間地域を中心に耕作放棄が拡がっており， 一

方で，都市近郊地域を中心に非農地への転用が進んでいる。計画的に優良農地

水田を保全していくことが，今求められている。

同時に， 最近，各地で水の汚染が進んでいる。産業活動に伴う汚染だけでは

なく，都会や農村の生活汚水の増加も原因の一つである。これに対し，行政と

住民が一体となって，水の浄化に努めている事例も多くなってきた。その代表

が琵琶湖の浄化対策である。ここでは，「水の心に学ぶ一一水は人の心を写し

だす鏡だと思う。使い捨て，たれ流しこそは，欲望まるだしで後を顧みない，

人間の不遜の心のあらわれである。 心が汚れて，水は汚れてしま った。水の汚

れをなくすためには，何よりも人の心の汚れを取り除かなければならなし、。人

人が自然の生態系の摂理をしっかりとわきまえて，はじめて水はその美しさを

回復することができる」ということで，水と人間の新しい共存関係の確立をめ
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ざして，事業者，県民の協力を取りつけてリンを含む合成洗剤等を追放し，こ

れと併行して都市の下水道と農村の集落排水処理の普及に力をいれている51）。

このような，これ以上水を汚さないとし、う運動 水に背をむけるのではな

く，水と真正面につきあうことーーと汚水処理施設の普及とい うことが同時に

行われる ことが必要である。

一方，今日，ウォ ーターフロン ト開発や水辺空間，親水空間の整備が流行し

ているが，それ自身「水」の持っている多面的な意味や機能を発揮させること

でもあり，また人間と水の共生を図るこ とからも，結構なことである。しか

し人間の不遜な心を洗い流さない限り ，美しい水の回復はないしそれぞれ

の地域が持っている個性豊かな歴史や文化，生活，生態を取り込んだ「新しい

人間と水との共生jをめざしたものでなければならないことはいうまでもない

ことである52）。

最後に，水についての著者の好きな言葉をあげて本稿を終わることとする。

水のごとくも来り，風のごとくも去る身よ ！

一一一オマル ・ハイヤーム「ルバイヤート」
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