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地域構造論地域構造論地域構造論地域構造論 … 現代日本の経済地理学

・日本の近代工業化と資本主義化は，明治
30年代の官営工場の民間払い下げと会社
勃興期以降。 ・日清戦争勝利による大陸
市場の獲得がその外的契機に。
・欧米より近代化に出遅れた日本では，こ
れを「自由競争」というより，財閥形成など
国家主導によって短期間で達成。
⇒ 国家資本主義（state capitalism）

⇒こうした地域性の生成は，個人や地域
の意志というよりは，国の政策と資本の論理
に基づくという意味で「構造的」な，「いやお
うなし」の地域性の形成といえる。

★そしてしばしば「地域格差」を伴う。

※資本主義経済への国の介入が注目されたのは，
大恐慌後のアメリカのNew Deal政策。その理論的
支えはケインズ。

・「地域構造」とは … 分布現象や地域性の
根本的（またはマクロ的）要因となっている社
会･経済的仕組み,または自然立地的な条件。
またそれに基づく地域性そのもの。

・地域性の形成要因を考えることは，多かれ
少なかれ「地域構造」を考えること。

・日本の経済地理学では，この「根本要因」を，
大企業を主な担い手とする資本主義資本主義資本主義資本主義経済シ
ステムと，それを制度的に支えてきた国の政
策にあるとみる。

・資本主義は自由な市場競争を旨とするが，それ
が貫徹されたのは，いち早く産業革命をとげて資
本主義的生産体制を確立したイギリス。

・それを理論化したのが，アダム・スミスらの古典派
経済学。・その源流：イギリス人特有のpragmatism

※ 1960・70年代，この「日本モデル」を韓国，台湾，
シンガポール，マレーシアが導入し，経済発展。

＋18・19世紀，イギリスおよび欧州からの移民と近
代技術を直に導入して西部開拓をなしとげ，経済
大国となったアメリカアメリカアメリカアメリカ。

★質問 … 日本の地域性といえば … ？

… その自然基盤の上に，明治以後の近代化が資本
主義経済の論理によって，地域差をもって進行

⇒現在の日本の経済地理的地域構造の大枠を形成

…西vs東
北vs南
裏vs表

…南北にひょろ長い火山
列島の地形を反映

「総務省統計局 公開データ」 「日本長期統計総覧」（日本統計協会）など
http://www.geocities.jp/kingo_chuunagon/kikaku/kokuryoku.html#japan

明治維新後の人口,GDP推移

日本近代化の時期区分
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官営工場の配置

・京浜・阪神に紡績や産業機械類，東北・九州
には鉱山 …「中心vs周辺」の構造
… 国家的視野からの立地政策としては必然とい
えるが，以後の「地域格差」構造化の原点に。
※北九州は大陸交易で工業化をとげる。

工業生産額のシェア変化

近代化前夜

近代化期

・東北地方の大半は工業化は進まず，
「工業都市」もほとんど形成されず。
※釜石（鉄），郡山（繊維，軍），磐城（石
炭）ぐらい

・近代化期 … 阪神突出：産業資
本が成長＋大陸市場へ進出

※中京＝原料作物を基盤として繊維
工業が自立的に発展。

北九州＝八幡製鉄所

⇒★「太平洋ベルト地帯」の原型

・近代化前夜 … 領国自給経済の
状態を温存した均等な分布

・その陰で，近世には高いコメ産出量と
地場産業の発達を誇った北陸北陸北陸北陸地方は
沈滞 ⇒ 「裏日本裏日本裏日本裏日本」形成。

古厩忠夫,1997,『裏日本』岩波新書
北村・矢田,1977,『日本工業の地域構造』大明堂
千葉徳爾,1964,「いわゆる裏日本の形成」歴史地理学紀要,6

小作地率の分布

・近代化期前，東北東北東北東北の
小作地率はそれほど
高くなかった。
・それは，近代化期を
通して，急上昇

・東北東北東北東北の豪農たちは，
産業への投資ではなく，
土地の集積に固執。

Why 東北?

⇒河内, 三河, 諏訪, 埼玉, 
Yorkshireの農村と異なり，
東北東北東北東北の農村は産業革新の
芽を生み出さなかった。

小作地率と東北東北東北東北

・国もまた，工業地帯を支える食糧＝コメ
の生産基地として東北東北東北東北を位置づけ。

資源供給地としての東北

・小坂, 尾去沢, 花岡（黒鉱）, 松尾（硫黄）,
細倉（鉛）, 釜石（鉄）, 常磐（石炭）, 石油
（八橋） … 資源枯渇で衰退必然

○電力
・猪苗代湖＝会津盆地との落差300m，巨大
な位置エネルギーを包蔵

・1899安積疏水：沼上発電所⇒郡山絹糸紡績

・1915〜26日橋川：多数の発電所⇒京浜へ

・1938〜 長瀬川上流（小野川・秋元湖）にダム

・1941 東京電力に統合⇒大半が京浜へ

※電力消費型工業が進出：日本曹達（磐梯町）
,昭和電工（磐梯町, 喜多方）,藤田組合金（広田）

○鉱産○鉱産○鉱産○鉱産資源資源資源資源

… 殖産興業を支える資源供給地

… 福島県の電力供給基地としての役割は，
戦後，只見川只見川只見川只見川，浜通り原発原発原発原発に引き継がれる。
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http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4750.html

繊維産業時代 産業構造
多様化

機械類

産業構造の転換産業構造の転換産業構造の転換産業構造の転換

工業生産額シェア

2）「太平洋ベルト」地帯完成
… 首都圏全体，東海，瀬戸内の

工業シェアが拡大し，阪神は縮小。

高度経済成長と
地域構造の変容

・1955〜73年，経済成長率10％を持続して，世界第二の経済大国へ
・要因 … 企業・技術・マンパワーを戦争から解放 ⇒ 企業の旺盛な投資，軍
需から民生への技術転換，軍事費の大幅削減，企業活動と輸出への手厚い
政策支援，，国民の高い貯蓄率と消費意欲の拡大，円安の維持．．．

1）人口の大移動
・地方・農山村の余剰余剰余剰余剰労働力が，大都市
工業地帯へ大量流出。
・西南日本は阪神・中京，東北東北東北東北地方は京浜京浜京浜京浜工
業地帯を支える労働力の主要な供給基地に。

・高度経済成長は，産業構造と人口配置の
大転換を通して，生活styleと価値観を変革

・地域構造や地域の景観をも大変革。

人口増減率の地域性

人口流出は西日本
から始まる。

1960年代に
東北へ波及

★減少が大きかったのはどんな地域？

コメ生産額
の比率

・伝統的な農業形態を残してい
た1960年，コメ生産額比率が高
い県は，東北地方と日本海側
の広範囲にわたって分布。

・高度経済成長期を経た1980
年，コメ生産額比率を保ち続け
たのは，東北と北陸の日本海側
の県。

・青森，福島 … 果樹，工芸作物
を増やしたため。

・岩手 … 工芸作物，畜産を拡
充したため

3）稲作単作「裏日本」の形成
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全国総合開発計画（1962〜）
・大都市工業地帯の過密解消のための工業地方移転の受け皿。

・「拠点開発方式」による「臨海工業地帯」の造成が特徴

※東北の港は大河川河口の砂浜立地が多く，大型貨物船の着岸困難
リアス海岸の三陸には良港あるものの，幹線からはずれて後背地狭少。

⇒拠点都市の近くの砂浜に「掘り込み式」造成によって新港を建設。

4）地方の工業化 … 新産業都市

・新産都市政策によって立地した
工業は，立地自治体に税収と雇
用人口をもたらした。
・しかし，装置型の素材工業（製油,
紙,アルミ等）が多く，雇用と下請連
関の創出は限定的。技術移転は
ほとんどなし。
・企業による沿岸の占有 ⇒ 住民
から渚を奪う「租界型」開発
・沿岸環境の根こそぎ的破壊

・1964，太平洋ベルトの工業地帯縁
辺部に「工業整備特別地域」を指定。

・その後，酒田北港，石巻東港も。

掘込式港湾 と 地域
環境の激変

仙台港仙台港仙台港仙台港

↑

1960 2006→

1971

2000頃

酒田北港の開発

※酒田北港の悲運：1966年，
近世以来の黒松50万本を伐
採して着工。74年一部開港，
火力発電所操業開始， 77年
住金アルミ工場操業開始，
82年，住友アルミ，コスト高で
操業中止。

・新全国総合開発計画（1969〜）

・大都市の狭隘化と環境悪化 ⇒工場の地方移転を奨励 ⇒

1971,農村地域工業導入促進法⇒自治体の工場誘致競争

・インフラとして，高速道路網，新幹線の延伸。

・田中角栄内閣（1972）の「日本列島改造」政策がこれを推進

・オイルショック後のコスト縮減圧力が，地方分散を促進。

進出工場

（1973）

5）工場の地方分散
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・雇用（労働の売買）が集中して行われて
いる場（＝労働市場）は本来，都市部。

・70年代後半以降，工場地方分散の加速
によって，地方農村部にも「労働市場」が
展開するように。

・折からのマイカー普及とともに，雇用の
多くは農家の「通勤兼業」を生み出す。

1）地域労働市場の形成

「地方」の変化

⇒多様な地域条件を内包した「地域労働
市場」が成立。

3）企業の分業体制への包摂
・管理部門：首都圏 － 拠点工場：地方都市
－ 労働集約部門：農村部―奥地：下請工場

5）新たな地域格差の形成
・首都圏との時間距離
・通勤兼業可能地域 vs遠隔農山漁村

2）新企業城下町の形成
・特定の誘致工場に雇用・税収への依存
… 会津若松（富士通），涌谷（アルプス電機）etc.

6）「発展なき成長」 … 低付加価値部門中心の他律的な工業化

90年代 --産業空洞化
工業従事者数変化率

（1990～2000）

「工業集積率」「工業集積率」「工業集積率」「工業集積率」

・工業の空洞化は，
兼業農業の存立も

危機に陥れる。


