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４大農耕文化 とその伝播

中尾佐助「栽培植物と農耕の起源」
岩波新書，1966
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東南アジアの農業地域
高谷好一『東南アジアの自然と
土地利用』勁草書房,1985

サゴヤシ

伝統的
稲作地

古い農業形態

A：水稲5割以上
B：イモ8割以上
C：サゴ1割以上
D：イモ３〜７割
E：温帯雑穀１割以上

粗放的
農業地域

二圃式農業の栽培暦
上記以外
F：陸稲≧トウモロコシ
G：陸稲＜トウモロコシ

マルトンヌ指数

伝統的稲作地域
－近代的変容

P／
／(T+10) … 東西農法の分かれ目

ホッラマバード北郊外の
Google Earth画像
（2010.04.14）

イラン・ホッラマバード
イラン・ホッラマバード地方
ホッラマバード地方
の天水農業地帯の例

ヨーロッパ農業の展開

『新詳資料 地理の研究』，帝国書院，2016

世界の小麦の主産地域
①主産地の分布地域の特徴は？

・マクロにみれば， 自然条件が
主因のよう。しかし …

農業の地域性
農業 地域性をとらえる
地域性
・「農業
農業」は，「集落
集落」とともに，人間が地表に刻んだ文化景観の代表。
農業
集落
・農業の地域性に関する研究は，AndesやAlpsにおける海抜高度による景観分化や，
「集落」の構成要素としての「耕地」の地割形態や利用方法として，近代地理学の初
期から対象とされてきた。
・それらの説明原理は，前者が自然
自然条件，後者は歴史文化
文化条件が主だった（
といえる）。
自然
文化
・他方，Koeppen気候区分に代表される世界の自然地域区分の成果をうけて，自然
自然景
自然
観と文化
文化景観を加味した，世界の「総合的」（natural）地域区分が試みられる。
文化
・「農業」はその重要指標とされて，いくつかの世界の農業地域区分が提案された。
※ここでの「natural」は，自然景観と文化景観をあわせた「トータル」な
景観特性の意味。自然地理学の「自然」に該当する英語は「physical」

Jordan-Bychikov："The Human
Mosaic", 9th ed.,2003

②自然条件だけなら主産地となってよいはずなのに，そうでない地域は？ ⇒ 人文要因

①作物・家畜の組み合わせ
②生産技術 … 農具とその使用法
③土地利用の集約性 … 面積あたり収量
④生産物の使途 … 自給， 販売
⑤住居・営農施設の利用 … 定住、移動

・自然条件からすれば主産地になってよいのに …
・オハイオやイリノイのほうが良いのに …
・東欧の南部，メキシコ高原，エチオピア高原，ガンジス川流域 …

・西欧の小麦経営は，国際競争下では存立困難。なんとか
存立しているのは国の政策的保護による。

⇒大区分

・5つの主要素

・基本的には，大平原，肥沃土壌，少なすぎない降水

・アメリカ大平原，エジプト・メソポタミアの砂漠気候地帯

※Whittlesey （1890-1956）は，シカゴ大でSemple
（Ratzelの弟子，アメリカ地理学の第一世代）から
地理学を学び，1928年，ハーバード大の地質地理
学科に移籍。政治地域の形成と変容論，複合指標
による地域論を展開。

ホイットルセーの農業地域区分
ホイットルセー 農業地域区分

小麦主産地の形成要因

・自然条件からすれば，あまり良いとはいえないのに …

・このうち，今も広く知られているのが，
ホイットルセー（D. Whittlesey） による
区分。 自然条件，経済条件，文化的
要素を加えた「総合的」な視点による
区分図を示した。

⇒小麦立地を左右
する要因 … 自然，
経済（市場），技術，
政策，文化・嗜好

※嗜好 … 東欧ではライ麦や黒パン，メキシコ高原ではトウモロコシ，エチ
オピア高原ではテフ，ガンジス下流，華南，日本では米が好まれる。

・20世紀，自然条件克服の技術が発達し，農産物の貿易も拡大した結果，
それらの条件を加味した総合的な農業地域の把握が，研究の課題に。

Whittlesey (1936）

・東洋型 … 穀物主、自給的、土地集約的
・西洋型 … 有畜穀物、商業的、労働生産性
・乾燥型 … 牧畜，遊牧
・新大陸・植民地型 … 企業的、大農園

⇒ 13地域区分
1.遊牧
2.企業的牧畜
3.移動耕作
4.粗放的定住農業
5.自給的稲作
6.自給的畑作
7.プランテーション
8.地中海式農業
9.企業的穀物農業
10.商業的混合農業
11.自給的混合農業
12.商業的酪農
13.園芸農業

Whittlesey区分の問題点
問題点
１．区分
区分基準
区分基準の一貫性
基準の一貫性
・「5要素」の優先関係が不明

3）
）地域の「
地域の「代表的」な農業の
の「代表的」な農業の判断基準
代表的」な農業の判断基準
eg. ジャワ … 「プランテーション」もあるが、
ジャワ＝「穀物の島」の語源のとおり，伝統の
灌漑水利に支えられた集約的稲作地域。古代
王国〜植民地時代を通じて、東南アジアの食
料庫であった。

・理論的分類と経験的区分が混在
※「農業」は総合的・文化的営みである点
にむずかしさ。

２．「まとまり」認定の恣意性
恣意性
1）
）「まとまり」認定の限界
eg.「園芸農業」 … 都市の近郊なら世界どこ
でも行われている。どれほど面的に「まとま」って
いれば，”世界的”な農業地域と認定するのか？
2）
） 区分精度の不均一
区分精度の不均
… 西欧に詳しく、他では粗い区分
・この区分法に対しては，指標選択と組合せの合理
改訂案が提起されている。
性をめぐって，多くの改訂案
改訂案
・地図帳や教科書等に出ている区分図を比べてみ
ると，どんな点が論点か知ることができる。

Grigg修正

eg. アフリカの低緯度地帯が「焼畑移動耕作」
でひとまとめにされている。
※詳しくみれば，この地域の焼畑は，イモ類
（熱帯雨林）と雑穀の地域（サバナ）に分かれる。

東北の主な農業種目

３．農業技術の発達による変化
変化
・とりわけ1960年頃以降の農業技術の発展
で、各地で農業が変化
eg. 乾燥地帯での灌漑の整備 … アム・
シルダリア川の流域、ナイル川下流域に巨
大な灌漑農業地帯（主に綿花の商業生産）
が出現。
eg. アジアでの「緑の革命」 … 米・麦の
増産、機械化・商業化の進展

農業生産所得統計（2003）により算出。市町村別。

・米価値下がり時代にあっても，稲作
稲作はなおも東北の主作物。
稲作

・マクロ：
マクロ：世界の農業地域区分

Whittleseyの区分
の区分
販売1位部門の収入が
農産物販売額の
・66％以上 ⇒ 「単一」
・40〜66％ ⇒ 「主」
・40％未満 ⇒ 「複合」
※米，野菜，果実以外の
66％以上は僅少のため，
「複合」に含めた。

… 自然条件（
の違いが決定的
自然条件 気温,降水,土壌etc.）の違い

稲作
不利
地域

・青森 … 津軽の果樹，南部の野菜に分化。
・岩手 … 稲作は北上川流域のみ。北上山地は畜産，複合農業
稲作
・養蚕地帯だった福島・山形の盆地 ⇒ 果樹地帯に
・阿武隈山地 … 複合経営，畜産
・「花」の主産地も。。

⇒自然条件の違いに対応した農業地域は，内容を変化させながら継承

