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竹内啓一先生の教材（2）─人文地理学概論・前篇─

高橋健太郎*・鈴木重幾**・瀬戸寿一***

Teaching Materials of Professor Takeuchi Keiichi. Part II:
 Human Geography, First part

TAKAHASHI Kentaro, SUZUKI Shigechika and SETO Toshikazu

本稿は，竹内啓一先生が駒澤大学の「人文地理学概論」という講義で用いた教材プリントを，ご遺族の
許可を得て掲載したものである。竹内先生は，1997年度から2001年度までの 5年間この講義を担当し，文
学部地理学科の学部 1年生に対して，人文地理学の諸テーマを体系的に論じた。この教材プリントの内容
には，竹内先生の書籍や論文に記述されていないこと，およびすでに出版されている人文地理学の教科書
や概説書に記述されていないことが含まれていることから，この教材プリントには学術的価値があると考
えられる。また，「人文地理学概論」という講義は担当者によるトピックの取捨選択の自由度が高いた
め，この教材プリントから竹内先生の人文地理学に対する興味・関心の傾向を把握することができ，これ
は，竹内啓一という地理学者の教育・研究活動へのより多面的な理解に寄与する。
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解　説

これまで筆者らは，駒澤大学において竹内啓一先生1）の授業を受講したり研究指導を受けたりした立
場から，竹内先生の教育や研究の取り組みについて，資料の保存と公開を進めてきた2）。高橋ほか
（2006）においては，教材プリントや受講ノート，授業案内のためのシラバス，輪読会の記録などを用
いて，駒澤大学の学部と大学院における竹内先生の教育の取り組みの全般について資料を提示した。ま
た，高橋ほか（2007）では，駒澤大学において竹内先生が「旅の地理学」を論じた「総合Ⅱ〔旅〕」と
いう学部全学共通科目の教材プリントを整理し公開した。本稿はこれらの論考に続くものである。
竹内先生の膨大な研究業績については，竹内啓一先生追悼集編纂委員会編（2006）の著作目録や

Mediterranean World（地中海論集）第18号（2006）の英文著作目録に詳しい。しかし，島津（2007：
230）が指摘するように，竹内先生の「膨大な業績の得失を見定め，それらを乗り超える方途を模索す
ることこそが後進に託された唯一の課題」であると筆者らも考えており，その作業の一環として，本稿
においては「人文地理学概論」の教材プリントを取り上げることとした。
「人文地理学概論」は，駒澤大学文学部地理学科の学部 1年生向けの通年の必修科目で，竹内先生
は，1997年度から2001年度までの 5年間にわたりこの講義を担当した（高橋ほか 2006）。この講義は，
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より細分化された学問領域を論じる専門課程の講義ではなく，講義名が示すとおり，初学者向けに人文
地理学の基本的な内容と重要性を解説するものである。竹内先生も，シラバスに，この「講義のねら
い」を「現代の人文地理学の全貌を体系的に提示するとともに、人文地理学という学問を勉強するため
のモラル、すなわち実社会への応用はいかになされるべきか、調査はいかになされるべきかということ
についても考えてもらう。」（『2001年度 講義内容（文学部）』：119）と書いている。
この「人文地理学概論」と同様の性格の講義は，名称はさまざまだが，各地の大学で行なわれてい

る。また，主にそのような講義で使用することを目的とした教科書や，人文地理学の概説書も多数出版
されている。そして，それらの書籍は，執筆者の人数を指標とすると，単著のもの（例えば，藤岡 

1974，1980，1988，浮田 1995，實 2006）と共著のもの（例えば，浮田編 1984，高橋ほか編 1996，
2005，小林・杉浦編 2004，杉浦ほか 2005）に大別され，近年，単著のものは少ない。
このように，人文地理学の教科書や入門書，概説書がすでに数多く出版されているにもかかわらず，本

稿において，なお竹内先生の「人文地理学概論」の教材プリントを掲載する理由は次のとおりである。
第一に，筆者らは，「人文地理学概論」の教材プリントと，すでに出版されている人文地理学の教科

書や概説書とを比較し，その結果，それらの書籍には記述されていないことが教材プリントにおいて論
じられていることを確認した。筆者らは，すでに高橋ほか（2006：88－89）において，竹内先生は，こ
の講義で人文地理学的研究の諸領域を体系的に論じつつ，「場所の意味」や「空間の生産」など当時の
最新の研究動向，およびH.LefebvreやE.Saidなど地理学の隣接分野の研究も積極的に取り上げたことを
指摘した。この教材プリントには竹内先生のオリジナルな考察が含まれており，資料として保存・公開
することには一定の意義があると考えられる。
また，「人文地理学概論」の教材プリントと，書籍や論文などとしてすでに刊行されている竹内先生

の著作とを比較したところ，書籍や論文にはこの教材プリントと同一のものは見受けられず，むしろ，
書籍や論文に記述されていないことが教材プリントにおいて論じられていることが確認できた。ここか
らも，この教材プリントを公開することには意義があると考えられる。
さらに，前稿（高橋ほか 2007）では「旅の地理学」という限定されたテーマの教材プリントを取り

上げたのに対して，本稿で取り上げる教材プリントは人文地理学全般をあつかったものである。この
「人文地理学概論」のように，担当者によるトピックの取捨選択の自由度が高い講義においては，担当
者の価値観や学問的関心が多分に反映される可能性が高い。したがって，この教材プリントから，竹内
先生の人文地理学に対する興味・関心の傾向を把握することができ，これは，竹内啓一という地理学者
の教育・研究活動へのより深く，より多面的な理解に寄与すると考えられる。
故人が大学の授業で配布した教材プリントを資料として公開することの是非については，前稿に引き

続き，本稿の作成過程においても筆者らの間で繰り返し議論した。教材プリントは，学外者はもちろ
ん，例えば同僚の教職員など受講生以外の学内者にとっても目にする機会が少ないことから，本稿は希
少な資料のアーカイブという観点からも意義があると考えられる。竹内先生の教材プリントの公開につ
いてご遺族から許可をいただいていることもあり，本稿においても教材プリントの全文を掲載すること
とした3）。
ただし，教材プリントは刊行を前提として作成されたものではない。筆者らは可能な限り補足をした

が，依然として内容に不完全な部分があると思われる。読者におかれては，本稿がこのような性格の資
料記事であることをあらかじめ了承してお読みいただきたい。
本稿で掲載する教材プリントは，竹内先生がこの講義を担当した最終年度である2001年度のものであ

る。竹内先生は，この講義において，毎年度，類似の教材プリントを配布していたようであるが，本稿



図 1　配布された教材プリントの一例
（35％縮小）

受講生の書き込みあり。
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はもっとも新しいものといえる。この教材
プリントには，竹内先生が当時の新しい社
会的動向や研究成果を講義に取り入れよう
としていたことが読み取れる。例えば，第
2， 3， 4章の参考文献欄（本稿p.50，56，

59）には，2000～2001年に出版された書籍が
紹介されている。また，第 3章の「グローバ
リゼーションと空間スケール」の部分（本
稿p.54）では，「2000年のシアトルにおける
WTO会議」や「2001年 5月 1日のロンドン
における抗議集会」という，当時の新しい
動向が，「人文地理学にとっての重要な問
題」として取り上げられている4）。
竹内先生が2001年度にこの講義で配布した

教材プリントは，A 4版・56枚，B 4版・ 1枚
の合計57枚あり，竹内先生がパソコンで作成
した文章と，自身や他の研究者の著作から
引用した図表によって構成されている（図
1）。本稿では，掲載誌である『駒澤地理』
のページ数の制約から，教材プリントの前
半部分を載せ，後半は次稿に掲載する。
筆者らは，前稿同様に，これらの教材プ

リントをスキャナーにかけて，OCRソフト
を用いて文字起こしをした。また，プリントに載せられた図表の原本を探して，コピーを取って掲載
し，出典を書き加えた5）。さらに，2001年度のこの講義で行なわれたアンケートと学年末試験の用紙も
入手できたので，参考資料として次稿に掲載する。
本稿では，基本的に教材プリントの本文を原文通り掲載することにしたが，読みやすさを考慮して次

のような変更を加えた。①掲載誌である『駒澤地理』の形式に合わせたレイアウトや句読点などの変
更，②明らかな誤字や脱字の訂正，③教材プリントで取り上げられている参考文献の形式の統一と書誌
情報の補足，である。地名や人名などの固有名詞の表記は原文のまま掲載した。
また，竹内先生は，この講義の「教科書」として，『ジオグラフィックパル─地理学便利帖─』（浮田

典良編，海青社）を指定しており，教材プリントには，この書籍の参考個所について受講生への指示が
書かれている6）。本稿においては，それらの指示も原文のまま掲載した。

教材プリントの目次は次のとおりである。　
〈本稿収録部分〉　
　 1．「地理」という言葉と地理教育
　 2．タイム・ジオグラフィーとメンタルマップ
　 3．人文地理学における空間スケール
　 4．場所の意味
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　 5．集落について

〈次稿収録部分〉
　 6．村落地理学・農業地理学
　 7．空間の生産
　 8．工業地理学
　 9．政治地理学
　「人文地理学概論（竹内）」の第 1回レポートに代わるアンケート
　人文地理学概論学年末試験

2001年度　駒澤大学地理学科「人文地理学概論」
竹内啓一先生配布プリント

1．「地理」という言葉と地理教育

地理という言葉

地理または地理学という日本語は，西洋の言葉，英語ならばgeographyに相当する。地理という二つ
の漢字の組み合わせは，中国の古典，四書五経の一つであるとくに『易教』にすでにあった言葉で，中
国では「場所に関する記述」と「土地に関する理論」，とくに占星術，地相占い（geomancy）または風
水思想に関連した理論という意味で用いられていたが，この言葉は日本では限られた学者だけが知って
いて，日本語にはならなかった。地理書を意味しては，日本では風土記という言葉が用いられていた。

17世紀になり，儒学が官学の性格をもつようになり，中国の古典の研究がさかんになるにつれて，学
者の間で，「土地の状態」，「土地の条件」という意味での「地理」が重視されるようになった。18世紀
後半になると，ロシアや合衆国の船が日本近海に出没するようになり，国防のため幕府は蘭学者に外国
事情のことを調査することを命じた。1760年頃，ヒューブナーのオランダ語の地理書の翻訳が最初であ
ろうと考えられるが，オランダ語のgeografie（英語のgeography）にあてる日本語として，中国の古典
にあるし，すでに儒学者が「地理」という言葉を用いたのが，「地理」が西洋のギリシャ語に由来する
概念に相当する日本語として用いられた最初である。以来この言葉は，「社会」，「哲学」などと同様，
西洋の概念の訳語となったが，19世紀の未には日本語として完全に定着し，日常的に用いられるように
なっていた。地理という日本語が日常語になった理由としては，場所あるいは環境に関する知織が日常
生活にとって不可欠であったことと，l872年にはじまる国民教育において，地理という教科が重視され
たことによっている。

「地理」の意味

地理が日常語であることは，以下の三つの表現が義務教育をおえた日本人ならば，誰でも理解するこ
とから明らかである。①私はこの町の地理に詳しくない。②地理的条件が許さないので，日本の大部分
ではバナナを栽培することができない。③地理にめぐまれているので，あの店は繁盛している。この場
合，①は場所に関する知識，②は自然条件，③は駅に近い，あるいは人通りが多いなどの立地条件を意
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味している。これらの三つの「地理」は，いずれも英語なら geographyと表現されるもので，英語にお
いても geographyはきわめて日常的な言葉である。日本語で「地理学」というと，何かむずかしい学問
体系であるような印象を受けるが，地理学もまた，地理という日常語，または民衆の生活の知恵に由来
する問題意識に基づいている。地理学においては，これらをもっともらしく，①地誌学，②環境論，③
立地論としている。

国民教育における教科としての地理

国民教育とは国民国家（nation-state）の成立後，国民を創り出すための学校教育のことで，日本では
1872年の学制に始まる。日本だけでなく，どの国においても，国民教育において国語，歴史，地理が重
視されたのは，国語は国民の共通語であり，国家の意思を伝える手段であったからであり，歴史は国民
が過去を共有するという意識を育てるためであり，地理は共通の国土に生きるという意識を育てる目的
をもったからであった。国土を共有するという意識は，他方では，共通の他者意識，すなわち共通のス
テレオタイプ化された外国イメージによってもはぐくまれた。学制頒布当時，小学校の地理教科書とし
て広く用いられていた福澤諭吉の『世界国尽』においては，「土地の風俗人情も処変わればしなかはる
その様々を知らさるは人の人たる甲斐もなし」と記され，1877年の文部省の文章では，「万国の地理学
は各土の風俗地勢産物等を知るに於ては人生欠くへからさるの学」と理解されていた。
義務教育である小学校で地理が重視されれば，小学校の教師を養成する師範学校で地理が重視される

ことになり，そうすると師範学校をはじめとする中等教育の教師を養成する高等教育機関において，地
理学の専門家を養成しなければならなくなる。日本の場合，高等教育機関において地理学の専門家が育
つようになるのは，19世紀末のことである。それまでは，中等教育における地理教師は大部分が，地理
学を独学した小学校教師を文部省が試験で検定するというかたちでリクルートされていた。1890年代末
になると，東京高等師範学校（筑波大学の前身）に地理学の専攻課程が設けられ，1907年京都帝国大学
に地理学講座が，1919年には東京帝国大学に地理学科が設けられた。この頃から中等学校への進学率が
高まり，地理の教師を多数養成する必要がでてきたので，小学校の教師が学べるように，一連の私立大
学の二部に地理学専攻課程が置かれた。東京では立正大学（1924年），日本大学（1926年）に続いて
1929年に駒澤大学専門部昼間部に歴史地理学科が設置された。これが駒澤大学文学部地理学科の起源で
ある。

参考文献 7）

日本語で書かれた西洋の地理学史としては，飯塚浩二（1949）『人文地理学説史─地理学批判─』
（『飯塚浩二著作集 6』平凡社 1975に収録），野間三郎『地理学のあゆみ』（古今書院 1962），野間三郎
『近代地理学の潮流─形態学から生態学へ─』（大明堂 1963），ポール・クラヴァル著／竹内啓一訳『現
代地理学の論理─その学説史的展望─』（大明堂 1975）がある。
日本における近代地理学の歩みについては，京都大学文学部地理学教室編『地理の思想』（地人書房 

1982），山口貞雄著『日本を中心とせる輓近地理学発達史』（初版 済見堂 1941；再版 大明堂 1983），石
田龍次郎著／竹内啓一編『日本における近代地理学の成立』（大明堂 1984），『地理学評論─日本地理学
会75年史特集号─』（2000年 4月）がある。
近世以前の日本の地理学については，辻田右左男『日本近世の地理学』（柳原書店 1971），鮎沢信太
郎『地理学史の研究』（初版 愛日書院 1948；再版 原書房 1980），藤田元春『改訂増補 日本地理学史』
（初版 刀江書院 1942；再版 原書房 1984）が古典的労作である。



図 2　個人の経路の 3次元時・空間表現
坂本英夫・浜谷正人編『最近の地理学』
（大明堂，1985）p.95より引用

図 3　日進市の夫（170人）と妻（187人）のある月曜日のデイリー・パス
荒井良雄ほか『都市の空間と時間』（古今書院，1996）p.2より引用（80％縮小）
2図の間隔を原本より狭めて掲載した。
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2．タイム・ジオグラフィーとメンタルマップ

人間行動把握の二つの側面

人間の行動という最も基本的な事象は，常に時間の経緯を
ともなっているし，空間的にある場所を占めてなされる。人
間はある時点において複数の地点を占めることはできない
し，ある場所から他の場所へ移動するためには，移動手段に
よるが，一定の時間を要する。換言すれば，人間の行動と
は，絶えず時間と空間とを消費することである。このことを
表現するためにスウェーデンの地理学者T.Hägerstrandは，
二次元の空間に時間軸を加えた三次元の座標軸の中に人間の
行動を経路（パス）として示すことをはじめた。



図 4　経路の 2次元時・空間表現
坂本英夫・浜谷正人編『最近の地理学』
（大明堂，1985）p.97より引用

図 5　ボストンのイメージ
坂本英夫・浜谷正人編『最近の地理学』（大明堂，1985）p.75よ
り引用
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実際の空間は三次元の世界であるが，こ
こではそれが二次元に単純化されている。
個人の行動は，誕生地点から出発して，死
亡地点で終了するライフ・パスであるが，
日単位のパスを示すことも，年単位のパス
を示すことも，あるいは百年以上にわたっ
て親から子，そしてその孫にいたるまでの
行動を示すことも可能である。
パスを図示する場合，さらに単純化して縦軸に時間，横軸に空間を取ることも可能である。たとえば

一日のパスを見た場合，移動手段によって異なる個人の移動可能性は，菱形を回転させたプリズムとし
て示される。個人はこのプリズムの中で職場や学校，あるいは誰かに会うために一定の場所に一定時間
とどまらなければならない。このように個人がとどまる場所はステーションとよばれるが，いくつかの
ステーションの存在によって，個人の行動は時間的，空間的に制約されることになる。個人の行動が時
間的，空間的にいかに制約されるか，あるいはその制約から解放されるための交通の発達，時空間を越
えての情報伝達手段の発達がどのようなものであったかということを分析するのがタイム・ジオグラ
フィーである。
これに対して，人間の行動の空間的側面は，人間がその空間あるいは環境をどのように認知しているか

にもとづく能動的なものであるという考え方がある。すなわち「空間認知→空間選好→実際の行動」と
いう図式である。この空間認知の状況を知る手がかりは，いわば「頭のなかの地図」を示した狭義のメ
ンタルマップであり，場所の選好や認知の度合いは，地図の上に数量化して示すことができ，これも広
義のメンタルマップにふくまれる。
メンタルマップという用語が用いられるようになったのは1960年代の中頃のことであるが，それに先

だって建築家のK.Lynchは，1960年に発行されたThe Image of the Cityにおいて都市のパブリックイメー
ジを考察した。彼は都市のイメージを構成する物理的要素を五つのエレメント，パス，エッジ，ノー
ド，ディストリクト，ランドマークに分類し，都市のイメージが個人の経験，属する社会階層などに
よってどのように異なるかを分析してメンタルマップ研究の先駆けをなした。タイム・ジオグラフィー
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とメンタルマップとは，このようにして人間の空間に対する働きかけの受動的側面と能動的側面とを，
それぞれ描き出したものとも言える。

タイム・ジオクラフィーの実証的研究

タイム・ジオグラフィーは人間の行動が時間的および空間的に制約を受けていることに注目しただけ
でなく，社会科学において，ともすれば見落とされがちであった空間の意味に注目した点で重要であ
る。社会的動物ともいわれる人間が社会化されるのは，時間的および空間的に一定の場所あるいは領域
に社会集団が共存することによってである。交通や通信が意味をもつのも，社会にとって空間が不可避
的な属性であるからである。社会的活動は絶えずある空間的な広がりをもっているし，個人は様々な広
がりの空間，すなわち領域に対してアイデンティティ（帰属意識）をもっている。
個人または集団の具体的なタイム・ジオグラフィーを分析することによって，都市計画に関する諸問

題，老人問題やフェミニズムに関わる諸問題などが分析されている。

メンタルマップの分析

すでに述べたように，メンタルマップには狭義の「頭のなかの地図」と空間選好の度合いを示した地
図とがある。これらは都市計画や地域計画にとっての重要な資料であるばかりでなく，社会的背景によ
る空間認知の相違，あるいは人間の成長過程における空間認知を分析する材料にもなっている。
タイム・ジオグラフィーもメンタルマップもこのようにして地理学的考察の対象として重要である

が，具体的な素材をどのようにして集めるか，また集められた素材がいかなる母集団をどのようにして
代表しているかという点で，多くの困難な問題をかかえている。

参考文献

ヘーゲルストラント（ヘーエルストランドとも仮名書きされる）の1970年発表の古典的論文は「地域
科学における人間」として荒井良雄・川口太郎・岡本耕平・神谷浩夫編訳『生活の空間 都市の時間』
（古今書院 1989）に収録されている。この本には，欧米におけるタイム・ジオグラフィーの都市社会史
あるいは都市計画への適用の事例がいくつか訳出されている。日本の大都市圏郊外における分析事例は
この 4人の編訳者によって書かれた『都市の空間と時間─生活活動の時間地理学─』（古今書院 1996）
として発表されている。その他の参考文献はこの二つの書物にあげられているもののほか，高橋伸夫編
『日本の生活空間』（古今書院 1990）がある。
行動地理学に関する新しい文献として岡本耕平『都市空間における認知と行動』（古今書院 2000）が

あり，この書物に引用文献としてあげられているものは日本語だけでも約50あって，この分野の研究が
着実に前進していることを示している。
リンチの古典的な書物はケヴィン・リンチ著／丹下建三・富田玲子訳『都市のイメージ』（岩波書店 

1965）として翻訳されている。また地理学者のP.Gouldがペリカン新書で一般読者向けに書いた本は
グールド著／奥野隆史・山本正三訳『頭の中の地図─メンタルマップ─』（朝倉書店 1981）として翻訳
されている。メンタルマップに関する実証的研究は中村豊・岡本耕平『メンタルマップ入門』（古今書
院 1993）で紹介されている。児童の空間認知とその発達については寺本潔『子どもの知覚環境─遊
び・地図・原風景をめぐる研究─』（地人書房 1997），寺本潔『子ども世界の原風景─こわい空間・楽
しい空間・わくわくする空間─』（黎明書房 1990），寺本潔『子ども世界の地図─秘密基地・子ども
道・お化け屋敷の織りなす空間─』（黎明書房 1988）で取り上げられている。
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タイム・ジオグラフィーの考え方は，社会科学，とくにギデンスの構造化理論に大きな影響を与えて
いるが，これについては野澤秀樹「社会理論と地理学─構造化理論の批判的検討─」『人間科学』（九州
大学 1995）創刊号に詳しい。

3．人文地理学における空間スケール

分布の説明原理のスケールによる違い

わかりやすい例として，日本の稲作はどこでなされているかという問いに答えることを考えてみよ
う。5,000万分の 1の地図の上で考えれば，稲作は北海道の一部を除く日本全域であまねくおこなわれ
るようになっていると言わねばならず，日本農業における稲作の重要性が指摘される。500万分の 1程
度のスケールで考えると，稲作は決して全国いたるところでおこなわれているのではなく，稲作の分布
は北海道および大都市圏を除き平野の分布と一致していることを言わなければならず，稲作にとって水
利の重要性が指摘される。50万分の 1程度のスケールで考えると，沖積平野では稲作が広く見られる
が，東日本では，平野といっても洪積台地上では稲作の広がりが非常に限定されていることを言わなけ
ればならず，東日本と西日本とのコントラストが指摘される 5万分 1の地形図や土地利用図を検討する
と，沖積平野でも自然堤防の上には水田はなく，最近数十年間の都市化によって，多くの水田が宅地や
工場用地になったこともわかる。5,000分の 1の地図の上では耕地が一筆ごとに示されているので，季
節による土地利用の状態の相違，各耕地ごとの所有・経営関係を分析することができる。
このようにして分布や空間的事象のひろがりを説明する場合にも，どのような空間的スケールでそれ

をするかということが，まず明示されなければならない。
説明原理が異なってくるのは，空間スケールについてのみでなく，時間的スケールについても言える

ことである。歴史的背景という場合にも，説明する事象によって考察すべき時間スケールが異なってく
る。そしてまた，考察すべき時間スケールと空間スケールとが密接に関連していることにも注目しなけ
ればならない。5,000万分の 1程度の空間スケールで，稲作が日本全国でなされるようになったという
ことの歴史的背景を考える場合の時間スケールは，先史時代にまで遡って100年きざみの時間スケー
ル，すなわち，19世紀末に北海道にまで稲作が広がり，20世紀中頃，第二次世界大戦後の開田政策と稲
の品種改良によって東北であまねく稲作がなされるようになったことを言わなければならない。この問
題はタイム・ジオグラフィーにおいて時間軸と空間軸とにどのような目盛りを付けるかという問題になる。

事象の空間的ひろがり

通勤・通学という人びとの日常的移動の範囲は，通常，生活圏とよばれているが，これは現代日本社
会においては，ほぼ半径50km以内におさまっている。この場合の時間軸は平日の24時間について見た
もので，週または月の尺度で個人の動きを見れば，余暇活動のためにさらに遠方まで移動するのが一般
的であろう。また平日の生活圏を見た場合，専業主婦の生活圏ははるかに限定されていて，働き手の男
性が何十km先の職場に往復できるのは，育児・家事等のために時空間的に制約された生活を強いられ
ているおかげである。百年前あるいは二百年前の日本人の日常的生活圏を考えれば，それははるかに小
さいものであったし，現代にあってもいくつかの途上国の場合，日常的生活圏が半径数十kmにおよぶ
階層と，公共交通機関さえその料金が懐にひびくので日常的移動がほとんど徒歩でなされ，したがって
生活圏の広がりはせいぜい半径数kmである階層との間に大きな格差が見られる。
人間の移動ではなく，直接的な経済取引という場合には，通信販売や金融機関との取引によって通常
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の個人の関係圏ははるかに広いものとなる。さらに現代日本人の身の回りを見渡した場合，直接取引を
したのではなくても，アジア各国で作られた衣料や家電製品，地球の裏側から輸入された食料品等々，
物流を通じて世界中と結びついていることが分かる。新聞，テレビ，インターネット等で結ばれている
情報ネットワークも，世界的な広がりをもっている。日常的生活圏が半径数km以内の途上国の貧困層
の場合にも，身の回りのものに関しては，世界的な広がりをもっている場合が多い。彼らが近くの路上
で求める日用品の由来も，彼らが関与しない流通機構を通じて，世界的な広がりをもっている。通信や
情報ネットワークを通じての結びつきに関しては，工業化諸国の住民と途上国の貧困層との間に，その
広がりにおいて大きな格差がある。

空間スケールによる社会問題の相違

人間が空間的な広がり，すなわち領域に対してアイデンティティをもつことはすでに指摘したが，ア
イデンティティの対象になる領域は重層的な広がりをもっている。
現代世界において，通常の個人は国籍選択の自由をもたず，他方で国家は納税・兵役など様々な義務

を課し，同時に個人は教育・保健などの面で国家の提供する様々な公共施設・公共サービスを利用しな
くては生きていけない。この意味で国家というナショナル・スケールは，人びとの生活にとって非常に
重要な意味をもっている。ナショナル・スケールでは，国家権力が存在するおかげで市民生活のナショ
ナル・ミニマムが維持され，社会階層間，あるいは国内諸地域間の格差・不平等があまりに大きくなる
と，国家そのものの存続が危なくなるので，一定の範囲内で，すなわちナショナル・ミニマムを実現す
るために，社会階層間，あるいは地域間での所得の再配分が行われる。
人びとの生活がモノ，あるいは情報の移動を通じて世界的な広がりをもっていることは，厳然たる事

実であるが，世界政府というものは存在せず，したがって国家の間の不平等，あるいは格差の是正は，
基本的に調整の機能しかもたない国際機関か，軍事力（戦争）や不完全競争のもとでの経済的圧力（産
油国のカルテル協定による石油危機などがその例）によるしかない。
ナショナル・スケールとグローバル・スケールとでは問題の性格が非常に異なり，したがって解決方

法も異なることは，環境問題を例にあげればよく分かる。環境汚染は外部不経済，あるいはマイナスの
外部経済とも考えられ，外部経済に一般的なこととして，市場機構はその効率的かつ公正な社会的配分
に失敗する，すなわち市場の失敗または市場の欠如（market failure）を引き起こすと言われている
が，一国内では政府による規制措置，制度的対応によって外部不経済を市場機構の中に取り込むことが
可能である。具体的な例を挙げれば，石油を燃やした煙，あるいは自動車の排ガスにおいて汚染物質の
濃度がある一定値以下でないといけないという法律を施行すれば，発電所は脱硫装置をつけるか，硫黄
分が少ないが高価な燃料を用いなければならず，自動車には触媒装置を付けなければならなくなる。そ
の費用は価格に上乗せされて，利用者が負担することになる。ただこの場合，国によって規制の基準に
相違があれば，生産者は環境を汚染する製造過程を，規制が弱い国に移すことになる。これがいわゆる
公害輸出と言われるものである。
大気汚染や海洋汚染は，酸性雨のことを考えれば明らかなように，国境を越えて広がる。また地球温

暖化の原因とされている炭酸ガスやフロンガスの問題は，それに対する規制を地球的規模ではからなけ
ればならないが，現実には，世界環境会議などの結論を各国が批准するのを待たなければならず，また
各国間の一人あたりエネルギー消費量には，生活水準の相違を反映した大きな格差があるので，世界各
国に一律の規制を求めれば，途上国側からは，現存する国家間の経済格差を固定することになるという
反発が出てくるし，工業化諸国に国民の生活水準を落としてでもエネルギー消費を減らせということ
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は，現実には不可能である（それを可能にするためには，一種の文化革命によって国民全部を洗脳する
か，独裁的な体制でそれを強制する，すなわちエコファシズムによらない限り不可能であろう）。ロー
カル・レベルにおいても，制度的規制によって環境問題を解決することは，ある程度まで可能である。
しかし，環境問題には，近接効果による外部経済，あるいは外部不経済として避けることができないも
のがある。飛行場や消防署はどこかに立地しなければならないが，近接する住民にとっては，それが提
供する便益よりも騒音に悩まされる不利益のほうが大きい。清掃工場や火葬場は，それが場所に与える
イメージからも，誰もが近くにあることを望まないが，どこかに建設されなければならない。公園は花
見時に酔っぱらいが多いということを別にすれば，近くにあるのにこしたことはないが，町中を全部公
園にするわけにはいかない。このような近接効果によって生じる外部経済および外部不経済は，補償や
見返りの便益を与える，あるいは固定資産税を加減するなどで，ある程度まで空間的平等化を図ること
ができるが，根本的な解決は不可能である。ただここで留意すべき重要なことは，社会階層間の不平等
が存在する限り，このような空間的不平等が，社会的不平等の反映という形をとるということである。
空港の騒音に悩まされる地区は，地価・家賃が安いために，所得水準の低い階層の住宅地となり，眺望
という外部経済を内部化できる公園に隣接した場所には，高級高層マンションが建設され，所得水準の
高い階層の住宅地になるというのが，この具体的事例である。

地域区分に関する問題

地理学において地域区分（regionalization）は，常に重要な問題とされてきた。地理学の概説書には
しばしば，地域には等質地域，結節地域，行政地域の相違があると記されているが，この区別にはそれ
ほど意味がない。結節地域としてあげられる商圏や通勤圏の場合にも，見方を変えれば，ある中心地か
ら財やサービスが供給される範囲あるいはある中心地に通勤する人口が一定のパーセント以上であると
いう等質地域であり，行政地域であっても，共通の行政サービス，あるいは地方行政制度が及んでいる
範囲として，等質地域とみなすことができる。また等質性は，ある時点における等質性が見出されると
いう点に関してのみでなく，一定期間における変化のパターンについていうことも可能である（NIEs

という捉え方は，工業化あるいは所得の水準が工業化諸国と途上国の中間にあるというよりも，変化の
類型であると考えられる）。
地域区分に関して最も重要なことは，ここで問題にしている空間スケールの相違によって，地域区分

や方法も異なってくるし，そこで類型化される地域の本質に大きな相違があるということである。農業
地域区分を例にとれば，世界の農業区分を行えば，日本はモンスーンアジア稲作農業地域とか，家族労
働小規模経営卓越地域とか，いずれにせよ一つから三つくらいの地域にしか区分されないであろう。と
ころがナショナル･スケールで日本の農業地域区分をしようとすれば，もちろんどのような基準によっ
てそれを行うかによって様々な地域区分が可能であるが，日本は数個から十数個の地域に区分されるで
あろう。さらにローカル・スケールで農業地域区分を行おうとすれば，県単位での，具体的には50万分
の 1程度のスケールから，市町村単位の，具体的には5万分の 1から 2万 5千分の 1程度のスケールを
経て，農地が一筆ごとに区分される 5千分の 1のスケールにいたるまで，農業地域区分の基準も，また
区分される地域の類型も非常に異なってくることは明らかである。ローカル・スケールで地域区分をす
る場合には，家族労働小規模経営とかいう基準は意味をもたないし，稲作農業というのではなく，稲作
が単作か，あるいはどのような作物と結びついているかということが意味をもつことになる。
地域区分に関して，もう一つ留意しなければならない事は，そこで設定される地域は通常は閉曲線で

囲まれ空間単位であるということである。地域区分データの操作によってなされる限り，そこで類型化
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された地域は，しばしばそこに住む住民によっては意識されず，また住民がその地域に対して帰属意識
を持っているわけでもない。農業地域区分からすれば，世田谷区や調布市は都市農業地域とされるであ
ろうが（N.B.8）決して近郊農業地域ではない），大部分の住民は農業とは無関係であるし，また農業に
従事している人たちのかなりの部分は，資産として農地を保持していたり，あるいは生産緑地の指定を
受けて固定資産税を軽減するために農業を続けている。
さらに大きな問題は，事象の現実の分布状態に線を引くということは，あくまで操作上のことである

ということである。ところがこの線が国境線のように政治的，経済的さらには軍事的な意味をもつ場合
には，大きな問題が生じることになる。言語，宗教などによるエスニシティの分布は，一線で画される
ようなものではないが，そこに国境線が設けられると，マジョリティに対してマイノリティが存在する
ことになる。旧ユーゴスラビアをはじめとする世界各地における，いわゆる民族問題の多くは，このよ
うにしてつくりだされたエスニック・マイノリティの悲劇である。地域区分が権力を通じて現実化され
る場合には，常にこのような危険を伴うのである。

グローバリゼーションと空間スケール

日本だけでなく世界各国で1980年代になると，国際化（internationalization）ということが，スロー
ガンとしてさかんに言われるようになり，さらに1990年代になると，避けることのできない潮流，ある
いは外圧としてグローバリゼーション（globalization, mondialisation）がさかんに議論されるように
なった。そして2000年のシアトルにおけるWTO会議にはじまって，2001年 5月 1日のロンドンにおけ
る抗議集会にいたるまで，世界における不平等を助長するものとして，グローバリゼーションに対する
反対運動がさかんになされるようになった。このような新しい動向は何よりも空間スケールに関するこ
とであるので，人文地理学にとっての重要な問題である。

18世紀末，革命後フランスに誕生した共和国にはじまる国家は，しばしば国民国家（nation-state, 

état-nation）と呼ばれる。国家はいわば運命共同体としての国民からなり，国民は何らかのかたちで全
員が国政に参加する権利をもつとともに兵役，納税をはじめとする国家に対する義務をおっているとい
う原則のうえに国民国家は成り立っている。現代世界において，人類の大部分にとって国籍選択の自由
はなく，また国境線はモノ・ヒト・カネを選択的にしか通さないという意味で，ナショナル・スケール
は，すでに指摘したように，現代世界において圧倒的に重要な意味をもってきた。第二次世界大戦後の
IMF体制のもとでモノとカネとの流動性が高まり，資本（これはカネの一形態である）が国境を越えて
活動する（多国籍企業化）ようになり，またいくつかの工業化諸国や産油国において労働力の不足（絶
対的な不足ではなく，ある種の労働力の不足）が国民経済成長のボトルネックになるとともに，資本と
労働力の流動化が進められるようになった。このような事態に対して，経済的のみでなく，社会的，文
化的にも対応しなければならないという要請から出てきたのが国際化である。国際化はあくまで主権国
家のイニシアティヴでなされるものと了解されていた。
資本と労働力の流動化のみでなく，債務関係を通じての国家間の経済的・金融的結びつきが強くなる

とともに，広域経済圏が各地で見られるようになるとともに，経済・金融政策に関して世界銀行やIMF

などの国際機関の指導・介入が頻繁にみられるようになった。広域経済圏として顕著なのは，もっとも
歴史が古く，また労働力・商品（サービスをふくむ）・資本の移動の自由化のみでなく，通貨統合と，
部分的ではあるが政治的統合を目指すという点でもっとも進んでいるのはEUである。また国際機関の
介入が顕著だったのは，国際的債務問題に関してである。IMFと世界銀行の指導で，いくつかの国にお
いて債務問題が解決に向かっていることはたしかである。これらのことは他面では従来の主権国家の権
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限の後退または制限を意味する。
ナショナル・スケールの役割が減少するということは，国境を越えたという意味でのグローバル・ス

ケールの役割の増大を意味している。ナショナル・スケールの役割の減少は，同時にもっと小さな空間
単位，ローカル・スケールが社会的・経済的単位として重要な意味をもつことを結果したが，同時に従
来主権国家がおこなってきた所得再配分政策，空間的平等化がおこないにくくなってきたことをも意味
している。EC・EUにおける共通地域政策がその例である。ローカル・スケール，地方政府（地方自治
体）の自治権の拡大，場合によっては分離・独立運動の激化などが指摘される。主権国家の地域間所得
再配分政策の後退は，地域間格差の増大をもたらすし，国際機関が経済・金融政策に対する発言権を強
めたことは，この傾向をさらに助長した。現在，西アフリカの諸国あるいは諸地域をはじめとする世界
のいくつかの場所が，世界銀行などによって，投資の回収の見込みがないとみなされて，投資の対象地
域から除外され，いわば見放されているのがその例である。ナショナルに代わってグローバルとローカ
ルなものの意味が増大する現象をグローカリゼーションと呼ぶことがあるが，グローカルはナショナル
なレベルでも，グローバルなレベルでも，地域間格差の増大を意味している。グローバルなレベルでの
地域間格差の増大を見るためには，相対的に貧しい国の通貨価値の下落が著しいことも念頭におかなけ
ればならない。また格差という場合，所得間格差のみでなく，情報格差（情報へのアクセスの機会の格
差），福祉格差などにも注目しなければならない。
グローカリゼーションの帰結として，さらに注目しなければならないのは，階層間格差の増大であ

る。ひとつの国，ひとつの地域のなかでもグローバル・スケールで展開する経済循環のなかにある少数
の人たちと，それから除外された多数の人たちとの格差は，規制緩和をはじめとする新自由主義的諸政
策の結果として増大したし，それを示す実証的研究もいくつかなされている。1930年代から1970年代初
めまでは，資本主義国家は公共投資によって国民経済の安定的成長を維持するとともに，それが階層間
格差を縮小する福祉国家の実現，階層間の対立の減少をもたらしていたが，経済の成長が鈍化した1970

年代の中頃から，そのような公共投資による経済成長の維持と福祉国家の実現が，多くの国において困
難になった。1980年代末の社会主義体制の崩壊は，市場機構の外でではあるが，ある程度実現されてい
た階層間の平等化を一挙に市場機構の荒波にさらし，階層間および地域間格差の増大をもたらすことに
なった。
どのような空間スケールで規制が実現され，所得・富の再配分がなされるかということが人びとの生

活にとってまず重要であることは，以上のことからも明らかである。空間スケールは，問題の説明に
とって重要であるばかりでなく，どのような空間で政策が実現されるかという実践的課題でもある。現
代世界においては，このようにしてスケールの政策が重要な意味をもつのである。

参考文献

スケールの問題を意識した人文地理学の概説書としては，浮田典良『地理学入門─マルティ・スケー
ル・ジオグラフィ─』（大明堂 1995）がある。社会問題のスケールによる相違を取り扱ったものとして
は，D.M. スミス著／竹内啓一監訳『不平等の地理学─みどりこきはいずこ─』（古今書院 1985）があ
るし，私の著書『地域問題の形成と展開─南イタリア研究─』（大明堂 1998）の第1章でこの問題が考
察されている。
エスニック・マイノリティに関しては，ボスニア問題，コソボ問題，クルド問題など世界各地のいわ

ゆる民族問題に関連して，沢山の文献がある。中学，高校の地理の教科書において，民族あるいはエス
ニシティに関する記述がかなり曖昧であるので，それを批判的に読み直すことも必要である。ヨーロッ
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パにおけるエスニシティに関しては，宮島喬・梶田孝道編『統合と分化のなかのヨーロッパ』（有信堂
高文社 1991），宮島喬・梶田孝道編『現代ヨーロッパの地域と国家─変容する「中心－周辺」問題への
視角─』（有信堂高文社 1988）の諸論文が参考になる。
グローバリゼーションあるいはグローカリゼーションの問題に関しては，以下の文献が参考になる。

伊豫谷登志翁『変貌する世界都市─都市と人のグローバリゼーション─』（有斐閣 1993），T. へイウッ
ド著／岡沢和世訳『インフォ・リッチ インフォ・プア─情報社会のグローバリゼーション─』（敬文堂 

1997），B.J. コーヘン著／本山美彦監訳・宮崎真紀訳『通貨の地理学─通貨のグローバリゼーションが
生む国際関係─』（シュプリンガー・フェアラーク東京 2000），秋元英一編『グローバリゼーションと
国民経済の選択』（東京大学出版会 2001），毛利良一『グローバリゼーションとIMF・世界銀行』（大月
書店 2001），加藤義喜・青木一能編『グローバリゼーションの光と影─21世紀世界の経済・政治・社会
─』（文眞堂 2001），萩原康生『国際社会開発─グローバリゼーションと社会福祉問題─』（明石書店 

2001），本山美彦編『グローバリズムの衝撃』（東洋経済新報社 2001）。

『ジオグラフィックパル』参考箇所

直接に，スケールの問題，地域区分の問題を取り扱ってはいないが，「第6章4. 論文のための地図の
作成」および「第7章2.1 統計の地区単位」が参考になるので，読んでおくこと。

4．場所の意味

生きられた空間という考え方

メンタルマップは，人間は空間のなかに存在するのみでなく，それを経験し，認知するのだという考
え方にもとづいている。メンタルマップは認知された空間の表現であるから，それぞれの個人体験，知
識，置かれている社会的状況によって異なるし，またそれぞれの個人が属する社会集団（階級，職業，
年齢階層など）に特徴的な社会的性格を共有することによって，社会的な意味をも持っている。タイ
ム・ジオグラフィー，メンタルマップなどが1970年代になって地理学の重要なテーマになった一つの理
由は，1950年代，60年代を通じて，抽象的な理論モデルの妥当性を大量のデータの数学的・計量的処理
によって検証する計量地理学，あるいは理論地理学が，人間の実存的側面，感性・主観をもって行動す
るという人間主義的（humanistic）側面を等閑視していたことに対する反省がなされたことにあった。
同時に，それまでの地理学が計量化しうる対象のみを取り扱って，社会的に重要な問題（social rele-

vancy），弱者・少数者の権利回復，さまざまな空間スケールで存在する社会空間的不平等などの問題に
対して無力・無関心であったことに対する批判も，そのような地理学の人間主義的反省を促すことに
なった。
メンタルマップは空間認知の表現という意味では，環境，空間に対する人間の側の立場は受動的であ

るが，1970年代になると「生きる」という言葉を他動詞として用いて「生きられた空間」という表現が
用いられるようになった。個人あるいは社会集団は，空間を生きることによって空間に意味を与える，
換言すれば生きられることによって空間は個人あるいは社会集団にとって意味をもったものになるので
ある。生きられた空間は，もはや単なる物理的空間ではないので，そのような意味をもった空間として
「場所」‘place’という用語が用いられるようになった。伝統的な地理学において，「地域」‘region’
という用語が，客観的に認識される空間の単位として，多様な空間スケールで用いられていたが，意味
を与えられた空間としての「場所」もまた，大陸，国家などのマクロ・スケールから特定の建物のミク



57― ―

ロ・スケールに至るまでの多様な空間スケールに関して用いられる。

トポフィリアまたはgeopiety
中国出身で，ずっとアメリカで活躍した段義孚（Yi-Fu Tuan）は，1972年に発表された同題名の著書

で，topophiliaという用語を用い，人びとと場所との間には本来的に愛着の感情が生じるものであり，
これは風景への美的感情，故郷あるいは住み慣れた土地への帰属意識などのかたちをとるものであるか
ら，地理学の理論面あるいは地域計画や環境政策などの応用面においても，このようなトポフィリアの
内容形成のメカニズムなどを分析しなければならないと論じた。トポフィリアが文化あるいは文明ごと
に異なることは，「美しい風景」が文化ごとに異なることからも明らかである。トゥワンは同時にジオ
パイエティという用語も用い，pietyという英語が意味するように，これは尊敬，愛情，畏怖の感情が
一体となったもので，人びとは国家から村レベルに至るまでの自分の帰属する場所へのpietyをもつこ
とを指摘し，日本の氏神または道租神信仰にも言及した。工業化社会において，人間にとって不可欠な
場所の意味が，画一化によって失われることを，レルフは1973年に提出された博士論文において指摘
し，「没場所性」placelessnessという言葉を用いた。
場所が意味をもつものであるという主張は，地理学のみでなく，社会科学，人文科学の広い分野に影

響を与え，場所のもつ意味についての研究が盛んになされるにようになった。トゥワンの書物も数多く
日本語に訳されているが，その訳者の大部分は地理学者ではない。
場所の意味は社会的・文化的なものである。イングランドの人たちにとって，ノースというとき，そ

れは外国人には容易に理解できないが，彼らには共通の独特のひびきを持っている。場所のそのように
社会化された意味も，時代とともに変化する。アメリカ人にとって「西部」が持つ意味の，現在にいた
るまでの300年間の変遷を見ればこのことは明らかである。

場所の生産と商品化

個人または社会集団は，生きることによって場所に意味を与えるが，さまざまな場所がもっている意
味は，個人や社会集団の経験のみによってつくられるのではなく，個人または社会集団に与えられるさ
まざまな情報によってもかたちづくられる。近代国民国家において，国民が国家に対して強力な帰属意
識をもつことが要請され，すでにみたように，学校教育における教科としての地理は，国土への愛着を
子どものときから育てることによって国民の創造に重要な役割を果たした。この意味で，場所の意味は
イデオロギーとしての性格を持ち，権力によって操作される。
風景観は文化であるが，日本人にとって美しい風景の内容が明治以降かなり変わったのを見ても明ら

かなように，場所の意味は絶えず生産・再生産されなければならないし，上に見たように，社会の変化
とともに場所の意味も変化する。軽井沢や清里などの高級避暑地・観光地としてのイメージが形成され
たのは，それぞれ最近100年あるいは30年ぐらいのことであったが（プラスのイメージ形成の過程で，
その範囲も拡大した），このような場所イメージの形成は，経済的利益が結び付いていた。ガイドブッ
ク，文学作品，さまざまな月刊誌，週刊誌などを通じての場所イメージの形成に関する研究は多いし，
また文学・絵画・写真作品をテキストとして分析することによって，それぞれの作家による場所への意
味づけ・場所イメージを分析した研究も多い。情報によって場所の意味の操作がなされるだけでなく，
都市計画，記念碑的建造物の実現も，権力による場所イメージ操作の手段となる。オスマンによるパリ
改造計画，パリコミューン後のサクレ・ケール教会建設がそのよい例である。
歴史的に見れば，場所イメージの形成に大きな意味を持ったものとして，宗教やコスモロジーなどが



58― ―

あったが，現代社会にあっては政治権力あるいは経済的利害が重要な役割を果たしている。

場所イメージによる他者

明治初期に小学校の地理教科書として用いられていた福澤諭吉の『世界国尽』の記述の基本にあるの
は，日本はこれから文明開化して，欧米の先進諸国の仲間入りをしなければならない，そしてアヘン戦
争に敗れて香港をイギリスに取られた中国のようになってもいけない，また未開・野蛮な状態にある大
部分のアジア・アフリカ諸国の真似をしてもならないという主張であり，イギリス，アメリカ，フラン
スを見習うべき対象として，アジア・アフリカ諸国をもって他山の石とするという記述に満ちあふれて
いた。このようにして，ある国民は自分以外の他の場所に対してかなりステレオタイプ化された意味づ
け，イメージを持ちがちである。日本人のアジア諸国に対するスペリオリティ・コンプレックスは，
まったく明治以後のものであるが，第二次大戦のときまで明瞭に，そして現在に至るまで日本人の意識
の深いところで生き続けてきたことを反省しなければならない。
パレスチナ人（現在イスラエル領のアラブ系住民）出身でアメリカで英文学を講じるサイードは，

1978年に『オリエンタリズム』と題する本を発表し，ここにおいてヨーロッパ人が18世紀末以来，パレ
スチナをはじめとするオリエントと呼ばれる土地に対してステレオタイプ化された固定イメージを持つ
ようになり，これがヨーロッパ中心主義を再生産する基礎になったことを指摘した。オリエンタリズム
という用語は，狭義のオリエント以外にも拡大して適用されるようになり，植民地体制が制度的には崩
壊したポスト・コロニアルな状況のもとにおいても，ヨーロッパ優越主義，ヨーロッパ中心主義の基礎
をなしていた。スペイン人のオリエンタリズムの対象がモロッコで，ロシア人のそれがザカフカス9），
中央アジアであったように，アジアは近代日本のオリエンタリズムの対象だったのである。オリエント
というあらゆるマイナスイメージをともなった「想像の地理」がヨーロッパ人のアイデンティティ再生
産に重要な役割を果たしたことを敷衍すれば，ナショナリズムは「想像の共同体」だけでなく「想像の
地理」にも基礎を置くのであり，これは地理学の重要なテーマになる。
他者イメージが，アイデンティティ形成の重要な契機になることをさらに深めて考察すれば，「内な

る他者」すなわち見近な他者，弱者・マイノリティの問題をその関連で考察しなければならないが，そ
の考察は別の機会にゆずって，ここでは間題点の指摘にとどめておく。

参考文献

日本でhumanistic geographyが体系的に紹介されるようになったのは，山野正彦（1979）10）および竹
内啓一（1979）11），竹内啓一（1980）12）以降のことであるが，1975年に出版されたポール・クラヴァル著
／竹内啓一訳『現代地理学の論理─その学説史的展望─』（大明堂 1975）にその動向が紹介されてい
た。千田稔訳編『地図のかなたに─論集景観の思想─』（地人書房 1981）には，D. ハーヴェイのサク
ル・ケール教会建設の経緯に関する論文を含めてこの傾向の論文が収められている。
トゥワンの日本語訳としては以下のものがある。山本浩訳『空間の経験─身体から都市へ─』（筑摩

書房 1988），片岡しのぶ・金利光訳『愛と支配の博物誌─ペットの王宮・奇型の庭園─』（工作舎 

1988），金利光訳『恐怖の博物誌─人間を駆り立てるマイナスの想像力─』(工作舎 1991），山本浩訳
『モラリティと想像力の文化史─進歩のパラドクス─』（筑摩書房 1991），小野有五・阿部一訳『トポ
フィリア─人間と環境─』（せりか書房 1992），阿部一訳『個人空間の誕生─食卓・家庭・劇場・世界
─』（せりか書房 1993），阿部一訳『コスモポリタンの空間─コスモスと炉端─』（せりか書房 1997）。
レルフの著書の日本語訳としては以下のものがある。高野岳彦・阿部隆・石山美也子訳『場所の現象
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学─没場所性を越えて─』（筑摩書房 1991），高野岳彦・神谷浩夫・岩瀬寛之訳『都市景観の20世紀─
モダンとポストモダンのトータルウォッチング─』（筑摩書房 1999）。
フランスの地理学者オギュスタン・ベルクの以下の文献も参考になる。篠田勝英訳『日本の風景・西

欧の景観─そして造景の時代─』（講談社 1990），宮原信訳『空間の日本文化』（筑摩書房 1994）13），篠
田勝英訳『都市のコスモロジー─日・米・欧都市比較─』（講談社 1993），宮原信・荒木亨訳『都市の
日本─所作から共同体へ─』（筑摩書房 1996），篠田勝英訳『地球と存在の哲学─環境倫理を越えて─』
（筑摩書房 1996），篠田勝英訳『風土の日本─自然と文化の通態─』（筑摩書房 1992），『日本の風土性』
（日本放送出版協会 1995）。
文学作品における場所イメージについては，前田愛など多くの研究があるが，地理学者によるものと

して次のものがある。杉浦芳夫『文学のなかの地理空間─東京とその近傍─』（古今書院 1992）14），杉
浦芳夫編『文学　人　地域─越境する地理学─』（古今書院 1995）15）。
歴史地理学的関心に発している論文が多く，また絵画作品を素材にしたものが多いが，Ｄ. コスグ

ローブとＳ. ダニエルスが編集した論文集，千田稔・内田忠賢監訳『風景の図像学』（地人書房 2001）
は場所の意味について考える際，参考になる論文が多く収められている。
オリエンタリズムに関しては次の文献がある。エドワード・Ｗ・サイード著／今沢紀子訳『オリエン

タリズム』（平凡社 1986），弥永信美『幻想の東洋─オリエンタリズムの系譜─』（青土舎 1987），ポー
ル・Ａ・コーエン著／佐藤慎一訳『知の帝国主義─オリエンタリズムと中国像─』（平凡社 1988），姜
尚中『オリエンタリズムの彼方へ─近代文化批判─』（岩波書店 1998），青木保『逆光のオリエンタリ
ズム』（岩波書店 1998），駒井洋編『脱オリエンタリズムとしての社会知─社会科学の非西欧的パラダ
イムの可能性─』（ミネルヴァ書房 1998），春田直樹『オセアニア・オリエンタリズム』（世界思想社 

1999），稲賀繁美『絵画の東方─オリエンタリズムからジャポニスムへ─』（名古屋大学出版会 1999），
カルパナ・サーヘニー著／松井秀和訳『ロシアのオリエンタリズム─民族迫害の思想と歴史─』（柏書
房 2000），ジョン・トムリンソン著／片岡信訳『文化帝国主義』（青土社 1993），花田達明・吉見俊
哉・コリン・スパークス編『カルチュラル・スタディーズとの対話』（新曜社 1999），複数文化研究会
編『〈複数文化〉のために─ポストコロニアリズムとクレオール性の現在─』（人文書院 1998），太田好
信『トランスポジションの思想─文化人類学の再想像─』（世界思想社 1998），伊豫谷登士翁・酒井直
樹・テッサ・モリス＝スズキ編『グローバリゼーションのなかのアジア─カルチュラル・スタディーズ
の現在─』（未來社 1998），『現代思想 特集サイード─オリエンタリズム以後─』（vol. 23－03）（青土社 

1995）。
日本において，場所の意味を分析した先駆的な研究としては，原田ひとみ，竹内啓一16），寺本潔，内

田順文，内田忠賢，成瀬厚などによる個別論文があるし，新しい地理学世代によるものとしては，荒山
正彦・大城直樹編『空間から場所へ─地理学的想像力の探求─』（古今書院 1998）17）の諸論文，この本
の著者たちの個別論文がある。

『ジオグラフィックパル』参考箇所18）

キーワード中，「風水地理説」，「複雑系」「コスモロジー」，「エスニシティ」，「オーセンシティ」「言
説分析」，「記号論」，「象徴空間」，「場所のイメージ」，「場所のポリティックス」，「ボーダレス化」，「メ
タ地図学」，「領域性」が，これまでの講義と関連する。繰り返し読み，書かれている内容を理解するよ
うにすること。
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5．集落について

集落の普遍性と多様性

「集落地理学」という言葉は，「集落史」とともに19世紀末から欧米の学会で用いられるようになっ
た。ここで集落（聚落とも書かれる）とは，人類が居住する（「地表を占拠するoccupy」という堅い表
現も用いられる）際には，家族単位によってではなく，地縁的な，場合によっては血縁的でもある共同
体を単位にするので，このような居住の単位になる社会単位を意味している。通常はこのような居住の
単位は，形態的にも一つのまとまりを地表に刻印している。集落が猿と共通の先祖である類人猿のもの
から連続して存在したかどうかについては，議論の余地があるが，集落の形成ということは，人類社会
にとって，古今東西を問わず普遍的なものである。
理論的には，集落には恒久的なものと一時的なものとがある。移動的な生活をする社会集団（nomad

遊牧民，pastoral nomadに限らず，nomadにはさまざまな生活様式のものがあり，maritime nomadは海
上生活者集団のことであって海上遊牧民ではない）の場合でも，毎日宿泊地を変えるのではなく，一定
期間，定住集落をもつ。どの程度の期間から恒常的集落と見なすには，厳密な基準はない。また移牧
（transhumance）民の場合のように，集落の構成員の一部は恒常的集落にとどまるか，一部は季節的に
移動的な生活をする場合もある。農耕の開始，すなわち作物の栽培と家畜の飼育（トナカイ遊牧民のよ
うに，伝統的にはその生活に農耕生産物を全く必要としない例外的事例はあるが，多くの遊牧民が牧畜
生産物と交換に農耕生産物を入手して消費していることから，農耕の起源は牧畜の起源に先行すると考
えられている）は人類社会にとって最初の，そしてまた最も基本的な社会的分業と考えられる。社会
が，自ら食料の獲得に明け暮れなくてもよい人びとを産み出した，すなわち農業生産力が剰余生産物を
産み出し，交換または支配（暴力による強制）により，そのような農業生産物を入手して生きていく社
会の一部分の存在を可能にしたのである。人類史において画期的な，この作物の栽培と家畜の飼育の発
生を，農業革命と呼ぶこともある。農業革命は地球上の一地点で起こって，それが世界中に伝播したと
いうものではなく，世界各地で独立して実現されたものであることは，大航海時代以前の諸大陸におけ
る作物と家畜の分布をみると，それぞれ共通した作物・家畜をほとんどもたなかった，すなわち独立し
た農業文化圏が存在していたことからも明らかである。
農耕にしても，牧畜にしても，一定面積の土地の広がりを必要とする。現代の技術をもってしては可

能であるが，基本的に農業や牧畜は二階建て，三階建てで営むことはできない。これに対して農業以外
の活動，製造業や行政・宗教サービスの提供などは，土地の面積的広がりを必要としない（二階建て，
三階建てでも可能であるが，食料の提供を受ける領域，商圏や領地を必要とする）。このようにして土
地を利用する，あるいは土地を占拠する方式がまったく異なるので，農業従事者（食料生産者）と食料
生産から解放された人たちの集落は空間的に分離し，異なった形態をとることになる。これをムラとマ
チと呼んでも良いし，村落と都市と呼んでも良いが，集落に村落と都市の二大類型があることもまた，
農業革命を経た人類にとって，古今東西を問わず普遍的なことである。伝統的には東アフリカには都市
は存在しなかったということがよく言われるが，これはヨーロッパ的な基準から見た都市，かなり広い
領域から社会的剰余を集め，したがって建造環境の規模からも，人口規模からも，かなり大規模な都市
はヨーロッパ人によって植民都市が建設されるようになるまで東アフリカには存在しなかったが，小規
模な交易・当地の中心地に食糧生産に従事しない人達が集住したという意味での都市ならば，東アフリ
カにおいても先史時代から存在していたのである。
このようにして都市について見れば，広大な領域の政治的・経済的中心として君臨した大都市をもつ
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ような文明もあったし，小規模な交易の拠点や小さな政治的領域の中心しかもたなかった文明もある。
都市の形態について見れば，小さな都市ならば自然発生的・自然成長的に形成されたであろうが，一定
規模以上の都市の場合には権力を背景にした計画というものが都市の形成にとって不可欠になる。計画
的につくられた都市であっても道路網やさまざま施設・建物配置などにそれぞれの文明の特色が刻印さ
れている。都市生活においては，道路や水道などの諸施設など集団的に使用され，個人的・私的に建設
することが不可能または効率が大変に悪いものが多い。現代都市においては，このような施設とそれが
もたらすサービスは社会資本や公共サービスの名前で呼ばれているが，歴史的に見れば，このような集
団的消費財は文明によりそれぞれ独自の形態をもっていた。
社会資本または集団的消費財（厳密には同一ではない）はかなり長期間にわたって利用される耐久財

または固定資本という性格をもつが，都市は統治の中心，土地所有者など社会的に寄生する階層の居住
地であるため社会的剰余が集められ，蓄積される場所でもある。このような社会的剰余は社会資本とし
てのみでなく，宮殿など私的な建造物のかたちをもとる。都市は巨大な建造環境である場合が多いが，
都市の建造物は巨大なモニュメント，豪壮な宮殿のように機能のためだけではなく，統治者，あるいは
それを所有し，そこに住む人たちに社会的権威（権威は権力の重要な源泉となる）を与えるという象徴
的役割をもつ。あるいはその表象が場所イメージをつくり出すイデオロギーとして機能すると言っても
よい。どのような建造環境が，どのような権威を象徴するかということもまた，それぞれの文明のもと
において異なる価値体系によっている。
都市に比して村落の形態はその経済的機能と密接に結び付いている。しかし歴史的に見れば，場所に

よって作物や家畜の種類が非常に異なっていたのであるから，そのことだけからも村落の形態，機能も
場所・時代によって多様である。

マチとムラとの関係

統治や地代の徴収ということをも，行政的・管理的サービスの提供という経済学のタームで理解すれ
ば，都市と村落との関係は補完的である。すなわち都市は商業（製造業者と商人との取引は都市内で，
あるいは都市間で完結していると考える）およびその他のサービスの提供（「財貨およびサービスの提
供」と経済学的に表現される）と交換に，農業生産物（単純に考えれば，食料ということになるが，複
雑化した社会では工業原料も含まれることになる）の供給を受けなければならない。
都市に大小の違いがあることは，現実的に観察されることであるが，ドイツの地理学者W. クリスタ

ラーは，1933年に発表された著書（江沢譲爾訳『都市の立地と発展』大明堂 1969）において全く等質
な空間を前提にし，それぞれの財貨およびサービスの到達範囲には上限（距離の摩擦のためにそれ以上
は到達できない値）と下限（閾値，それより小さな領域では経済活動として成立しない値）があるとい
うことを理論的考察の出発点にすれば，都市（クリスタラーは都市という多様な属性を含意する言葉を
さけて，中心地という用語を用いた）の領域は正六角形になり，多くの一種類の財貨およびサービスを
提供する都市は大きな領域の中心に位置することになるから，正六角形をもつ都市の配置は，重層的か
つ幾何学的なものとなり，都市には多種類の財貨およびサービスを提供する高いランクの都市から，限
られた日常的な財貨およびサービスを提供する低いランクの都市までが存在することになることを理論
的に結論した。クリスタラーが現在では古典になっているこの著書でしたことは，このようにして等質
空間というある意味では極度に抽象的な前提から導き出される理論モデルが，南ドイツの都市の分布お
よび大小関係において検証されることを示すことであった。
第二次世界大戦後，世界各地において，都市の配列と大小関係にクリスタラー的な秩序が存在するこ



図 6　Theoretical spatial arrangement of the market areas of competing producers of 
　　　the same good
(a)Population of interstitial areas is unserved; (b)Overlap of circular market areas results in competition between 

producers; (c)One suitable solution: hexagonal market areas.

Source: P.Dicken and P.E.Lloyd 1990. Location in space, third edition. Harper Collins, p.24.

図 7　A hierarchical spatial arrangement of central places according to Christaller’s 
　　　k=3 principal
Source: P.Dicken and P.E.Lloyd 1990. Location in space, third edition. Harper Collins, p.27.（90％縮小）
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とを検証する研究が多くなされた。クリスタラーの理論によれば，都市が提供する財貨およびサービス
の種類の数（いわば都市のサイズ）は不連続的に変化するはずであるが，都市の人口規模をそのランク
順に並べれば，かなり連統的である（そこにはrank-size ruleと呼ばれる関係式で示される規則牲がある
ことも検証されている）が，詳細に観察すれば，ランクとサイズの関係に不連続点，すなわちクリスタ
ラーによる中心地の階層性の相違が認められることも検証されている。
クリスタラーが都市はその領域との関係において成立していることを前提にしつつも，もっぱら都市

が作り出すネットワークに注目したのに対して，J.H. チューネン（von Thünen）は1820年代に自らの
農場経営者としての経験にもとづいて，全く等質な空間を前提にすれば消費地である都市への農産物の
輸送費が距離にともなって増大すること，しかし距離の摩擦が増大する程度は作物または経営形態の相
違によって異なることから，異なった土地利用形式が，都市を中心にして同心円状に配列することを示



図 8　Rank-size relationships in the urban systems of the United States(1984) and Canada(1981)
Source: P.Dicken and P.E.Lloyd 1990. Location in space, third edition. Harper Collins, p.44.（80％縮小）

表 1　Relationship between the order of a good and the central place hierarchy

Source: P.Dicken and P.E.Lloyd 1990. Location in space, third edition. Harper Collins, p.26.（90％縮小）
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した。結果的にチューネンは，農業生産物の市場が都市であるということを出発点にして，農業立地論
を展開したわけである。また土地の肥沃土やその他の土地条件とは独立に位置の相違が都市までの輪送
費の違いをうみ，それによっていわば位置地代が成立することを示したのである。
地代が土地利用者による付け値競争の結果として土地所有者によって取得されるという理論モデルを



図10　Range of services and thresholds of demand
Source: B.J.L.Berry and F.E.Horton 1970. Geographic perspectives on urban systems, with integrated 

Source: readings. Prentice-Hall, p.198.（85％縮小）

図 9　Rank-size relationship for cities of the Portuguese colonial system
Source: B.J.L.Berry 1973. The human consequences of urbanisation. Macmillan, p.98.（90％縮小）
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表 2　Feudi con produzione annua superiore a centomila koku e loro jokamachi
　　　nel 1813（Fujioka 1980）

Source: Keiichi Takeuchi 2000. “Il Castello e il paesaggio rurale e urbano in Giappone”. G.Arena, A.Riggio e 

            P.Visocchi(a cura di), Atti del primo seminario di geografia storica. Perugia, p.205.
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図11　Rapporto ordine-dimensione demografica delle città giapponesi
Source: Keiichi Takeuchi 2000. “Il Castello e il paesaggio rurale e urbano in Giappone”,G.Arena, A.Riggio e 

            P.Visocchi(a cura di), Atti del primo seminario di geografia storica. Perugia, p.206.

図12　Location rent curves and production zones for milk, potatoes, and wheat
Source: P.Dicken and P.E.Lloyd 1990. Location in space, third edition. Harper Collins, p.56.
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考えれば，中心地の周囲に同心円上に多様な土地利用が規則的に配列するということは，農業について
のみでなく都市内の土地利用の差別化についてもいうことができる。都心は都市域内のあらゆる場所に
対して接近性（アクセシビリティ）が高いので，高い地代または地代が資本還元化されたものである地



図13　A generalized urban land value surface
Source:  P.Dicken and P.E.Lloyd 1990. Location in space, third 

edition. Harper Collins, p.73.（90％縮小）

図14　Relationship between location rent and the spatial organization of land uses
図14　within an urban center

Source: P.Dicken and P.E.Lloyd 1990. Location in space, third edition. Harper Collins, p.69.
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価を支払う能力のある機能によって利用され，CBDが成立する。外線部には高い地価を支払う能力の
ない土地利用，相対的に広い面積を必要とする機能が位置することになる。

機能による都市の類型化

クリスタラーの理論体系においては，中心地には，それが提供する財貨およびサービスの数の相違が
あるだけである。これは完全に閉鎖的な中心地の階層性の図式である。現実には地表は一様でなく，交



図15　Evolution of urban form in the USA
Source: E.W.Soja 2000. Postmetropolis. Blackwell, p.113.（65％縮小）

図16　農家の兼業化進行パターン
浮田典良『地理学入門』（大明堂，1995）p.68より引用（80％縮小）
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図17　World and urban populations
図17　1880-1972
出典不明，教材プリントより転写（85％縮小）
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通路が存在し，住民の所得水準，消費性向も場所に
よって異なる。これらの場所による相違はさておい
ても，交通条件，すなわち距離の摩擦の程度は歴史
的に変化し，時空間の収束と言われるものが生じ
る。時空間の収束の結果だけからも，都市がすでに
見たように耐久的な建造環境であり，また歴史的に
は住民の所得水準，したがって消費水準は一般に上
昇することを考慮に入れれば，中心地の階層性の閉
鎖性は崩れることになり，同じランクの都市の間で
も差別化が生じることになる。あるマチには家具屋
が多く集まり，あるマチには呉服屋が多く集まり，
またあるマチには食料品店が多く集まるようにな
り，消費者は自家用車などで容易に目的に応じて異
なったマチを訪れるようになるであろう（このよう
な消費者の行動は，たくさんの品揃えの中から選
ぶ，すなわち見て買いをしたほうが満足度が高いと
いう消費者心理からも説明できる）。
都市の差別化を生じさせるもう一つの根拠は，工業が原料の輸送費の問題と規模の経済と集積の利益

（規模の外部経済）などの理由から特定の場所に立地し，かつ産業を集積させる傾向があるということ
である。この側面は工業立地論および産業集積論という重要な研究領域をなすものであるが，ここで強
調されなければならないのは，都市の機能による分類の根拠は，都市が都市以外の住民に対して提供す
る財貨およびサービスの種類および量であるということである。この意味で都市が外部に対して果たし
ている機能は，都市を成立させている基礎的（basic）な機能であり，都市の住民のために存在している
機能は，都市の経済的基盤としてはnon-basicなものである。都市がもつ諸機能についてみれば，basic

な部分の割合が大きいものもあれば，non-basicの部分が大きいものもある。たとえば，農業のディー
ラーはその大部分がbasicな部分を担っているし，青果店は大部分はnon-basicな機能と考えられる。
都市とその領域とのあいだあるいは都市間の産業連関を考える場合には，まずbasicな機能に注目し

なければならない。basicな機能が成長すれば，non-basicな機能に波及効果が及んで，その成長がもた
らされることも重要である。

参考文献

ここで展開したような論理で集落地理学を概観した日本語の文献は皆無である。体系的にではない
が，断片的には，竹内啓一が『地理学評論』，『一橋論叢』に過去に書いた書評・論文に書かれている19）。
作物と家畜の起源については，中尾佐助『栽培植物と農耕の起源』（岩波書店 1966），C.O. サウアー

著／竹内常行・斎藤晃吉訳『農業の起源（改版）』（古今書院 1981）が参考になる。
中心地理論については，本文中にかかげたクリスタラーの日本語訳書は，Baskinの英語訳20）よりも

優れた正確なものである。中心地理論に関する参考書・研究書は多いが，ここでは，森川洋，林上のい
くつかの著書を推奨する。
文明論として都市を論じた文献としては，L. マンフォード著／生田勉訳『都市の文化』（鹿島研究所

出版会 1974），L. マンフォード著／生田勉訳『歴史の都市・明日の都市』（新潮社 1969）が参考になる。
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社会資本，公共サービスについては，宮本憲一『社会資本論（改訂版）』（有斐閣 1976），S. ピンチ著
／神谷浩夫訳『都市問題と公共サービス』（古今書院 1990）が参考になる。

『ジオグラフィックパル』参考箇所

都市の機能と順位と規模の関係については，134－137ページに説明と参考文献があげられている。熟
読して理解するようにすること。
キーワードのうち，これまでの学習に関連がある以下の項目は必読である。
インナーシティ」，「過剰都市化」，「共同消費」，「混住化」，「郊外核」，「垂直的機能分化」，「メガ・

アーバン・リージョン」
　地理学者群像の部分では，チューネン，ウェーバー，クリスタラーを熟読のこと。

図18　Per capital income and levels of urbanization, selected countries: 1972
出典不明，教材プリントより転写
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注

 1）学術論文においては人物の敬称を省略することが多いが，竹内先生の指導学生であった筆者らにとっては，
依然として竹内先生を客観的な研究対象としてとらえることが難しいことから，本稿では敬称を省略せずに記
述した。また，同様の理由から，一部敬語表現を用いた。ただし，これは，筆者らが批判的精神を放棄したと
いう意味ではない。

 2） 竹内先生は，一橋大学を退職後，1994年 4月から2003年 3月までの 9年間，駒澤大学地理学教室において教
育と研究に取り組まれた。そして，駒澤大学を定年退職後の2005年 6月に72歳で逝去された。竹内先生の履歴
については，竹内啓一先生追悼集編集委員会編（2006）に詳しい。

 3） 教材プリント公開の意義に関する筆者らの見解について，詳しくは高橋ほか（2007）を参照されたい。
 4） ただし，教材プリントにあげられている参考文献や毛利（2003）によると，「シアトルのWTO会議」とは，

1999年11月30日～12月 3日のWTO第 3回閣僚会議のことを指していると考えられる。
 5） ただし，図17と図18の 2つの図は出典が不明のため，教材プリントより直接転写した。また，この教材プリ
ントの図のなかには，いわゆる「孫引き」されていて，オリジナルではないものもあるが，資料のアーカイブ
という観点から，本稿では，教材プリントで直接参照されている文献から図を引用し，掲載した。

 6）ここでの「教科書」という表現は，この講義のシラバスにもとづく（『2001年度 講義内容（文学部）』：
119）。しかし，基本的には，竹内先生は配布プリントを中心として授業を進め，「教科書」は課外の時間に各
自で読んでおくように指示した。また，『ジオグラフィックパル─地理学便利帖─』には多くの版が発行され
ているが，シラバスには，「『ジオグラフィックパル、

（ママ）

地理学便利 帳
（ママ）

　最新版』」と書かれており，具体的には
どの版を指すのかは断定できない。この教材プリントが配布された時期は2001年 4月以降であることから，
『ジオ・パル21─地理学便利帖─』（2001年 3月発行）を指す可能性もある。

 7） 教材プリントの各章の参考文献とは別に，また一部は重複して，この講義のシラバスには，「講義全般にわ
たる参考書」として次の書籍が載せられていた（『2001年度 講義内容（文学部）』：119，掲載順）。

　西川治編『地理学概論』（総観地理学講座　第1巻，朝倉書店 1996）
　坂本英夫・浜谷正人編『最近の地理学』（大明堂 1985）
　P. グールド著／杉浦章介・二神真美・矢野桂司・立岡裕士・水野勲訳『現代地理学のフロンティア（上・下）』
（地人書房 1989-1994）

　川島哲郎『経済地理学』（総観地理学講座 第13巻，朝倉書店 1986）
　山本健兒『経済地理学入門─地域の経済発展─』（大明堂 1994）
　矢田俊文編『地域構造の理論』（ミネルヴァ書房 1990）
　石井素介編『産業経済地理─日本─』（総観地理学講座 第14巻，朝倉書店 1992）
　山本正三編『産業経済地理─世界─』（総観地理学講座 第15巻，朝倉書店 1995）
　D. ハーヴェイ著／水岡不二雄訳『都市の資本論─都市空間形成の歴史と理論─』（青木書店 1991）
　P. クラヴァル著／竹内啓一訳『現代地理学の論理─その学説史的展望─』（大明堂 1975）　　
　竹内啓一『とぼろうぐ─地理学雑記帖─』（古今書院 1993）
　D. ハーヴェイ著／竹内啓一・松本正美訳『都市と社会的不平等』（日本ブリタニカ 1980）
　D. ハーヴェイ著／松石勝彦・水岡不二雄訳『空間編成の経済理論─資本の限界─（上・下）』（大明堂 

1989-1990）
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　D.M. スミス著／竹内啓一訳『不平等の地理学─みどりこきはいずこ─』（古今書院 1985）
　大島襄二・浮田典良・佐々木高明編『文化地理学』（古今書院 1989）
　高橋伸夫・田林明・小野寺淳・中川正『文化地理学入門』（東洋書林 1995）
　J. スミス著／浜谷正人訳『社会地理学の探検』（大明堂 1991）
　P. ノックス著／小長谷一之訳『都市社会地理学（上・下）』（地人書房 1993－1995）
　吉原直樹『都市空間の社会理論─ニュー・アーバン・ソシオロジーの射程─』（東大出版会 1994）
　吉原直樹編『都市の思想─空間論の再構築にむけて─』（青木書店 1993）
　柴田徳衛『現代都市論（第2版）』（東大出版会 1976）
　柴田徳衛編『都市経済論─世界の都市問題と財政─』（有斐閣 1985）
　P. J. テイラー著／高木彰彦訳『世界システムの政治地理（上・下）』（大明堂 1991－1992）
 8） “N.B.”は，ラテン語の“nota bene”（注意せよ）を意味する。
 9） 「ザカフカス」（Zakavkaz）とは，カフカス（コーカサス）山脈の南の地域のことで，現在はアゼルバイジャ
ン，アルメニア，グルジアの 3国がある。

10）「山野正彦（1979）」とは，次の論文を指すと考えられる。山野正彦 1979．空間構造の人文主義的解読法
─今日の人文地理学の視角─．人文地理 31：46－68．

11）この論文は，文献欄にあげた竹内（1979）を指すと考えられる。
12）この論文は，文献欄にあげた竹内（1980）を指すと考えられる。
13）この本の原著については，竹内先生の書評がある（竹内 1985）。なお，この書評は，竹内（2003：372－375）
に再録されている。

14）この本については，竹内先生の英語による書評がある（Takeuchi 1993）。
15）この本については，竹内先生の書評がある（竹内 1996）。なお，この書評は，竹内（2003：14－15）に再録
されている。

16）ここでの竹内先生の研究とは，竹内（1979，1992）などを指すと考えれる。なお，竹内（1992）は，竹内
（1993：45－52）に再録されている。

17）この本については，竹内先生の書評がある（竹内 1999）。なお，この書評は，竹内（2003：17－20）に再録
されている。

18）受講生のノートによると，2001年度のこの回の講義で，竹内先生は，『ジオグラフィックパル』参考箇所と
して，プリントに載せられているキーワード以外に，「地理学者群像」の節のチョレー，ベリー，アルマン，
グールド，レルフ，ポコック，トゥアン，コスグローブを読んでおくように口頭で指示した。

19）ここでの竹内先生の論文については，竹内（2003）の第 4章「むらの地理」の解題（pp.100－101）でも説明
されており，竹内（1969）や竹内（1974）などを指すと考えられる。また，ここでの竹内先生の書評とは，主
にその章に収められている書評を指すと考えられる。なお，竹内（1974）は，竹内（1998：140－160）に再録
されている。

20）「Baskinの英語訳」とは，次の文献を指すと考えられる。Walter Christaller 1966. Central places in Southern 

Germany, trans. Carlisle W. Baskin, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
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Teaching Materials of Professor Takeuchi Keiichi, Part II:
Human Geography, First part

TAKAHASHI Kentaro*, SUZUKI Shigechika** and SETO Toshikazu***

In this article, the authors reprinted professor TAKEUCHI Keiichi's teaching materials on outline of 
human geography. He held the chair of a lecture named “Human Geography” for five years from 
1997/98 to 2001/02 in Department of Geography, Komazawa University, Japan. He distributed a total 
of fifty-seven sheets of handouts among students during the lecture in 2001/02. First half of the teach-
ing materials is reprinted in this paper, the rest will be reprinted in the second part of the paper.

The authors think the teaching materials are valuable since they contain original consideration of 
professor Takeuchi, which is seen in neither book and paper already published by the professor nor 
textbook of human geography published by other scholars. The teaching materials also show the ten-
dency of academic interest in human geography, which the professor had.

The index of the teaching materials is as follows:
[Reprinted in this part of the paper]
1. A word "geography" and geographical education
2. Time geography and mental map
3. Spatial scale in human geography
4. Meaning of place
5. On settlement

[Planned to be reprinted in the second part of the paper]
6. Rural geography and agricultural geography
7. Production of space
8. Industrial geography
9. Political geography
Questionnaire as a substitute for first report of Human Geography
Year-end examination of Human Geography

Keywords: Takeuchi Keiichi, teaching materials, human geography, archive, Komazawa University 

*Department of Geography, Komazawa University,  ** Institute for Applied Geography, Komazawa University,  
***Faculty of Letters, Ritsumeikan University


