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地域と自然
「食食食食」から紐解く「地域地域地域地域と自然自然自然自然」」」」

・人類の「食」の素材の大半は動植物な
ので，その採取や加工の様式は， 自然
条件と関係が深い。

・「自然条件」の要素 … 対象生物の
育成環境を形成する気温，水，土地の
沃度や傾斜度など。

・生産・輸送の技術が発展した今日では，
自然の制約はさらに弱まって，砂漠で野菜，
北国で熱帯果樹が栽培されたりしていて，
自然の制約がある（あった）ことさえ忘れて
しまうことも … 特に消費者はそうである。

・他方，人類は「食」資源をできるだけ
効率的・経済的に獲得しようとする技
術開発を続けてきたため，現在の食資
源の生産が，まったく「自然」に支配さ
れているかというと，そうでもない。

・つまり，食資源獲得のあり様は，生産・輸送
の技術，市場戦略など「人間の意志」が介
在し，自然条件と人為要素の相対関係とし
て生成している。

・その「相対関係」は，古代においては「自
然」が勝り，時代を下るほど「人為」が拡大
してきたといえる。

・他方，コスト競争を強いられる現場では
自然条件の違いが，産地の優位条件とし
て重要なことは，今も変わりない。
・不意の災害から，忘れていた自然の制約
を思い知ることも。。

・さらに近代以降は，遠隔交易の発達で，
「食」の素材が，近隣地域ではなく，遠隔
の思いがけない地域の自然や人々と関
連するようになっている。

農業産出額に占める
米の割合（2006）

Q：主産地域は，どん
な地域条件と関連
しているか，指摘し

てみなさい。

日本の稲作地域

東北地方の稲作主産地。
どこでしょう？

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/RiceYield.png

Map of rice production (average percentage of land used for its production times average yield in each grid cell) 
across the world compiled by the University of Minnesota Institute on the Environment with data from: Monfreda, 
C., N. Ramankutty, and J.A. Foley. 2008. Farming the planet: 2. Geographic distribution of crop areas, yields, 
physiological types, and net primary production in the year 2000. Global Biogeochemical Cycles 22: GB1022

コメ生産地域

アジア稲作の成立
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… 多様性を生み出す文化の伝播・融合
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アジア稲作の地域類型

主要４類型主要４類型主要４類型主要４類型

他のタイプ他のタイプ他のタイプ他のタイプ

１年3作
『稲のアジア史1』小学館,1987

移植水田型

インド系
畑作型

チャオプラヤ流域の
水利形態からみた

「稲作生態区」

古デルタ

新デルタ

平原，
扇状地

山間
盆地

・山間盆地 … 伝統的井堰灌漑

・平原・扇状地 … 多くは天水田，"林間"稲作

・古デルタ … 湛水深にあわせた浮き稲

・新デルタ … "輪中"圃場，クリーク灌漑

・沿岸部 … 潮汐灌漑

『稲のアジア史1』小学館,1987

タイの多様な水利環境
『稲のアジア史1』より

＜浮稲の伸長＞
稲丈は，雨季の湛水深に
応じて最大10数mにも。

チャオプラヤ下流部の
湛水深と稲丈

高谷好一『東南アジアの自然と土地利用』勁草書房,1985

https://blogs.yahoo.co.jp/hsm88452/43287866.html
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稲作と冷害

・近代以降，開拓・開田地域の広がりとともに，冷害リスクも高まる。
・1902・05両年の大凶作は，近代化に歩み始めた東北農村に打撃。

※江戸四大飢饉：
寛永（1642,3），享保（1732），
天明（1783-7），天保（1832-7）

水稲単収の推移

←東北

全国
↓大地主の形成

男出稼，娘身売

・東北の太平洋岸は，やませがもたらす冷夏により，凶作を度々経験。

・戦後は耐冷品種の開発
や苗代技術の向上で，冷
害は克服されたにみえた。

・1993年の冷害は，耐冷よ
りも食味品種に偏った作
付けが事態を悪化。
・戦後初のコメ輸入を余儀
なくされた。

・しかし，1980，1993年
に大冷害。

※1905凶作の 無収穫農地
… 岩手：6割強，宮城：9割，

福島：7割弱

ヤマセ時の典型
的な気温分布
2008.5.11→

1980冷害時の五戸川沿いの
稲の不稔率（％）の分布↓

東奥日報社『風土の刻印；ヤマセ社会』,1983

二宮書店『日本地誌4』,1971

ヤマセ時の気温分布

↑耐冷品種

↓多収品種

『作物栽培の基礎』農文協，2004

日本の稲の
成長ステージ
と生育障害

出穂まで
25〜10日

・「幼穂分化期」に
17℃以下の気温
に遭遇すると花粉
不稔に
⇒ 「障害型冷害」

穂孕み期 生長期

・「生長期」の低温・
日照不足による生
育不良
⇒ 「遅延型冷害」

https://www.zennoh.or.jp/activity/hiryo_sehi/pdf/qa_inasaku.pdf
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耐冷品種耐冷品種耐冷品種耐冷品種の開発の開発の開発の開発

阿部亀治阿部亀治阿部亀治阿部亀治

（1868～1928）

顕彰碑顕彰碑顕彰碑顕彰碑 （庄内町小出新田）

・東北の農民はみな革新性に乏しい人々だったかというと，
決してそうではない。
・公的試験機関が開設される前の明治・大正期は，いわゆる

「篤農家篤農家篤農家篤農家」と呼ばれる人々が技術開発を担う。
・そうした技術情報は，各地の種苗交換会種苗交換会種苗交換会種苗交換会を通じて伝播した。
※秋田県の種苗交換会種苗交換会種苗交換会種苗交換会は，1878（明11）年に始まり，今日まで続く。

http://ss.tnaes.affrc.go.jp/reigai/zusetu/inasaku/jittai/syuryotokei.html 

・彼が生まれたのは，最上川最上川最上川最上川が庄内平野庄内平野庄内平野庄内平野に流れ出
す場所。日本海側にありながら，峡谷峡谷峡谷峡谷から吹き出す
局地風「清川だし清川だし清川だし清川だし」の強冷風に悩まされてきた。

・1893年，彼は田んぼの取水口近くにありながら枯
れない稲稲稲稲から，耐冷性耐冷性耐冷性耐冷性に優れた品種を選抜。これは

・「亀ノ尾亀ノ尾亀ノ尾亀ノ尾」として評判となり，東北各地に普及。

・「神力」，「愛国」とともに「三大品種三大品種三大品種三大品種」と呼ばれる。

・・・・このうち，稲稲稲稲の耐冷品種耐冷品種耐冷品種耐冷品種の開発の功労者は，
庄内庄内庄内庄内の農民・阿部亀治阿部亀治阿部亀治阿部亀治。

ぬるめ
（象潟町上郷）

https://chokaitobishima.com/area/nikaho/kamigo.html

潮除林（淋代海岸）

・着手は藩政期
・昭和9・10年凶作
の後に本格化
・500m幅

厳しい自然条件
への対処

冷たい融雪水の保温対策

海岸林（庄内地方）

・江戸時代に植林
・クロマツ400万本
・冬の季節風による
飛砂，塩害を防止

コメ生産額比率

・伝統的な農業形態を残
していた1960年，東北のコ
メ依存率は高かった。

・しかしそれは東北に限っ
たことではなく，日本海側
に共通の特徴。

・しかし，高度経済成長期を
通じて，コメ生産額の比率を
保ち続けたのは，東北の4県
と北陸。

・青森，福島では比率を大幅
に低下させた。 … 果樹や工芸
作物を増やしたため。

・1980年には岩手も大幅低
下となった。 … その要因は？

東北の主な農業種目の分布

農業生産所得統計（2003）により類型化

Q１：「果樹」が集まる地域の特徴は？

Q2：「野菜」が集まる地域の特徴は？

Q3:「畜産」地域の特徴は？


