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<研究ノー ト>

4.統 一的農業地域区分の展開

さきに等質的農業地域区分の代表的事例をとり

あげ,それぞれの農業地域区分の方法と特徴をみ

てきた1)。 そこでは農業地域区分をおこなうにあ

たっての指標設定に差異がみられるが,いずれも

地域の広がりを等質性,同一性の原理に基づき,

一定の設定基準 (許容範囲)を用いて地域区分をお

こなったものであり,地域の現象的特質は把握で

きるが,その地域の形成される要因,地域性形成

の原理を動態的に把握することができないことを

指摘した。もちろん地域の現象的特質を把握する

ことは,地域性の形成原理を把握するための一過

程とみるならば等質的農業地域区分の意義を農業

地域区分の一方法として,そのすべてを否定する

ことはできないであろう。2)だが,農業は単なる

自然的条件のみに規制されるのではなく,社会的,

経済的条件の作用によって営まれる農業生産活動

であることに留意するならば,結果的に自然条件

に依存し,社会的,経済的条件の希薄な等質的農

業地域区分の方法のみでは「単なる区分のための

区分」にとどまってしまうといわなければならな

いのである。

そこに統一的農業地域区分の視点にたつ農業地

域区分の方法が必要となってくる3)。 したがつて,

つぎに統一的農業地域区分の立場にたつ,い くつ

かの代表的事例をとりあげて,それらの農業地域

区分の方法と特徴をみてゆくことにしたい。

(1)等益帯,生産性による農業地域区分

①除野信道の地域区分

日本の農業地域区分の研究方法に関する
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除野信道は日本の農業地域構造をチューネンの

理論によってとりあげ,等益帯を設定 して農業地

域区分をおこなった4)。

これはチューネン理論を適用してアメリカの農

業地域区分をおこなったエングルブレヒト5)の研

究方法に依拠し,日 本の農業地域を従来の地理学:

にみられるような自然的条件に偏重 した考え方に

たつのではなく,社会的,経済的条件による説明

を加えようとしたものである。

ところが,ア メリカのように広大な地域的分:業

のおこなわれる農業では,地方的に最も多額の収

益をあげる農産物をもってその地方の農業を特色

づけることができるが,日 本のようにせまい地域
‐

で食糧生産をおこなう農業では,その地方の代表‐

的農産物をとりだすためにまず農産物を種目別に

区分して相対的に重要な農産物を析出する作業か

ら始めなければならない。

そこで,単一の尺度になりうる貨幣価値で評価
‐

した農産物を,(A)主要穀物,(B)雑穀,(C)ヽ

疏菜,(D)工芸作物,(E)樹木,(F)繭 ,(G),

畜産物の7種 目に区分する6)。

これらの農産物は日本の農産物のおよそ95%と

なるから,その地方別農業生産額構成比を作成し,

この価額の比率が全国平均比率より最も大きい農‐

産物がその地方の「代表的農産物」,それに次 ぐ

ものを「第 2位農産物」とみなすことができる。

これをもとにしてさきの農業粗生産額から生産
‐

費を差引いて純収益を出し,こ れを農地面積で割i

って農地面積当りの純収益を算出するのである。

しかしながら,こ こにいくつかの問題が発生す
・

る。その第一は,農産物生産価額の相対的比率の
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算出にあたっては当該年次の地方的災害の発生を  たがって収益性は低くなる関係が成立しているこ

考慮しなければ適正を欠くという問題である。と  とが把握されたのである。これが第 1図である。

くに農産物は 1年 1作に限定されるものが多いか   ここに日本の農業地域は三つの需要の中心地 ,

らなおさらである。そのために除野は災害による  すなわち,最大の都市東京,さ らに大阪,福岡を

減少分を推定して付加し平年の生産額の推定値に  囲んだチューネン圏が編成されていることを確認

修正している。                 したのである。

第二は,農産物の面積当りの収益を算出する場   なお,除野は昭和14年 と28年の統計数値に基づ

合の問題である。たとえばに)果樹をとりあげると  き2回にわたって同一方法による分析をおこなっ

きに必ずしも耕地に植えられるとは限 ってお ら  ており,その間の地域編成の構造変化は日本にお

ず,む しろ耕地以外に植えられる場合が多いから  ける農産物需要の中心地が,京浜,阪神,福岡の

である。この点を統計上において的確に処理でき  三大中心地にあることに変 りはないが,京浜の地

ないので除野はやむをえず耕地から生産される果  位がますます高まり,阪神の地位が低下している

実の生産額を果実総生産額の4分の 1と 推定して  ことを指摘している。

いる。しかしこの推定根拠が不明確でありこの正   この農業地域区分では従来の農作物の作付のみ

否が問題である。つぎに,0農産物の年次による  でなく畜産をも含めた単一尺度となりうる貨幣価

価格変動が考慮されなければならないという複雑  値で評価した点に大きな特徴がみられ,農業内部

な問題が発生する。除野は繭の変動についてその  での比較はもちろん,農業外部との対比をも可能

変動幅によって修正しているが,その適正さが間  とした点を評価することができる。しかし,その

題である。だが,価格変動への考慮が一応はらわ  貨幣価値の評価の方法が統計調査上の困難性,制

れている意義は認められよう。          約もあって,あ る程度の考慮がはらわれながら,

このようないくつかの問題を含みながらも,単  的確かどうか疑間が残されているといえよう。

一尺度となる貨幣額の評価によって等益帯を設定   ②尾留川正平・山本正三・奥野隆史・金藤泰伸

して農業地域を考察した結果,需要の中心地 (大    。朝野洋一の地域区分

都市)に近づくにしたがって収益が高くなり, 集   農業は国民経済の発展にともなって,生産性の

約的となっており,需要の中心地から離れるにし  向上を社会的に要請され,収益性の高い商品作物

第1図 等益帯による地域区分 (除野信道)
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栽培の拡大,主要農産物生産の地域的集中などの

過程をとおして,農業生産の地域分化がみられる

点に着目し,尾留川正平らは農業的土地利用の集

約度と作物結合型による農業地域区分をおこなっ

た7)。

とくに農業経営の集約化は土地資源 の存 在 状

態,社会的経済的条件とりわけ経済的立地条件と

経営主体の条件などがからみあってあらわれるか

ら,当然地域的に多様となり,それがどのように

分布しているかをあきらかにすることが農業地域

性究明の重要なねらいとされている。そのために,

(→集約度の測定と分布,0集約度の構成要素とし

て作物結合型を検出し,(C)集約度分布の要因を統

計的に検討しようとしたものである。

まず,(→集約度の測定と分布については,作物

群を稲,麦類,雑穀,イ モ類,豆類,野菜,工芸

作物,温室作物,花井,飼料 。緑肥作物,果樹 ,

桑園,苗木 。種苗の13群に分類し,これら作物群

の集約度係数を算出する。集約度係数の算出は,

作物群別に含まれる各作物の lha当 り粗生産額

(gJ)を 算出し,作物群別の平均粗生産額 (Gの を

算出する。すなゎち,G′=ノ/π (π は作物群に含ま

れる作物数)である。 また, 1958～1960年の全国

平均 lha当 り粗生産額 (R)を算出し,これをもと

に作物群別集約度係数 (κ′)を算出する。すなわ

ち Kグ=G′′Rである8)。

全国の農業地域を農業センサスを基礎に 305の

農業区に区分し,こ んどはこの農業区ごとの集約

度を算出する。すなわち集約度 I=Σ 3・ Kグ/4・

100(2=作物群の収穫面積,Kゴ =作物群の集約度係数,

4=農業区の経営耕地面積)である。この算定 結果

から全国平均 (7)の 117.56と 標準偏差 (σ)23.80

をもとに,ハイ+σ ,■イーσ,ハ′イ+2σ,Лπ-2σ,ハイ+
3σ,7-3σ ,ν

・
+4σ,蕨-4σ に分けて等値線を

引き,分布の状態をみるのである。これによって,

京浜,阪神の二つの核があり,これを極として関

東から北九州にかけて高い集約度の地域 が分 布

し,こ のなかに福岡市を中心とする地域,瀬戸内

海を中心とする沿岸地域,名古屋を中心とする地

域が含まれ,農業的土地利用の集約度に圏構造が

明確によみとれることとなるのである。

さらに,全国平均と標準偏差をもとにつぎのよ

うな階級区分をおこなって地域を設定し,地域的

差異をよみとるのである。すなわち,粗放的土地

利用は X≦69.96,低位集約的土地利用は 69.96

≦X≦93.76,中位集約的土地利用は 93.76≦ X≦

141.36,高位集約的土地利用は141.36≦ X≦ 165.

16,高度集約的土地利用は 165.16≦ Xと なる。

つぎに,こ のような集約度の差異は何によって

もたらされるかの要因を考察する。その最大の要

因は集約度の構成要素,すなわち,作物群の構成

要素によるものと考え,どのように作物が結合し

ているかをみるのである。作物結合型の決定方法

は土井喜久一法,すなわち,S′ =Σ (“′一Mゲ)2,た

だし Q=各作物の全体に対する比率,ユα=作物

数の増加の理論的比率を利用する9)。 この作物結

合型は作物群の作付面積の順位の関係を示すので

はなく,各作物群の各農業区における経済的重要

性を示すのであるから集約度への寄与をあらわし

ているといってよい。このような作物結合型と集

約度の関係をみると農業的土地利用の集約度に稲

作がきわめて重要な作用をおよばしており,稲作

との結合型が集約度に大きく作用していることが

理解できるのである。

このように,集約度を中心に作物結合型を導入

して地域区分をおこなった点に新たな発展がみら

れる。この分析によって,農業的土地利用の集約

化傾向が都市をとりまく圏構造となっていること

があきらかとなったのである。

つづいて,こ の分析をさらに深めた山本正三ら,

は,新たに土地生産性, 労働生産性の両面から

検討を加える方法によって地域区分を お こな っ

た10)。

これは,土地生産性と労働生産性の階級区分を,

さきにおこなった土地利用の階級区分と同一方法

により全国平均と標準偏差による組み合せから16

の類型をつくり,それに各農業区をあわせて区分

してゆく方法である。この結果が第 2図である。

そして,その要因を考察するため,農業生産性類

型と農業所得類型との関連性,さ らに農業経営況
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模,耕地利用率,耕私機普及率,農作物商品化率,

人口密度,経済人ロポテンシャル11)な どの7つの

要因について一次の重相関回帰式によって説明し

ている。このように,土地生産性,労働生産性の

両面から農業の地域的分化,要因の考察をとおし

て,地域区分をおこなった点に大きな意義が認め

られるのである。

(2)農業生産構造による農業地域区分

①久間健一の地域区分

久間健一は朝鮮における農業経営の地域性を究

明するために農業の経済的要素を中心において農

業地域区分をおこなった12)。 今日,日 本の農業地

域区分に直接関連させることはできないが,後に

とりあげる武藤三雄の地域区分の基礎となったも

のであり,そ の研究方法は学ぶべき点があるので,

ここでとりあげる必要がある。

まず,久間健一は経済地域としての農業地域の

画定には経済形態による方法が最も妥当している

ことを前提におき,そのためにはその妥当する画

定基準が何であるかを決定しなければ具体的でな

いとの認識から農業地域の概念規定の考察を出発

点においている。

農業の地域性とは農業が地域的に一 様 で はな

く,異同があり,各々の地域は他の地域と異なる

87

288,088円

,322円

,635円

低 位 中位 高 位 高 度
土 地 生 産 性

個性をもっていることを意味し,「農業の地域的

個性」といわれるものがそれである。したがって,

農業地域とはこのような地域的個性をもつ「地理

的単元」のことをいうのであると規定する。

農業生産はこれを構造的にみるとき技術部門と

経済的部門との結合によって組成されているが,

技術はそれ自らに意義があるのではなく,すべて

は経済の手段たる点に意義があるのであって農業

生産は結局,経済現象として理解しなければなら

ないのである。すなわち,経済現象としての農業

生産はИ)主体的な農業労力 (農業生産者)が,0媒

介的な農業生産要具 (広義の農機具)を用いて,|》

客体的な農業生産素材 (種苗,土壌=肥料,農薬等)

を加働,変容せしめ,その果実たる農業生産物を

収穫する一連の労働行程とみられる,と いうこと

なのである。

しかも,農業生産が位置的に空間的にその構造

を異にするものとすれば,特定の位置が結ばれた

特定空間の農業生産は,他のそれに比較してある

特性をもっているであろうと考えられる。この農

業の位置的,空間的把握がその地域性の解明の根

本をなすといえるのである。

農業生産は農業経営という統一的な生産組織に

よっておこなわれるのであるから,農業の地域性

は「農業経営の地域性」として把握することが要

<研究ノート> 日本の農業地域区分の研究方法に関する展開過程 (2)

第 2図 農業生産性の地域型 (山本正三)
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求される。農業経営活動の地域性こそ農業地域の

基礎をなすとみるべきというのである。したがっ

て,農業経営形態の地域的個性の把握は,農業経

営における生産構造と技術構造を基本的要素とし

てとりあげなければならないのである。

しかしながら,農業経営の地域的個性の構造要

素は無限に存在するので,そのすべてをとりあげ

ることは不可能であり,ま た不必要でもあるから,

構造要素のなかからその地域の個性を他の個性と

根本的に区別させる本質的な要素を抽出してとり

あげなければならない。

その本質的要素としては農業経営の二大構造の

うち,生産構造については経営組織,経営規模 ,

経営形態をとり,技術構造については作物,肥料,

栽培法,農機具等の改良および耕地の改良とその

利用方式などのうち,生産構造と密接に関連する

指標を定めて経営の地域的個性を定めるのが最も

適切な方法と考えられる,と断言する。

さらに,地域的個性は,これらの構造要素のみ

によって構成されるばかりではなく,構造条件と

の複合関係によってもたらされることにも留意し

なければならない。その構造条件の主要なものは

自然的条件,経済的条件,歴史的条件,政治的条

件などがあげられるが,自然,経済,社会的な諸

条件が重要であり,と りわけ農業にとって自然的

条件は重視すべきであるとみる。

しかしながら,こ れらの諸条件をすべて網羅す

ることはとうてい不可能であるから個々の要因が

経営の地域性にいかなる関係をもたらすかを考え

た うえで,その意義,重要性を比較検討して総合

的な作用の関係を把握して地域性を理解しなけれ

ばならないのである。

すなわち,農業地域の画定は,一般的には農業

経済その集中的表現としての農業経営の地域的構

造の解明を目的とし,その地域的構造要素をその

構造条件と相関連せしめつつ地域的個性を究明し

なければならないということになる。

そこで,こ の作業をおこなうためにはどのよう

な構造要素をその標識として定めるかが最も重大

な具体的課題となってくる。

その標識の性格についてはすでに松井勇の指摘

しているとおり,9)地域の農業経済の性格をなる

べく多面的に表現し,0農業経済の他の諸側面ま

たはその諸条件を直接,間接に密接な関係を持ち
|

従ってそれを出発点として農業経済の内部関係,|

または外部的諸条件との関係を組織的に追求し,

るもの,の地域的差異をもち,加 うるに可及的,

組織的にかつ簡単に比較しうるものでなければな

らない。

この性質にみあったものとして,農業における

生産,消費,流通の集中的表現たる経営を一個の

競合体として地域的構造の解明の中心的支柱たら

しめることは,それが地域の農業経済現象を組織

的に究明する最も合理的な手段,方法であると考

えられる,と 規定するのである。

このような考えにたって,一般的にして,かつ

その地域的個性を明確に区別しうる特徴的な指標

をもって画定の基準とするのである。その設定指

標は,①生産構造の指標,(B)技術構造の指標,0
経営集約度の指標,こ の三つの指標に分 け られ

る13)。

これらの指標のほかに単位地域における気候 ,

地勢,土質,土性などの地域構造要素に影響をお

よばす自然的条件,人文的条件をも考慮にいれて

いる。

これ らの指標を総合的に検討して農業経営にお

ける単位地域の類型的経営形態を求め た の で あ

る。まず第一に単位地域の経営形態の類型を確定

し,これを地域的に概括 して順次系統的に画定を

おこなう方法がとられるのである。すなわち,単

位地域の大区分において「地帯」(Zone)を 設 定

し,中区分においては,こ れ らの地帯 を さ らに

「地域」(Region)に 分類 し,小区分においては,

この地域を「地区」 (District)に区分し,そ して必

要な場合にはこの地区を再び細区分 して「地方」

(Locality)を 設定 してゆ く方法がとられるので あ

る。

こうして,220個 の単位地域を,地帯―→地域

‐一→地区一 地方の相互関連的な類型の総合とし

て一→の方向に設定 してゆき,こ れを今度は類型
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の分解として逆の方向に吟味し,こ の二つの方向  されれば,ある任意の地帯の基礎条件を知ること

の検討をとおして単位地域の総合的類型として分  により具体的な経営方式や発展方向の予測ができ

解を反覆し,各地域系統相互間の経営構造の地域  る,①いくつかの試みをとおして予測の適,不適

性の同質性と異質性を認識把握してゆ くので あ  をさらに検討し,仮説理論の法則性を真の法則性

る。                      へと発展させるなどの順序をとおして考察がすす

この結果, 5個の地帯が画定され,さ らにこの  められている。

地帯は中区分されて20個の地域が画定される。こ   その地域性の研究の場はかなり広い地域をとる

の地域が再び小区分されて11個の地区に分 害」さ  ことによってつかみやす くし,検討しやす くする。

れ,こ の地区のうち 1地区が再び細区分されて 1  その理由は,せまい地域では理論仮説を設定する

個の地方として画定されたのである。       ために考えられる地域類型の条件が全部揃わなく

このような画定操作をほどこすことによって経  て問題点を見失うおそれがあるからで あ る。 ま

営地帯は体系的,統一的な地域として編成され,  た,広い地域の法則性が把握されれば,それはも

特徴的な経済構造をもち,それぞれの地域的個性  っとせまい地域にも適用してゆくことができるか

を顕著に表現することが可能となったのである。  らである。

この地域区分は,後に武藤三雄等の研究の基礎   地域区分には目的に応じて各種の地域区分があ

をなし,その研究方法は日本の農業地域区分の展  ってもよいわけであるが,こ こでの農業地域区分

開に貢献した大きな成果であるといえよう。    の目的は,「 日本の全産業の立地配置」のなか で

②武藤三雄 (代表)に よる地域区分       農業がどのような位置づけを保ちつつ地域分布し

武藤三雄 (代表)は ,「地域性の研究」とは特定  ているかという広い視野にたって地域別の農業生

の一地点の農業生産構造の特質をある一時点にお  産構造の特質と問題を明確にうきばりにするよう

いて明らかにするというような事例調査的なもの  な農業地域区分を求めようとしているのである。

でなく,農業生産構造を規制すると考えられる三   このような考えにたつとき,その出発点になる

つの主要因,すなわち自然的条件 (気象,地形,土  のは久間健一の研究である。その研究方法を吟味

質等……)と ,1経済的諸条件 (労働力並に農産物市場  したうえで,それを前進させて目的に即した農業

との交通立地, 価格体系,貨幣経済の浸透等……)並  地域区分を案出する努力がはらわれているのであ

びに社会的な制度, 慣習 (土地制度,部落共同体的  る。とくに,基本的な条件が戦前と全く変ってし

規制,家族制度や相続の慣習……)が どのようにから  まった現在の日本に対 して,久問健一の方法論を

み合う場合に農業生産力とその現われ方としての  まるのみで安易にまねようとすることはで きな

経営形態や階層構成がどんな形をとるかという法  い,と いましめている。

則性 (論理)を把握することが究極目標である,と   したがって,まず現在の日本の農村,と くに関

考えて産業別就業人口の構成を主たる指標 に と  東東山地域の農村や農業は戦前の状態とどのよう

り,農業内部のみでなく,農業外部との関連に留  に変ったかを確認し,方法論の訂正をどこに求め

意 した地域区分をおこなった14)。         るかを検討 しておかなければならないのである。

その研究方法としては,ぼ )経験的に見分けられ   その主たる変化は,7)農地改革がおこなわれ ,

る各地域類型 (境界は一応問題とせず)の中での中  その地域的差異によって問題が質的に異なる,0
核地帯の形成要因を比較分析する,0分析結果を  階層構成のあり方に地域性が大きいので,その特

総合化し,理論仮説を構想する,い理論仮説を検  性,分化分解の仕方の相異をとらえねばならない,

討 し,修正するために統計資料,過去の研究成果  の貨幣経済の浸透につれて経済的立地条件の優劣

に よって検討するはか,新たな調査地点の調査分  が農業生産の方向づけに作用し,その地域的差異

析によって確かめる,0理論仮説の正しさが確認  が生ずる,0農産物価格形成のメカニズムが生産
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物によって異なり,技術と経済のかい離がはなは

だしい。これを地域的にみきわめる必要がある,

0都市近郊の兼業化,脱農化が顕著となり,それ

を動態的に類別しなければならない,0山村や農

山村の共有林野,入会林野の解体傾向をみきわめ

なければならない,な どである。すなわち,こ れ

らの変化はただ単に農業内部の特徴を一時点にお

いてのみ類別するだけでは余 り役に立たないこと

を意味する,と いうことである。

そこで,こ れらに留意しながら具体的な農業地

域区分をおこなうわけであるが (資料は1950年セン

サス,必要に応じて昭和29年の臨時農業基本調査),そ

の方法は大区分 (第一次区分)か ら小区分 (第 三次

区分)への過程をたどってゆこうとする。

まず,第一次区分ではつぎのような四つの地域

類型を設定 している。すなわち,A山村地域,B
農山村地域,C平坦地純農村地域,D近郊地域が

それである。その類型化の指標としては③立地条

件,⑤産業別就業人口構成がとりあげ られ て い

る15)0

つぎに第二次区分がおこなわれるが,その指標

の設定はИ)第一次区分とは異なった指標,0全類

型を通じて,田 ,畑,樹園地率と米作農家比率が

重要な指標となる,(′》静態的でなく,歴史的な変

化,発展を検討しなければならない,な どの留意

点をおいて指標を設定している16)。

この指標に基づいて検討された結果つぎのよう

な地域区分がなされるのである。

A山村

C平坦地純農村

a一毛作水田地帯

b二毛作畑多角経営地帯

C普通畑作地帯

d養蚕,畑作地帯

D近郊

a区部並に近接地帯

b通勤圏地帯

C地方都市,工業地帯

この地域区分は10数人のスタッフが10年の歳月

を費 して研究 した地域区分であり,と くに農業内

部の問題にとどまることな く,外部条件の動きと

関連せ しめて考察 している点が高 く評価されるべ

き地域区分である。なお,こ の地域区分の考え方

は1960年の農業センサスに組みいれ られている。

(3)商品生産と農民層分解による地域区分

①斎藤光格の地域区分

斎藤光格は兼業農家の地域性の要因に着 目し,

昭和30年の臨時農業基本調査の結果を使って兼業

農家の地域性を農家外部の条件と比較 しながら,

農家の内部条件との関係に視点をおいて農業地域

区分をおこなった17)。

まず,兼業農家率の地域性の要因を考察するた

めに,兼業農家率と経営耕地規模,農業粗収益 ,

労働投下時間の三つをとりあげ,各 々の相関関係

をみる。

経営耕地面積との相関係数は-0.58で あ り,畑

作地帯では一般に水田地帯よりも経営耕地面積の

割に兼業農家率が低 く,他方,特殊な 畑 作 地 帯

(岩手県北部山間地,群馬県北毛地区など農業の立地条

件が不利な地域)では他地域 とかけはなれて兼業農

家率が高い。
・
また,第二次,第三次産業の発達の程度と第二

次,第二次産業への兼業農家率との相関は大きく

みれば前者の高いほど後者も高 くなるが必ず しも

規則的でなく分散がはげしく一定の関係はみられ

ないのである。

農業粗収益との相関係数をみると -0.65と な

り,経営耕地面積の相関係数より負の相関が高く

a国有 (県有)林地帯

b私有林地帯

C混合または移行

d鉱山,温泉,観光地型

B農山村

a狭少耕地,特産地型

b準高冷地養蚕畑作型

C山麓開拓地型

d山間水田型

e近郊型農山村

自営製薪炭

林業賃労型{
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なる。その理由は,に)東北および北陸の水稲単作  かわらず,経営耕地面積の割に専業的性格の強い

に比較して,繭,たばこなどが導入されている関  のは労働投下量が多い。すなわち労働集約的であ.

東がより高い粗収益をえている,0岩手,秋田,  る,0-方 ,畑作経営の一部に極度に高い兼業農:

青森のように稗作,その他の条件によって反当粗  家率があらわれるが,これは山間部などで自然条_

収益の低い地域が 1戸当り耕地面積が大きいにも  件が劣悪であるために集約化が不可能か,あ るい

かかわらず粗収益がきわめて低い,(ア 疏ヽ莱,果樹  は収益性が低いために労働自給的になるためであ

などの商業的農業のさかんな京浜,山梨,静岡な  る。

どに経営耕地面積に比較して高い粗収益を得る農   したがって,自然条件が許す労働集約化の可能

家が存在する,ためである。           性が兼業化の主たる要因とみられるのであり,現

つぎに粗収益の高低のあらわれ方に関連させて  実の労働投下量とその変形としての農業労働の収

労働投下時間の相関関係をみると,相関係数‐0. 益性をみることによって,その地域性をとらえる

73と なって,一層高い負の相関を示すようになる。  ことができるというのである。そこで,に )農業労
―

この理由は,И )関東東部,九州南部の普通畑作地  働の収益性,0労働集約度 (労働受容力,具体的に

帯において粗収益の低さとはうらはらに投下労働  は労働投下時間)に よって四つの地域に区分 され

時間が多く,0養蚕,たばこ作地帯での投下労働  る。すなわち,A収益性低く,労働粗放的な地域,

時間が相対的に多いこと,な どがあげられる。   B収 益性高く労働粗放的な地域,C収益性低く,

このように,経営耕地面積,収益性,労働投下  労働集約的な地域,D収益性高 く,労働集約的な:

時間の関係を吟味することによって,兼業農家率  地域がそれである。

は農業経営の方式に深 くかかわっていることが推   つぎに経営規模を考慮して, I～ 5。 9反 , 16.0,

定されるのである。               ～7.9反 ,Ⅲ 8.0～9.9反 , Ⅳ10.0～ に区分し,こ

そこで農業労働の収益性と投下労働 量 につ い  の両者を組合せることによって16の農業地域を設」

て,生産物の種類別,経営方式別,地域別に考察  定するのである。これを示したのが第 3図 で あ

を加え,9)大部分の畑作経営は収益性の高低にか  る。

第3図 兼業農家による地域区分 (斎藤光格)
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これによって,9)収益性低く労働粗放的な地域

`は経営面積にかかわらず,農業所得が低 く兼業農
・
家率は最も高いが,その条件は悪く,農業所得は

撮:も 低い (北上山地,中部山間高冷地),0収益性高

く,労働粗放的な地域は兼業農家率が相対的に高

いが,兼業収入は低い (東北),兼業によって農家

所得が大きくなる (北陸)。 い収益性低 く,労働集
・約的な地域では収益性が低くとも労働受容力が大

きいので平均以上の経営耕地面積があれば,農業

:所得は大きくなる(関東,九州中部),ま た逆に耕地

.面積が小さくなれば農業所得も小さくなる (近畿,

'中国,四国南部,九州南部)な どの点が指摘される。

この地域区分においては,チ ューネンの前提が

:理論としては理解できても,現実的にはそのまま

あてはまらないことを示しているものである。だ

が商品生産の展開,他産業の発展がすすめば,そ

れにともなって労働力の排出がどのような作用で

すすめられるかの考察はなされていない。この地

三域区分では内部条件の考察にウエイ トがおかれ,

他産業発展にともなってひき起される影響につい

ての考察がなされていないことが不十分である。

②児島俊弘の地域区分

農業の地域構造が他産業の発展との関連で把握

され,その地域で農村,農業がどのような展開を

・みせてきたかを検討し,そこでの農業振興をはか

るために必要な課題をさぐるため,地域間での比

“
較考察をしてみる必要性から,児島俊弘は商品生

産と農民層分解を主体とした地域区分をおこなっ

ま118)。

その前提にたつ問題意識はおよそつぎのとおり
~で

ある。И)各県で数回おこなわれた「地域区分」

.が数年たつと改めて作業のしなおしがおこなわれ

るが,こ の不安定性は何に起因するか,0「地域

4区分」と農業地域構造とはどういう関 係 に あ る

か,0「地域区分」の方法と考え方,その論理的

基礎はなにか,すなわち,従来の「地域区分」は

農業の地理的分布を現象上の異同からとらえ,そ

の地域の特殊性を指摘するにとどまり,地域的差

異の認識を深める意義はあるが,それはただ研究

_進歩の第一段階にすぎない。したがって,地域区

分された類型の差異がどのような一般原理によっ

て位置づけられるのかが解明されないままに残さ

れている,と いう問題意識が出発点となっている。

その考え方は,特殊性の認識が一般法則の認識

に先行すべきか,と いう疑間にたち,ま ず地帯形

成の一般的経済メカニズムをとらえたうえで,地

域の特殊な経済的,自 然的条件によってどういう

具体的な現象をあらわすか,をあきらかにするこ

とである。一般法則→特殊性の関係を前提におく

ことであって,特殊性 (等質性,同一性の論理)一→

一般法則の探究の関係となるのではない,と いう

ことなのである。

ところで,経済的地帯形成は人間が地図の上で

地域を画定する前にすでに実在しているのである

から,地域の構造はとりあえず統計指標によって

表現された要因の確率的な関係として示されるに

すぎないものである。したがって,これを明確な

法則として把握するには別の方法をとらなければ

ならない,と規定して農業地帯形成の模型図式を

「頭の中で考える」こと,すなわち第一次作業仮

説の設定がおこなわれるのである。その仮説設定

の前提はこうである。

農業の地帯形成は資本主義的な都市工業の発展

によって都市における労働市場の拡大,農産物市

場の展開につれて,農業における商品生産の発展,

農業の部門分化,農民層の分解と賃労働の排出を

基礎としておこなわれる,と いう前提がそれであ

る。

つぎに,こ の第一次作業仮説の前提を具体的な

地域にあてはめて第二次作業仮説をつ くるのであ

る。この第二次作業仮説は,昭和30年臨時農業基

本調査 (市町村別),25年センサス,25年国勢調査

を使用して,に )統計の地域単位を旧市町村とし,

0指標として,農業における商品生産の部門分化,

農民層の分解,農業と他の第一次産業との未分化

の形態,地域における労働力の産業間配分,地域

における土地の農業との配分,土地利用の形態を

とり,具体的地域にあてはめるのである。

こうして分画した地域のなかから小地域を選出

して地帯の地域的な内部構造を中核都市との経済



的相互連関のメカニズムをあきらかにするために

実態調査をおこなうのである。その主たるねらい

は,商品生産の発展,農家労働力の兼業化をとお

して農民層の構造のちがいを検討する こ とで あ

る。その第一次接近として農業のタイプをビ)現物

生計補充的農業,0現金生計補充的農業,0商品

生産農業に分けて検討される。その結果,近郊農

業地帯と主穀農業地帯のちがいは,中核都市との

距離のちがい,主穀地帯の農業部門構成は中核都

市の距離の作用,近郊農村地帯の農民層の構造は

中核都市の経済的性格によって異なる可能性が強

いことが推察されたのである。

つぎに,資本主義的工業中心都市をその地域内

部にもたない経済後進地域を選定して検討をすす

める。その結果,こ の地域においては経済的諸条

件の規制以前に自然的な諸条件が農業の地帯形成

のある局面を規制する。すなわち,自然的諸条件

が経済的諸条件よりも一層強く,経済的地帯形成

を規制するのである。

このように資本主義的な工業都市を中核とする

農業の経済的地帯形成と,自然的条件の支配の強

い経済後進地域における農業の経済的地帯形成の

二つのモデルを設定し,それを実際の地域につい

て作業仮説的模型図式に照らして適用し,実態分

析をとおして地帯形成のメカニズムが推察された

のである。

これにもとづいた地帯形成のメカニズムを論理

的に整理することがつぎの作業として続 け られ

る。ここでは,小生産農民が自己の自然および経

済上の地理的位置については受け身であるという

条件を前提に論理が構成される。に)農業の地帯形

成が主として自然的な条件に,従として歴史的な

事情によって行なわれる段階と,0地帯形成が主

として経済的条件によって,従として自然的な条

件によって行なわれる段階,こ の二つに分けられ

る。前者はИ)生計獲得レベルにおける農業地帯形

成であり,原始的定着をしている小生産者の間に

地域内部でのプリミテイブな商品交換,初期的な

社会的分業がみられ,地域内部にいくつかの異な

った生計獲得の形態をもつ地帯を形成する。また

9J

後者は,0資本主義的工業都市の発展によって労
‐

働市場,農産物市場が拡大し,農業生産における.

商品生産の一層の拡大と農業内部での部門分化 ,

自営農民層からの賃労働者の排出をともなって,

地域内部の経済的地帯の形態が大きく変化するこ

ととなる。こうして生計獲得レベルにおける農業:

地帯形成は商品生産レベルにおける農業地帯形成

へと移行する。商品生産 レベルにおける農業地帯I

形成は,商品生産の展開によって農業の斉一性が・

変化してゆくのであり,こ の農業の部門分化は三L
地条件の差異によってひき起される。第一に土地

の自然的な性質がその土地の生産物を規制し,第 :

二に自然環境 (土地に代表される)が人間の自然に_

対する働きかける色々な手段 (労働手段と労働組織).

を規制する。このうち外部の経済的インパクトに

よって第二の規制が変化してゆく。これは,土:咆

の自然的な性質に媒介された地域の経済的位置に

よるのである。いいかえれば,地域外部における

資本主義的経済の発展によって衝撃を受け,地域1

内部の農業地帯形成がおこなわれる (生計獲得レベ

ルー→商品生産レベルヘ移行)と いうことである。

さらに資本主義的工業都市の発展によって農業|

地域の変化がみられるようになり, Ⅱ型から12ユ

ヘ移行してゆく。 I型のⅡ型と異なる点は,9)経

済的条件の規制が I型 よりさらに強くなる,OⅡ

型にみられない近郊農業地帯があらわれる,|ヽ主_

穀商品生産地帯が後退することである。これらを

基礎にして福岡県を事例とした試行的な農業地帯―

分画がおこなわれるのである。

さらに続いて,府県を単位として農業地帯形成

の具体的な試みとして,И )大都市工業都市をもつ

府県 (大阪),0)大都市工業都市をもつ府県の近郊.

的色彩をもつ府県 (静岡),(2つ主穀商品生産地帯で

あるような府県 (山形,官城), 0平地商品生産的
`

純農村地帯(該当なし),③農業の限界地帯 (岩手,

鹿児島)な どの地帯形成をおこなうのである。

この地域区分は資本主義の発展にともなう農業:

の変化を視点に仮説の設定から,具体的な地域へ‐

の適用をとおして農業の地域構造分析のための前
~

提をなす基礎として,「地帯分画」の一般的な法:

<研究ノート> 日本の農業地域区分の研究方法に関する展開過程 (2)
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スU性を考察した成果として高く評価されるもので

.あ る。ただ,府県単位の区分にとどまり,全国的

レベルにまでのつみあげがなされなかったのが不
‐
十分であったといえよう。

お わ りに

日本の農業地域区分の研究方法の展開過程を等
」
質的,統一的地域区分の両者に分けて,従来発表

されてきた具体的な事例をとりあげて,それらの

農業地域区分の研究方法と特徴点にふれてきた。

この研究ノートから,さ らに今後農業地域区分の

・研究をどのような方法で進めてゆくべきか,ま た,

どのような留意点にもとづいて研究をすすめてゆ

くべきかを,こ こで考えてみたい。

今後の農業地域区分の研究方法の課題として考

.え られることはおよそつぎのごとくである。

その第一は,従来研究されてきた農業地域区分

`の 研究方法を使用して近年の具体的資料をあては

めた農業地域区分を試みたうえで,その適用性を

,検討し,地域の分化,形成を動態的にあきらかに
｀
する農業地域区分の方法を吟味し,考察してゆく

ことが必要であろう。

とくに従来の農業地域区分の研究方法に関して

4は指標設定の困難性から指標に対する検討が十分

|になされてこなかったために,それぞれに地域区

分をおこなう研究者の考え方に基いて各種の農業

地域区分がおこなわれ,その成果に対する吟味は

十分におこなわれなかったのである。始のため地

:域区分の方法の一貫性ということはあまり問題に

されなかったのである。ともすれば農業地域区分
.は研究者の数だけあるということでかたずけられ

てきた傾向があった19)。 したがって, この反省点
;にたって従来の成果を現時点の具体的な統計資料

に適用してその有効性を吟味し,農業地域区分の

より適切な方法を検討してゆかなけれ ば な らな

ヽヽ。

第二に,こ こでとりあげた従来の農業地域区分

`の研究方法はほぼ昭和35年 までの統計数値にもと

づ`いておこなわれた農業地域区分である。したが

って,昭和36年以降とくに農業基本法の制定以後

選択的拡大政策のもとで農業の地域変化,地域分

化,地域形成がどのように進展したのか,動態的

な視点から農業地域区分の研究をすすめる必要が

あろう20)。 とりわけ,昭和36年以降の農業の地域

的変化は大きい。このような農業地域の変化を動

態的にとらえ,地域性の形成要因をあきらかにす

る農業地域区分が求められなければならなぃ21)。

第二は,農業地域区分をおこなう場合に,農業

地域の大きさをどのようにとらえたらよいか,ま

た地域の境界をどのように定めたらよいかの検討

がなされなくてはならない。たとえば,都道府県

を単位地域とする地域間比較や,日 本全体に対す

る位置づけを目的とする地域区分が必要な場合も

あろう。また市町村を単位地域としてとらえるこ

との必要な場合もあるであろう。このように,地

域のスケールは研究の目的によってさまざまにと

らえられる。だが,そこで重要なことはどのよう

なスケールを単位地域としてとりあげ た場 合で

も,常にそこには地域の比較を可能とする一連の

系列が与えられていなければならなぃ22)。 すなわ

ち,地域区分の目的に応じて何を指標としてとり

あげるべきか,ま た何を重要な指標 とすべきか指

標の設定がより根本的な課題となって くるのであ

る。さらに地域のスケールの問題は,日 本の農業

地域区分の問題にとどまるばか りではなく,指標

設定とともにより広 く世界の農業 とのかかわりも

考慮 しなければならないであろう23)。

以上のように,農業地域区分にはさまざまな課

題をかかえているが,農業地理学の主要な課題で

ある農業地域性の究明をめざす基礎的作業として

きわめて複雑,困難ではあるが不可欠な課題なの

である。農業地域区分の研究は農業地域性究明の

出発点をなすものである。
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成比率 (水田,宅畑,附帯地),⑥米作農家比率

類型, ○耕地規模, ③産業別就業人口構成比率

(林,農,その他―地元消費市場,温泉,鉱山),

⑥主要商品作物とその戦前対比,①大家畜の種類

と比率,密度および戦前対比,O経済立地 (労働

力と生産物市場距離―地元,中央)。

③平坦地純農村地域,④地形 (台地,丘陵,低沖

積),①土壌,水利,⑥水田,普通畑,樹園地比

率,O米作農家比率類型,⑥耕作規模,⑥水田二

毛作作付率,①平地林の面積比率と落葉利用,①

桑園率の変化 (昭和 4～25年),①作物構成, O

家畜の種類と密度およびその動向,①市場距離 ,

②反当並に農業就業者 1人当り粗生産額。

0近郊地域,④人口増加率,①耕地潰廃,農地移

動(転用),⑥兼業類型と比率 (世帯主兼業,家族

兼業),O水田比率,⑥米作農家比率,⑥そさい

作付比率,①酪農発展のタイプ,①機械化の普及

度 (オ ー ト三輪,小型耕縁機),①市場距離。

17)斎藤光格「兼業農家からみたわが国の農業地域」

『地理学評論』第34巻 4号,14～35頁。

18)児島俊弘『農業の経済的地帯形成と地帯分画』

(農業総合研究所,昭和37年 )。

19)こ の指摘については,大貫俊「地域区分に関す

る若千の考察」『辻村太郎先生古稀記念地理学論

文集』(古今書院,昭和36年)379～387頁参照。

20)こ の観点から最近では主成分・ 因子分析が使用

されている。高橋潤二郎「地域区分のための主成

分分析」『三田学会雑誌』第60号 ,221～ 236頁 ,

奥野隆史「人文地理学のための主成分・因子分析」

『地理』第16巻第 1号 ,39～ 46頁 ,桜井明久「因

子分析法および数値分類法による関東中央部の農

業地域区分」『地理学評論』第46巻第12号 ,826～

850頁参照。

21)山本正三はその一試案として農村地域区分の方

法を提言している。山本正三「 日本における農業

地理学の課題」『地理』10巻 7号 ,16～24頁。

22)こ の点については,浮田典良「地理学における

地域のスケール」『人文地理』第 22巻第 4号 ,33

～47頁参照。

23)一試案として,白浜兵三「 日本農業地域の特質

―Agricultural Typo10gyの 分析視角」『千葉大学

教育学部紀要』第18号 ,136～ 154頁参照。
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