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　Ⅰ　はじめに

　1960 年代初頭，私が学部学生だった頃，ロンド

ン大学 1) のシラバスには“農業地理学”も“農村地

理学”も存在しなかった．その一方で，“農村集落”

の研究は全体的に形態学（morphology）に関わる

ものであり，歴史的な志向性を持っていた…（Clout 

2005: 375）．

　上記の一節は 1972 年に『農村地理学（Rural 

geography）』と題されたテキストを公刊した Hugh 

Clout が，約 30 年後に同名テキストを公刊した

Woods（2005）に寄せた書評の冒頭の１節である．

農村地理学という分野が成立した，あるいは，農村

地理学という名称がアカデミックな地理学の中で

浸透するようになったのは，1970 年代初頭である

と考えられており，その転機となったのが前記し

た Clout の『農村地理学』の公刊とイギリス地理学

者協会（Institute of British Geographers ／ IBG）

における農業地理学研究グループ（Agricultural 

Geography Study Group）の農村地理学研究グルー

プへの改称（1973 年にグループ内で決定）である．

　その後，約 30 年あまりの時間を経て，この研究

分野はある種の学問的成熟に達したように思われる 2）．

Woods の『農村地理学』や筆頭編者の Cloke をは

じめ，多くの農村地理学者が執筆を行っている『農

村研究ハンドブック（Handbook of rural studies）』

（Cloke et al . 2006）などの包括的なテキストの公

刊や研究の総括が行われ，これらの著作や Lowe 

and Ward（2007）による研究史の整理，さらには， 

Miller（1996）に端を発したその評価をめぐる論争

などが相次いで示されているが，こうした著作や議

論が出現したことは，このサブディシプリンが地理

学内においてしかるべき地位を確立したことのあら

われであるといえよう．筆者は，近い将来にイギリ

スにおける農村地理学，あるいは，農村社会学をは

じめ周辺領域と融合した学際的な農村研究（rural 

studies）の展開を整理したいと考えており，本稿
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はそのための 1 作業ノートである．

　本稿では，ロンドン大学ユニバーシティ・カレッ

ジ（以下，UCL と記す）地理学教室という，1 つの

地理学教室の 3 人の農村地理学者 Terry Coppock, 

Hugh Clout, Richard Munton に焦点を当てて，農

村地理学の誕生とその発展の背景について跡付けて

いく．本稿は，本章以下，５章で構成される．Ⅱでは，

UCL 地理学教室の特徴について，1950 年代から

1960 年代にかけて UCL 地理学教室の主任教授とし

て，この教室を大きく発展させ，その特徴を形作る

ことになった歴史地理学者 Darby の影響を中心に

整理する．Ⅲでは，Clout と，IBG の農業地理学研

究グループを創設し，その委員長であった Coppock

を軸に農村地理学の誕生の背景を整理する．Ⅳで

は，Clout と共に，UCL でこの分野の指導にあたっ

た Munton とその弟子たちを取り上げる．Munton

らは，イギリスの有力な農村社会学者との間で共同

研究を進め，顕著な成果を上げた．Munton らの業

績は，農村地理学と農村社会学，そして農村に関わ

る様々な分野の間で学際的な農村研究を確立してい

く上で大きな役割を果たすことになった．Ⅴでは，

UCL 地理学教室という場が農村地理学の誕生とそ

の発展を主導した研究者を生み出した要因について

簡単に考察し，まとめとする．なお，本稿は，彼等

の研究史を網羅的に跡づけるものではなく，重要な

トピックに焦点を絞って検討作業を行う． 

　

Ⅱ　UCL地理学教室―Darbyの教室運営とその影響

　UCL 地理学教室の教室ホームページには「非

常 に 簡 潔 な 教 室 史（A very brief history of 

department）」と題された教室史の記載がある（UCL 

Dept. of Geography. 2010）．その記述をみるとこの

教室の発展に対する Darby の寄与と影響がいかに

大きなものであったかを伺い知ることができる．

　歴史地理学の大家であり，若くして学界内で確

固たる地位を確立していた Clifford Darby（1909

～ 1992） 3) は，まだ 40 歳にも達しない 1949 年に

UCL 地理学教室の主任教授として迎えられ，母校

のケンブリッジ大学地理学教室に戻るまでの 17 年

間の在職期間中，卓越した教室運営および学内政

治能力を発揮した．Darby は UCL 地理学教室着任

後，「学問・学部・大学院について，自らの教室を

拡大し，その質を高めるプログラムに着手した．在

職した 17 年間で，Darby は全く新しいスタッフを

採用し，UCL における同起源のディシプリンとの

戦略的な連携をあらゆる形で利用」（UCL Dept. of 

Geography. 2010）し，スタッフを大きく拡充した 4）．

Darbyの個性は教室運営に色濃く反映され，例えば，

地誌の考え方を強く支持していた Darby は，若い

同僚たちに特定の場所・国あるいは大陸に深く関わ

る（immerse）よう促し，Darby が任命した若いス

タッフの多くには，世界の特定の地域が割り当てら

れた 5)（Baker 1992: 496-497）．

　Darby が UCL 地理学教室を牽引した 17 年間の

後に，この教室は 2 つの特徴を持つことになった．

　第 1 に，スタッフの年齢層・ポストの偏りである．

Darby はスタッフの拡充にあたって次々と若い有

能な研究者を採用した．その結果，20 名を超える

スタッフへと拡充されていき，イギリスの中でもっ

とも大きく，幅の広い教室となった（Clout 2007: 

192）．その一方で，UCL 地理学教室のスタッフの

年齢構成やポスト構成は著しい偏りを見せるように

なる．UCL Dept. of Geography（2010）によれば，

1964 年にロンドンで国際地理学会議（International 

Geographical Congress）が開催された際に，UCL

地理学教室のスタッフは 20 人以上の講師を抱える

一方で教授は Darby 一人という状況であった．

　第 2 に，UCL 地理学教室が，Darby 自身の専門

分野である歴史地理学の研究拠点となっていったこ

とである．Baker（1992）の言葉を借りれば，「ス

タッフのすべてがある程度は，歴史地理学者であっ
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た（all of the staff  were, to some degree, histroical 

geographers）」（Baker 1992: 496） 6）．

　これらの 2 つの特徴は，UCL 地理学教室におけ

る教育や研究に大きな影響を及ぼすことになる．

Darby が母校ケンブリッジ大に去ったのちに，その

後を継いで 1966 年に UCL 地理学教室の主任教授

（在任期間 1966 ～ 1981）となった Mead は，Darby

が UCL 在職初期に採用したスタッフの一人である

が，Darby が採用した若いスタッフの加齢・学問

的成果の蓄積によって UCL 地理学教室のスタッフ

構成は過密状態となり，また，歴史地理学者であふ

れかえるようになっていた（Clout 2003）．既存の

スタッフの一部は，より上級のポストを求めて他大

学へと去り， 新たに主任教授となった Mead もこの

構成の偏りを是正するために多くの教授を採用する

と共に，1960 年代後半に相次いで若いスタッフの

採用を行っている．この時期を Clout（2007: 192）

はさらなる拡張と活性化の時期であったと振り返っ

ているが，このような UCL 地理学教室の雰囲気の

中で農村地理学は誕生し，発展していったのである．

Ⅲ　農村地理学の誕生―Coppock と Clout

　農村地理学という分野の確立とこの名称の浸透に

おいて重要な役割を果たしたのが Coppock（1921

～ 2000）と Clout（1944 ～）である．

　Coppock は，UCL 地理学教室で長年に渡って農

業地理学を担当していたが，1965 年に UCL を離

れ，Ogilvie 教授（Ogilvie chair）としてエジンバ

ラ大学に移っている．Coppock もまた，1949 年に

Darby が UCL のスタッフとして迎えた 1 人であり，

15 年あまりにわたって，UCL 地理学教室の教育・

研究活動に従事した．また，UCL 時代には，大学

院の環境保全コース（Conservation course）の運

営にも強く関わっていた（Clout 2007: 192）．この

ことは，後述するように，Coppock が同じ分野を

研究する，ディシプリンを超えた研究者間の協力を

志向していたことを反映している．

　Coppock は，農村地理学の研究者としてよりも

むしろ，GIS 研究の創始者の一人として知られてお

り，エジンバラ大学地理学教室では，世界で最初の

GIS の修士コースの発展に貢献している．Coppock

は『International Journal of GIS』誌の最初の編者

（1986 ～ 1993）も務めている（Collins 2001）．

　彼の主たる関心は，イギリスにおける農村の

土地利用にあり，その延長上において，農地の

ありようを規定する農業の研究にも携わってい

た，というべきであろう．Coppock が亡くなっ

た際に『Transactions of the Institute of British 

Geographers』誌に追悼記事を記した Collins によ

れば，Coppock の活動領域は，（１）農村地理学に

関する研究，（２）コンピューター技術に関する研究，

（３）ツーリズムとレクリエーションに関する研究，

の 3 つに分類されるという（Collins 2001）．第 3 の

研究領域に関して，1960 年代の段階で Coppock は，

活力ある農業経済を維持することとレクリエーショ

ン空間を供給することの対立関係を認識していた．

このような認識は，後に彼を公共政策およびプラ

ンニングに関する研究へと向かわせることになり，

Coppock は，関係した多数の学問的な，そして政

府関連の委員会や審議会の要職を歴任することに

なった（Collins 2001）．

　Coppock の志向性を端的に示しているのが，東

アングリア大学で開かれた 1974 年の IBG 年次

大会における「公共政策と地理学（Public policy 

and geography）」と題された彼の会長講演である

（Coppock 1974）．

　Coppock は，この会長講演において，地理学が

公共政策に参画することの挑戦・機会・意義を論じ，

当時の学生たちもこのような参画を歓迎していると

考えていた（ジョンストン 1999: 217）．Coppock の

主張に対し，Harvey（1974）の「どのような種類
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の公共政策のためのどのような地理学か？」論文を

はじめとして，この大会に提出された論文の多くは

彼の主張に異を唱え，反論するものであったことは

広く知られている．

　本稿の内容との関係において注目すべき点は，こ

の会長講演において Coppock が，政策志向的な応

用研究を発展させていくためには，研究志向的な大

学と教育志向的な大学を明確に区別し，研究分野に

よる専門化が必要である，と主張していることにあ

る．特に後者について，多くの地理学教室では，間

口の広さという長所の反面，それぞれの専門分野に

ついて 1 人のスタッフしか抱えておらず，同じ分野

の他の研究者と議論を行うための刺激を欠いてい

る，と指摘する（Coppock 1974: 3）．そして，環境・

資源分野における東アングリア大学の環境科学部，

エジンバラ大学の森林・天然資源学教室，そして，

ロンドン大学ワイ・カレッジにおける農村計画ユ

ニットを引き合いに出しながら，研究・教育面にお

ける地理学教室内・地理学教室間，さらには地理学

と他ディシプリンとの間の学際的な協力を促進して

いくことの必要性を訴えている（Coppock 1974: 12-

14）．

　1960 年代から 1970 年代，すなわち，UCL 時代

とエジンバラ大学の在職初期において，農業地理

学は，Coppock の研究活動の中で大きな位置を占

めていたものと思われる．当時，Coppock は，IBG

において農業地理学研究グループを設立し，その委

員長を務めていた．そして，Coppock の委員長在

任中に，農業地理学研究グループではその改称が議

論される．1972 年に同グループの委員長に再選さ

れた Coppock の下で，同グループは研究の射程を

拡大するために，1973 年の IBG 年次大会の際のビ

ジネスミーティングにおいてグループの名称の変更

を議論することになった．この議論に先だって，委

員長である Coppock は『Area』誌において以下の

ような告知を行っている．

　本グループでは，農村資源の利用に関わる全ての

面を含むよう，その関心を拡大させるべきである，

という主張がなされてきた．農業地理学に関心を

持っている数多くのメンバーがいる一方で，充実し

たプログラムの会合を維持するためには，農業地理

学分野の研究に活発に取り組むだけでは不十分であ

ることは，この委員会にとって明らかである．さら

に，農業の性格は変化しており，それはとりわけ先

進国において顕著である．都市化の幅広い影響，特

に，アウトドア・レクリエーションの増大，農業の

技術的発展が田園地域に課した諸問題，そして，問

題を抱えた農業地域における農地の用途転換は，そ

の最たる例である（Coppock 1972: 236）．

　この会合の場において，このような提案の方向

性が望ましいことについては，幅広い合意が得ら

れる（Coppock 1973）．そして，新しい研究グルー

プの名称については，「農村資源」や「農村資源管

理」への支持もみられたものの，最終的に農村地理

学研究グループという名称で合意することになった

（Coppock 1973）．そして翌 1974 年より新たに農村

地理学研究グループが発足することになる．

　一方，冒頭で引用した Clout は，UCL で学生生

活を送り，そのまま UCL のスタッフとなった研究

者であり，前記した Darby, Coppock は，彼の学生

時代の先生であった（クラウト 1983）．Clout の第

１の研究関心は，フランス農村の歴史地理学的研究

であり，その意味では Darby が築き上げた UCL 地

理学教室の本流に位置する研究者であった．Clout

は，1972 年に学部学生向けのテキストとして，現

代農村の諸問題を取り上げた『農村地理学』を執

筆する．同書において，Clout は自らの「農村地理

学」の対象を，農村を扱った従来のイギリスの地理

学研究において支配的であった農業生産の経済地理

学（農業地理学）や集落の形態・起源・機能の探究
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を意図した農村集落研究（集落地理学）とは異なる

ものである，として以下のように述べている 7）．

　農村地理学は，可視的諸要素により「農村地域」

として共通に認識される低人口密度地域において，

近年生じてきたところの社会的，経済的，土地利用

上および空間上の諸変化に関する研究，として定義

されよう（クラウト 1983: 1）．

　そして農村地理学の構成要素を図 1 のように整理

する．

　また，Cloutの『農村地理学』は，以下の13章によっ

て構成される（章タイトルは邦訳書に基づく）．

第 1 章 農村地理学：展望（Rural geography: An 

overview）

第 2 章 農村の人口減少（Rural depopulation）

第 3 章 農 村 地 域 の 人 び と（People in the 

countryside）

第 4 章 農村地域の都市化Ⅰ（Urbanization of the 

countryside Ⅰ）

第 5 章 農村地域の都市化Ⅱ（Urbanization of the 

countryside Ⅱ）

第 6 章 土地利用計画（Land-use planning）

第 7 章 農業の構造的変化（Structural changes in 

agriculture）

第 8 章 農村の土地の一利用者としての林業

（Forestry as a user of rural land）

第 9 章 景観の評価（Landscape evaluation）

第10章 農村地域における集落の合理化（Settlement 

rationalization in rural areas）

第 11 章 農村地域の製造業（Manufacturing in the 

農村人口
市場での需要

農場装備

市場での需要

耕地のレイアウト

土　　地

自然地理

農場規模

保有条件

基幹集落
　  
全体に散
在する集
落

↑

耕　　地

や　　ぶ

永久草地

林　　地

サービスの範囲

旅  客  輸  送

後 背 地 人 口

雇　　　　用

農村の非農業人口

農  業  人  口

外  来  人  口

「農村」
の土地

農場用地

水　　面

森　　林

集　　落

食料生産

住　　宅

製 造 業

交通・通信

集　　水

自然保護

鉱物採掘

軍事的要請

レクリエーション

地筆の利用 土地利用景観
の構成要素

農村の土地
への需要

図 1　Clout（1972）が示した農村地理学の構成要素
訳語は邦訳書（クラウト 1983）に従っている．

（クラウト 1983 : 2（原著では Clout 1972 : 3）による）

Fig. 1　Components of rural geography　by Clout（1972）
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countryside）

第 12 章 イ ギ リ ス 農 村 部 に お け る 旅 客 輸 送

（Passenger transportation in rural Britain）

第 13 章 農 村 地 域 の 総 合 的 管 理（Integrated 

management of the countryside）

　この章立てから明らかなように，『農村地理学』

では，農業生産の経済地理や集落の形態・起源・機

能には多くの分量を割いていない．それは，Clout

のいう「近年，重要な社会的，経済的，ならびに土

地利用上の諸変化が，先進世界の農村地域において

生じてきた．しかしこれらは，人文地理学の教科書

の著者達によって記録されずに見すごされることが

多かった」（クラウト 1983: 2）という認識に基づい

て，意図的に従来のテキストで焦点が当てられてこ

なかった面に光をあてようとしたことによるもので

ある．

　Clout は自身の『農村地理学』について「当時

のテキストの内容におけるギャップを埋めること

を目的として無学を顧みず執筆した」（Clout 2005: 

376）と述べている．そして，この本では，それま

でClout自身がUCLで農村地理学の名の下で（Clout 

2005: 376）教えていた歴史的な研究に関する文献を

全て排し（Clout 2005: 376），「幅広い読書，そして，

イギリス・フランス・アメリカにおける個人的な研

究経験の中から素材を蒸留したもの」（Clout 2005: 

376）であったという．上掲の図および『農村地理

学』の各章の内容は，農村地理学の全体像を示した

ものであると同時に，現代農村問題として今後なさ

れるべき研究の方向性を示したものでもある．それ

は『農村地理学』の各章に「良い蔵書を持つ図書館

を利用しうる学生にとってより詳細な研究の出発点

として」（クラウト 1983: i）広範な文献リストを設

けていることに垣間見ることができる．

　当時，このような試みを行ったことについて，

Clout は以下のように振り返っている．

　UCL に お け る 私 の“ 農 村 地 理 学 ” の 涵 養

（cultivation）は，個人的な生き残り戦略の一部で

あった．率直に言って，私は，自分の歴史地理学と

フランスに対する関心を補完するための体系的な支

え（systematic support）が必要である，と感じて

いた（Clout 2005: 376）．

　この生き残り戦略は，教育上のものであると共に

研究上のものでもあった．当時，Clout は，自らの

博士論文の研究がなかなか進まず，研究上の行き詰

まりを感じていた，という（Clout 2005: 376）．また，

Lowe と Ward は，当時のイギリス地理学全体とし

て，研究者の関心が都市や地域変化の定量的な分析

へと向かっていくようになる中で，農村の研究はそ

の中核から周縁へと追いやられていくようになり，

空間科学の流行によって歴史地理学はある種のアイ

デンティティ・クライシスに陥った，と指摘する

（Lowe and Ward 2007: 4）．さらに，前述したよう

に UCL 地理学教室では，Darby による歴史地理学

の拠点化によって，スタッフに多くの歴史地理学者

が名前を連ねていた一方，Darby 転出後はスタッ

フの入れ替わりが活発に行われていた．このような

状況の中で研究・教育における生き残りを図るため

に，Clout は現代農村問題という新たな領域に踏み

出していくことになったのである．

　『農村地理学』は，邦訳書の監訳者である石原が「本

書は「農村地理学」の体系的な概説書とはなってい

ない．・・・本書の章節の構成の仕方にはもっと工

夫されるべき点があり，叙述の精粗のバランスにも

一考すべき箇所が散見される」（石原 1992: 246）と

記しているように，完成度にも少なからざる問題を

抱えているが，前述したように，このテキストの公

刊は，農村地理学という新しい分野の存在とその射

程を明示的に示し，この分野の確立とこの領域に関

心を持つ研究者の掘り起こしに大きな役割を果たす
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ことになった．特に，上掲の図 1 は，農村地理学と

いう新しい領域の全体像となるべき研究の方向性を

示した先駆的な整理としてしばしば引用され，こ

のサブディシプリンの浸透において大きな役割を

果たすことになった（Cloke 1980; 石原 1992）．ま

た，Clout 自身も，当初の計画を変更し，農村地理

学をバックグラウンドに位置づけた，フランス近世

の歴史地理に関する博士論文を提出し（Lowe and 

Ward 2007: 17） 8），歴史地理学と共に現代的な農村

問題の研究も射程に収めるようになっていった．

　では，Coppock 率いる農業地理学研究グループが

農村地理学研究グループへの改称を議論し，Clout

が『農村地理学』の公刊を思い立ったのは，学問的

関心や研究者としてのキャリア戦略という個人的な

要因のみに還元しうるのだろうか．恐らく，それで

は不十分であろう．Lowe and Ward（2007: 4-5）が

指摘しているように，これらの動きの背後には，地

理学研究における農村研究の地位の低下への懸念と

1963 年のいわゆる Robbins 報告書（Robbins 1963）

公刊以後のイギリスの大学をとりまく政策的・社会

的状況があったと考えるべきである．

　経済を発展させ，政治的影響力を増大させていく

ことにおける科学技術の重要性が認識されていく中

で，イギリス政府は 1961 年に高等教育の全面的見

直しと改善策の策定のための首相任命の委員会を発

足させた．この委員会の報告書は，委員長であった

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）

教授の Lionel Robbins の名前をとって Robbins 報

告書と呼ばれている．この報告書では「高等教育課

程は，これに取り組み続ける能力や資格があり，そ

の取得を望む全ての人々が利用できるものとなるべ

きである」という提言を行い，その後のイギリスに

おける高等教育拡大の転機となった．また，この報

告書は，イギリスの大学の弱点が学部教育の過度な

専門化にあり，学部におけるコースの大幅な増加と

大学院の充実が必要であることも指摘している（大

崎 1990; 呑海 2007）．

　Lowe と Ward は， 農 村 地 理 学 の 出 現 は，

Robbins 報告書公刊後の大学の拡張によって学部レ

ベルの地理学徒がますます増加していく中で，地理

学により現代的な訴求力を持った教育を導入する必

要性があったことが背景にある，と指摘する（Lowe 

and Ward 2007: 4）．とりわけ，Coppock は，1974

年の IBG 大会における会長講演において以下のよ

うに述べており，このような認識を強く持っていた

ことが伺える．

　恐らく , 教育は我々の最も重要な役割である．特

に重要なのは学校教育であり，地理学はローカルな

環境，そして世界の環境に関する意識を形作る上で

中心的な役割を担っている．総合大学や単科大学に

おいても，教育上の焦点が変化していることを示す

証拠が増えてきており，環境問題や資源利用におけ

る公共政策の貢献により大きな関心を向けるように

なっている（Coppock 1974: 2）．

　このような主張の背景には，地理学コースの卒業

生の多くがプランナーをはじめ，空間的な問題に関

係した公共政策の現場で働き，貢献している，とい

う事実がある（Coppock 1974: 3）．Clout の『農村

地理学』も，農村地理学を勉強した卒業生たちがプ

ランナーや農村地域の保全活動家として活躍する可

能性を念頭において（クラウト 1983: 242）執筆さ

れている．

　教育に対する政策的・社会的要請への対応とアカ

デミック地理学の内部において周縁に追いやられつ

つあった農村研究の再興という意図をもった彼らの

企ては，学界の中で大きな支持を得ることになっ

た．刷新された農村地理学研究グループのメンバー

数は，1983 年までに 280 人に達した．この数字は

当時の IBG の研究グループの中で 4 番目に位置す

るものであり，農村地理学研究グループは，IBG の
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中で最も人気の高い研究グループの 1 つとなったの

である 9)（Lowe and Ward 2007: 5）．

Ⅳ　学際的農村研究の成立への貢献―Munton 達と

農村社会学者達との共同研究

　Coppock や Clout らの先駆的な試みは，現代農村

問題に対する教育および研究の潜在的な需要を掘り

起こし，これを発展させることに成功した．そして，

1970 年代以降，ある種の農村地理学研究のブーム

が生じることになる（パッショーン 1992: iii）．しか

し，1970 年代の研究は，記述的な研究に偏り，現

代農村問題の実態に関する知識は深まったものの，

説明的な（explanatory）研究が欠如していた（Cloke 

1980）．1980 年代の農村地理学は様々な形で理論的

な方向性を模索していくことになるが，こうした流

れの一つとして，1980 年代末期より政治経済学的

なアプローチが出現し，この分野に大きな影響を及

ぼすようになる．同じ理論的志向性を持つ農村社会

学者との共同研究を通じて学際的な農村研究を発展

させ，このような潮流を生み出す上で大きな役割を

果たした研究者がもう一人の UCL の農村地理学者

Munton（1943 ～）である．

　Munton は，1960 年代から近年にいたるまで，

UCL 地理学教室において Clout と共に農村地理学

の教育と研究を牽引してきた人物である．UCL 地

理学教室では農業地理学を担当し，農村地理学を担

当していた Clout と共にこの分野の教育・研究に尽

力し，Clout と共にそのキャリアを通じて UCL に

奉職することになった．例えば，Clout の『農村地

理学』では，Darby や Coppock といったかつての

先生に続いて，農村問題に関する議論に進んで応じ

てくれたことに対する Munton への謝辞がある（ク

ラウト 1983: i）．

　バーミンガム大学出身の Munton は，博士論文

の作成後に UCL 地理学教室に助講師（assistant 

lecturer）として着任した．Munton は，エジンバ

ラ大学に転出した Coppock が受け持っていた領域

を引き継ぐ形となり，農業地理学の講義を開講する

ことになる．その内容は，Morgan との共著による

テキスト『農業地理学（Agricultural geography）』

の中に反映されている（Morgan and Munton 

1971） 10）．Munton は，1969 年から 1972 年にかけ

て Coppock の下で IBG 農業地理学研究グループの

事務局長（secretary）を務め，1986 年から 1988 年

の間は農村地理学研究グループの委員長を務めてい

る．

　バーミンガム大学に提出した博士論文において， 

Munton はイギリスの農業に関する研究に取り組ん

でおり，いち早く多変量解析に着手するなど，明示

的な形で論理実証主義的かつ定量的なアプローチを

導入していた（Clout 2007: 191）．

　Munton は，UCL 着任後，農業地理学の他に，資

源管理や土地経済学の授業を担当した．そして研究

面でも，その関心領域を，①農村の交通，②レクリ

エーション活動がローカルな生態系に与える影響，

そして，③（農場の不動産所有者としての金融機関

の役割に焦点を当てた）農地市場の価格動向へと拡

大させていくと共に，様々なアクターの行動とアク

ター間の対立・調整が農村空間・資源の所有と管理

においてどのような帰結をもたらしているのか，と

いう問題への関心を深めていった．このような研究

関心に対応した分析枠組みを追い求めていった結

果，Munton の研究上の方法論は政治経済学的アプ

ローチを採用することによって変化を説明するこ

とへとシフトしていったのである（Clout 2007: 193-

194）．

　ここで，1970 年代後半から 1980 年代前半にか

けての Munton の研究について Clout（2007）が取

り上げている代表的な著作を 2 つ紹介する．まず，

Munton は 1977 年から 79 年にかけて，農業・林業・

食料省（ Ministry of Agriculture, Forestry and 
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Food）の下で設立された，農地の取得と占有に関

する検討委員会（Committee of Inquiry into the 

Acquisition and Occupancy of Agricultural Land）

のアドバイザーに任命される．この時の経験を活

かして，Goodchild との共著で公刊した成果が『開

発と地主―イギリスの経験の分析（Development 

and the landowner: An analysis of the British 

experience）』（Goodchild and Munton 1985）であ

る．この著作は，多様な地主が存在し，将来的な資

産のあり方について異なった態度を取っていること

を明らかにしている．また，1983年に公刊された『ロ

ンドンのグリーンベルト―都市封じ込め政策の実態

（London's green belt: Containment in practice）』

（Munton 1983）では，中央政府と地方政府のグリー

ンベルトに対する認識の変化，特に規制・アメニ

ティ・土地利用の間の関係性を跡付け，地元住民・

議員・レクリエーション利用者がそれぞれの目的に

合致するように政府の認識を作りかえようと試みる

有り様を分析している．

　このような Munton の研究の展開と関心を考え

れば，Munton の研究上の交流が地理学というディ

シプリンの枠を超えて，幅広い社会科学の諸領域

へと展開していったことは自然なことのように思

われる．1980 年代以降，Munton は，農村社会学

者である Terry Marsden, Jonathan Murdoch らと

の関係を深め，共同研究を推進していくことにな

る．このような学際的研究を展開する契機となった

のは，1987 年に UCL に農村研究調査センターが設

立されたことであり，Munton はセンター長を務め

ている（Clout 2007: 194）．このセンターは，先進

国経済における農村開発の諸問題の研究に取り組ん

でいた社会科学者の学際的な集団で構成された．翌

1988 年に農村研究調査センターは ESRC（Economic 

and Social Research Council）の研究助成を獲得

し，Munton, Philip Lowe, Marsden を代表者とす

る“イギリス農村の社会的・経済的再編成”プログ

ラムは 4 年間で 31.2 万ポンドの資金を得た（Clout 

2007: 195）．このプログラムは，農村地域の社会的・

経済的再編成における中心的なメカニズムとして土

地開発過程に注目する．とりわけ，対立する利害関

係の中でどのような形で土地に対する権利が創出さ

れ対立し再配置されていったのか，そして全国的な

政策がローカルなレベルにおいてどのような影響を

与えていたのか，という点に焦点が当てられている

（Clout 2007: 195）．

　この共同研究は，農村社会学者 Howard Newby

の農場主と農場労働者の間における階級―権力関係

に関する研究『恭順的な労働者―東アングリアにお

ける農場労働者の研究（The deferential worker: A 

study of farm workers in East Anglia）』（Newby 

1977）に触発される形で展開した政治経済学的ア

プローチと，Munton が展開したローカルな諸アク

ターの行動原理の分析を融合させた研究成果を生

み出した．特に，『農村の構築（Constructing the 

countryside）』（Marsden et al. 1993） 11) は，1990

年代のイギリス農村研究を代表する著作であり，

Munton 自身も「自らの研究で最も影響力のあるも

の」（Clout 2007）であると考えている 12）．これら

の研究の遂行にあたっては，Munton の弟子達も重

要な役割を果たしている．Munton の門下生には，

Sarah Whatmore（1988 年学位授与），Neil Ward

（1994 年学位授与）ら，Munton に近い研究関心を

持つ農村地理学者がおり，Marsden らとの共同研

究のメンバーとして尽力している 13） ．学内的にも，

Munton は，環境研究所（Environmental Institute）

の所長（2003 ～ 2006）に任命され，さらに学際的

な研究を推進している（Clout 2007: 196）．

　Ⅴ　おわりに

　農村地理学という分野の出現は，マクロにとらえ

ればイギリス地理学における農村研究の地位低下に
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対する危機感とRobbins 報告書に基づく高等教育改

革の進展という状況を背景に生まれてきたものであ

るといえる．IBG の農業地理学研究グループの農村

地理学研究グループへの改称についても，Lowe と

Ward は，現代地理学研究において周縁化の危機に

あった活動分野を刷新するための努力としてみなさ

れるべきであろう，と指摘する（Lowe and Ward 

2007: 4-5）．また，Munton が社会学的な側面に関心

を持っていたのは偶然に過ぎない，という解釈もあ

りうる．しかし，農村地理学の誕生と発展の主たる

担い手の 3 人がいずれも UCL 地理学教室の関係者

であり，緊密な関係にあった，という事実に対して，

UCL 地理学教室という場の影響をどのように理解

することができるのだろうか．主として 2 つの点を

指摘できるように思われる．

　第１に，当時の UCL 地理学教室の自由かつ競争

的な研究環境である．研究環境の評価は，研究者毎

に異なったものとなりうるが，こうした雰囲気は，

Clout が自らの研究を含めた「生き残り戦略」の一

環として『農村地理学』の執筆に至った経緯から読

み取ることができる．また，他大学から UCL に移っ

てきた Munton は，UCL 地理学教室について以下

のように述べている．

　これをすべきだ，とは決して言われなかった．自

身の研究プログラムを発展させていくであろうス

タッフを採用し，研究に尽力することが基本的なこ

の教室の伝統だからである（Munton 2005） 14）．

　これは自由主義・平等主義の学風を持ち，数多

くの新たな学問領域を生み出してきた UCL の全

体的な特徴でもある．このような教室の雰囲気は，

Munton が，Coppock が展望していた農村地理学お

よびその周辺領域における学際的な教育・研究体制

を実現していく上で一助となっていたのではないだ

ろうか．

　第 2 に，農村土地利用研究の系譜である．UCL

着任後，Munton は Coppock と同じように土地利

用研究に関心を持ち，これに従事した．その一因は，

大学院の環境保全コースの運営など，Coppock の試

みを引き継いだことによるものであろう．Clout の

博士論文の一部もまた，19 世紀のフランスにおけ

る農村の土地利用変化に関するものであった（Lowe 

and Ward 2007: 17）．

　農村土地利用研究を通じて，彼らは，レクリエー

ションをはじめとした非農業的な目的による土地

利用の拡大やカウンターアーバニゼーションによ

るミドルクラスの流入と在来住民との対立などをい

ち早く研究の中に組み込んでいった．このような

Coppock から Munton に至る農村土地利用研究の

系譜は，Coppock の下で農村地理学研究グループ

が発足し，Munton が Marsden ら農村社会学者と

の建設的なコラボレーションを実現し，理論的な成

果に乏しいといわれてきた農村地理学への社会理論

導入の一翼を担うことになった背景の一つではなか

ろうか． 

　本稿では，それぞれの研究成果の詳細な内容や学

問的意義についてはほとんど触れていない．しかし，

政策的・社会的文脈や組織的文脈を無視して，新し

いサブディシプリンの成立と学界内での認知を説明

することも困難である．本ノートの整理を踏まえて，

さらに農村地理学の成立と展開を整理し，展望する

作業を進めていきたい．

注

1） 　ロンドン大学 (University of London) は，1836 年に設
立されたカレッジ制の大学であり，キングス・カレッジと
共に，UCL はロンドン大学発足当初からの構成カレッジ
となっている．

2） 　一方で，Woods（2009）は，この分野において自己反
省のような雰囲気が存在する，とも述べている．

3） 　筆者にとって，歴史地理学はまったくの専門外であり，
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学生のリスト，取得年次，および博士論文の題目の一覧が
掲載されている．

14）　この発言も，注 12）と同じインタビューでの発話のよ
うである．
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Establishment and Development of Rural Geography: A Focus on UCL 
Geographers, Terry Coppock, Hugh Clout and Richard Munton 

Shin KAJITA (Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo)

 This paper traces the establishment and development of rural geography, focusing on three UCL 

geographers: Terry Coppock, Hugh Clout, and Richard Munton. Coppock, as the chair of the Institute 

of British Geographers and the founder of its Rural Geography Study Group, and Clout, as the author 

of influential and epoch-making textbook ‘Rural geography’ (1972), which showed the scope of this 

subdiscipline, made significant contributions to the establishment of rural geography. Munton, who 

succeeded Coppock' s research and teaching areas, extended research activities beyond the barriers 

of discipline, especially with well-known rural sociologists such as Terry Marsden. They developed 

constructive combinations between Munton's behavioral analysis for each local actor and the political-

economic approach developed by rural sociologists, called as critical rural sociology. Their book 

‘Constructing the countryside’ (Marsden et al. 1993) was highly infl uential and led to the creation and 

development of interdisciplinary rural studies. The open and vibrant academic atmosphere of the UCL 

Department of Geography and its rural land use study tradition from Coppock to Munton seem to be 

one of the reasons that the department has functioned as a research core for the establishment and 

development of this subdiscipline.

Key words : rural geography, UCL Dept. of Geography, Terry Coppock, Hugh Clout, Richard Munton
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