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は し が き

本書は明治以降の近代日本が築いたフードチェーンに関わる地理学書で，

「 食料の地理学」は筆者の標榜する主題である。第1部では食料の地理学の系

譜を，第2部では食料の地理学の手法で戦前のフードチェーンを論じた。しか

しながら，本文中には「食料の地理学」という言葉は基本的に出てこない。こ

ういう言葉がその時代にあったわけではないからである。本文中であえて，

「地理学における食料研究」という表現を用いているのはそのためである。か

といって当時，食料への関心がなかったわけではない。まず，本書を構想した

背景から話を始めたい。

今日，日本食が広く海外でも注目され，さまざまな日本の食べ物が世界各地

で消費されている。その一方，日本は世界最大の食料輸入国であり，大量の食

品を世界各地から輸入しているという指摘も繰り返されてきた。それはとり

もなおさず日本の食品企業が商品の輸出や輸入に関わって世界各地に展開し，

フードチェーンを構築してきたということでもある。では，そのルーツはどこ

に求められるのであろうか。古い時代には食料は海外依存せずに，国内で自給

できていたのだろうか。戦前の資料を読み解いてみよう。当時の日本が海外に

たくさんのフードチェーンを張り巡らせていたことが浮かび上がる。それはあ

の戦争や植民地支配とも密接に関わりながら，戦中，戦後にかけても確かに日

本の食料供給を支え続けてきた。少なくとも支え続けようとしてきた。そして，

こうしたフードチェーンの海外展開の一翼を学術的側面から支えたのが当時の

地理学であった。本書ではその話をしようと思う。

本書は学史的な検討に主眼を置く第1部と事例研究に主眼を置く第2部から

構成される。第1部では明治以降，今日に至るまでの食料供給をめぐる地理学

研究を紐解く。第1章では近代地理学の黎明期ともいえる1920年代にさかの

ぼり，今日に至る食料研究が地理学界においてどのように取り組まれ，何を目

指してきたのかを明らかにする。第2章では特に1940年代に焦点を当て，戦

争と敗戦という大きな変動のなかで食料供給をどのようにして支えようとした
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のか，そこで食料研究は何を目指していたのかを論じる。それらは今日の私た

ちの食料供給に直接つながっている問題でもある。第2部では戦前の日本が作

り上げたフードチェーンを具体的に取り上げ，その多様性を論じる。無論，今

日のフードチェーンという概念が当時から存在したわけではないので，いわ

ば今日的な分析手法（フードチェーン・フードシステム）を用いて戦前の状況を把

握しようとする試みである。第3章では合計9社の食品企業が戦前に構築した

フードチェーンに着目し，多様な食品をめぐる多様なチェーンが稼働してい

たことを描き出す。一方，第4章では満洲と朝鮮の間の粟貿易に着目し，当時

の日本の食料供給の一断面に光を当てた。さらに第5章では台湾における日本

（内地）製食品の受容に着目し，内地向けのフードチェーンのみならず，内地か

ら海外に向けられたフードチェーンがいかに機能したのかを検討した。最後に

配置した補論には，直接食料やフードチェーンと関わるものではないものの，

戦前期の地理学，特に経済地理学の枠組みについての論考を置いた。当時の地

理学における食料研究を理解する上で，それを取り巻くディシプリンがどう

あったのか，さらにそれが今日とどのような異同があるのかにも目を向けてい

ただきたいからである。

以上のように本書は，基本的に近代以降の地理学史を紐解くことと，戦前の

日本が海外に張り巡らしたフードチェーンに関する研究ではあるが，通底する

のは「今日の私たちの食料供給はどのようにあるべきなのか」という問題意識

である。決して，歴史的な研究を目指しているわけではない。念頭にあるのは

今日の食料供給である。



このプレビューでは表示されない頁があります。
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第1部　食料の地理学の系譜

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

日本食が世界で注目される一方， 食料自給率の低下が叫ばれて久しい。実

際，膨大な量の農産物や食料が輸入され，それらは食料価格の抑制や品質の問

題，あるいは 食料安全保障とも無関係ではない。とくに近年は 食の安全性にか

かわるさまざまな議論の高まりのなかで，単なる量的な確保という意味での食

料自給だけではなく，安全性を担保するための自給という側面の議論も展開さ

れるようになっている。しかしながら，過熱する自給の議論は本来の目的を失

い，自給率を上げることが目的化されているようにもみえる。本来のあるべき

議論はいかにして安定した 食料供給体制 
1）

を構築するのかということであり，自

給率はそのひとつの目安にすぎない。それにもかかわらず自給率の高低のみが

一人歩きし，本来議論されるべき食料の安定的な供給の議論がみえなくなって

はいないか 
2）

。安定供給のために自給率を向上させるという議論があってもよ

いし，安定供給のために海外に依存する（自給率が低くてもよい）という議論が

1） 安定的な供給とは量的な側面，質的な側面，危機対応の側面を満たした食料供給である（荒
木編 2013）。

2） 自給率の向上が目的化されてしまっていることについては荒木（2008）を参照。自給率に限
らず，食の質や環境問題との関わり，あるいは文化的・生物学的多様性など，食に関わる
議論は百出している。しかし，それらが時として方向性を失い，本末転倒の些細な事象の
みが誇張されたり，議論のすり替えがおこなわれているという印象を感じるのは筆者だけ
であろうか。例えば，ローレンス（2005）やシュローサー・ウィルソン（2007）等で，スーパー
マーケットに並ぶ食材の危険性や問題点が指摘され，反響も少なくなかった。これらは啓
発の書であるかもしれないが，同時にスーパーマーケット無しに今の私たちの食生活は成
り立つのか。同様に，品質に対する過度の要求が時として量的な側面を否定しかねないよ
うな議論も認められる（荒木編 2013）。そうした理想論で腹を満たすことができるのだろう
か。これに対する答えは用意されていない。あたかも原子力発電による電力に依存しなが
ら原子力発電を否定するように，問題があるのはわかっている。それを叩くことが目的で
はない。現状を踏まえてどうするのかの議論が必要である。私たちは立ったまま自らの足
を取り替えなければならないのだ。
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第1章　食料の安定供給と地理学
――その海外依存の学史的検討――

ここでは明治以降の日本の食料供給を， 穀物の海外依存に着目して検討する

とともに，それに対する地理学研究を振り返る。食料の海外依存は最近始まっ

たことではなく，明治中期以来，第二次大戦にかけても相当量を海外に依存し

ていた。それに応じ1940年代まで，食料は地理学研究のひとつの主要な対象

であり，農業生産だけではなく多くの 食料需給についての論考が展開されてい

た。戦時期の議論には，問題のある展開も認められるが，食料供給に関する高

い関心が存在していたことは事実である。しかし，その後の地理学においてこ

れらの成果が顧みられることはなく，今日に至るまで食料への関心は希薄で，

研究の重心は国内の農業に収束していった。明治以降もっとも海外への依存を

高めている今日の 食料需給構造を鑑みるに，当時の状況と地理学研究を振り返

ることは，有効な含意を持つと考える。

以下，Iでは近代以降の日本の食料供給の実態を把握するために明治以降の

 食料供給と海外依存をデータに基づいて描き出す。次にIIではそうした近代以

降の日本の 食料供給体制をそれぞれの時代の地理学はどのようにとらえようと

してきたのかを把握する。最後にIIIでは，食料の多くを海外に依存する今日

の食料供給を再検討する観点を提起したい。

Ⅰ　明治以降今日に至る日本の食料供給

1．各種統計による概観

まず，各種の統計資料に基づいて明治以降今日に至る日本の食料需給状況

を示したい。図1-1は食料供給の基本となる主要穀物の生産，および食料需要

の基本となる人口の推移を，1870年代から2000年代に至るまでの期間で示し

たものである。人口（図中A）は明治初めの3千万人余りから20世紀初頭には5
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第2章　1940年代の地理学における食料研究
――いかにして食料資源を確保するのか――

前章では 明治以降今日までの 地理学における 食料研究を紐解き，1940年代

までの食料に関する地理学的な関心の高さと，その後の急速な食料研究の衰退

を描き出した。ここでは，その転換点となった1940年代に焦点を当て，当時

の地理学における 食料研究を検討し，1940年代までと1950年代以降の食料研

究の大きな断絶の背景を探りたい。

1940年代は上記の学史的な転換点というだけでなく，1930年代後半からの

 日中戦争とこれに続く 太平洋戦争の開戦と敗戦，戦後の混乱から復興へという

時期であり，日本の社会，政治，経済が大きく変化した時期であることはいう

までもない。同時に日本の 食料供給上の大きな画期でもあったことも明白で，

この間に日本の食料供給は根本的ともいえる再構築を経験したことは前章に述

べた。すなわち，戦争までは 朝鮮や 台湾などの植民地からの移入米が国内需要

を支えたのに対し，戦後はこれらの食料供給基地であった 植民地を失い，主と

して米国などからの 食料援助や輸入によって需要をまかなわざるを得なくなっ

たのである。第2章の取り組みは，この大きな転換期を地理学はどのように把

握しようとしたのかに光を当てようとするものでもある。

研究対象とする時期を1940年代と設定したのは，戦中と戦後を連続した枠

組みの中で把握するためでもある。敗戦は大きな転換点であることは間違いが

ないが，その前後を分けるのではなく，その前後を連続させて把握することの

意義に着目したい。すなわち， 食料供給は戦前，戦中あるいは戦後で分断され

るべきものではなく，連続してそれに備えなければならないものである。状況

がどのように変化しようと食料の確保は継続されねばならないからであり， 食

料需給が逼迫する中で，国の食料供給に対する思想や計画はどのように変遷し

たのかを連続した時間の中でとらえるべきであると考える。以上が1940年代

という括りを設定した理由であり，こうした大きな転換，変動の時期を対象と
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

第2部　戦前の日本をめぐるフードチェーン

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

第 1部では学史を紐解き， 近代日本の 食料供給の 海外依存とそこで地理学

が果たした役割を検討した。第 2部では具体的に戦前の日本が築いたフード

チェーンに注目する。なお，ここで用いるフードチェーンとは 食料研究の根幹

をなす概念で，若干の紙数を割いて説明したい。

  フードチェーン

フードチェーンとは農産物や林産物あるいは水産物などの 食料資源の生産，

獲得からそれらの加工や流通を経て，最終的に消費されるまでの連鎖 
1）

であり，

図II①上段に示すように模式化できる。一般的には生産された食料が加工部門

や流通部門を経由して消費されるまでの体系であり，地理学においてはこの

チェーンを実際の場所に投影させた議論を展開する（フードチェーンの地理的投

影 
2）

）。すなわち食料の生産地と食料の消費地，あるいはその加工地や流通拠点

などによってフードチェーンは地域と地域を連結しているとみなすことができ

る。フードチェーンを地理学の分析において用いる際には，このようにして

チェーンで連結された地域間の関係を論じるものとして使う。本書のテーマで

あるフードチェーンの海外展開，あるいは第1部で検討した食料の海外依存は

図II①下段の模式図で理解することができる。食料の生産地と消費地あるいは

加工・流通拠点の実際の位置が地図上に与えられる。図中では便宜的に「海外」

「内地・国内」として表示したが，ここに具体的な国や地域，都市などが入るこ

1） フードチェーンの概念，用語法についてはさまざまなものがあるが，ここではBowler
（1992：p.12）および荒木（2002：p.31），荒木編（2013：p.14）に従った。なお，類似の概念とし
てフードシステムがあり混用されることも少なくない。本書ではBowlerと荒木に従って
使い分けている。単純化すれば，生産から消費に至る連鎖がチェーンであり，そのチェー
ンを動かしている仕組みがシステムである。

2） 詳細は荒木編（2013）を参照。
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第3章　戦前の日本の食品企業の海外展開
――多様なフードチェーンの構築――

第3章では戦前の日本が海外に構築した フードチェーンに具体的な焦点を当

てる。その際，第 2部冒頭に示したフードチェーンの枠組みを用いる 
1）

。すで

に示したように図II②に描かれる主要なチェーン，すなわち 朝鮮や 台湾からの

 米， 台湾からの 砂糖， 満洲からの 大豆だけではなく，戦前の日本が形成した多

様なフードチェーンを俎上に載せたい。そこで，第3章では戦前の日本の 食品

企業に注目してその多様な 海外展開を追う。食品企業に着目したのは，前述の

食料の産地と消費地とを連結するフードチェーンにおいて，チェーン全体ある

いはその一部の構築にかかわるのが食品企業だからである。フードチェーンに

ついては図II①に示したように基本的理解として 資源調達型と 市場開拓型に大

別できる。これを起点としていくつかの食品企業を取り上げ，個々が戦前に構

築したフードチェーンを描き出し，チェーンの特徴と多様性を議論したい。そ

れは同時に，フードチェーンの概念を用いて戦前の日本の食品企業の海外展開

を把握しようとする試みでもある。

Ⅰ　戦前の日本食品企業

従来的に日本企業の海外展開に関しては，巨大財閥や国策企業による 資源調

達や 植民地支配の文脈で論じられることが多かった。実際， 第二次大戦までの

日本の食料貿易に関する研究成果は少なくない。特に台湾からの砂糖，朝鮮米

1） フードチェーンを用いた今日の日本の食品企業を対象にした研究，すなわち現在の海外か
らの原料調達や海外市場との関係を論じた研究は少なくない。例えば，トマト加工品の原
料調達を論じた後藤（2002）や同様に鶏肉を取り上げた後藤（2004），牛肉を取り上げた大呂
（2012），梅干しを取り上げた則藤（2012）などである。また，外食産業や小売業の海外展開
を取り上げた川端（2011，2016），アグリビジネス全般について論じた後藤（2011）などがあ
る。こうした切り口はすでに一般的となっているといえるが，同様な手法で戦前の個別の
食品企業の海外展開について論じた研究蓄積は未見である。ここではその可能性を深化さ
せたい。
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第4章　 新義州税関資料からみた戦前の
朝鮮・満洲間粟貿易

――日本の食料供給システムの一断面――

第4章では日本の近代化を支えた 工業労働者への食料供給はどのようにして

担われたのかという問題意識 
1）

から，戦前期の多様な 東アジアの農産物・食料貿

易の一端を明らかにしたい。第1部では日本の食料の海外依存は近年始まった

ものでも， 高度成長期以降に始まったものでもないこと，その起源は1900年

頃にまでさかのぼり，終戦までは主に東アジアを中心とした地域からの食料供

給が日本の 近代化を支えたことを描き出した。特に1920年代から30年代にか

けては， 朝鮮と 台湾を中心とした植民地からの米の 安定供給体系の確立が目指

された時期で， 植民地米は 米価の低位安定と内地農村の疲弊という問題をはら

みつつも，内地の需要，すなわち都市住民や 工業労働者への食料供給を担っ

たことは多くが指摘するところである（ 大豆生田 1993a，b; 河東 1990; 樋口 1988）。

また，戦前においても 日本学術振興会としての組織的な研究報告（東畑・大川 

1935; 川野 1941）が得られている。それは当時の日本が，内地と植民地という帝

国の領域内での安定した 米供給を目指した食料貿易の1つの姿でもあった。

しかしながら，それは意図したとおりの食料供給システムであったのだろう

か。上述のように，植民地からの米供給については少なからぬ研究成果があり，

内地需要がそれによって支えられたことが描き出されている。それでは，植民

地の食料供給はどのようにして担われていたのであろうか。植民地内で自給で

きていたのだろうか。第2部冒頭に示した図II②の 朝鮮に輸入される大量の 粟，

これが図II①に示す内地への 食料資源調達のチェーンにどのように組み込まれ

ていたのか。第4章の直接的な関心はここにある。

1） 近代化を支えた工業労働力への食料供給という観点はフードレジーム論に依拠するところ
が多い（フリードマン 2006; 荒木 2012b）。
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第5章　 工業統計表と台湾貿易四十年表から
みた戦前の台湾における日本食品
――海外市場進出と受容の推計――

すでに第3章では様々な日本の食品企業が海外市場の開拓に携わってきたこ

とを示した。ここでは図II①下段右の海外に向けられた 市場開拓型のチェーン

に着目し，それら企業が提供した食品が現地市場にどのように受容されたのか

という実態を検討する。市場開拓型のチェーンの構築において， 海外居住の日

本人の消費をターゲットにしたものと，現地の人々の需要にも応えるものが

あったことは指摘したが，ここでは具体的に 台湾における 日本食品を取り上げ

て，どの程度現地社会に受け入れられたのかを描き出す。これによって，戦前

の日本が構築した フードチェーンが，一方的に内地の 食料供給を支えるためだ

けのチェーン，あるいは海外の日本人社会の需要を支えるためだけのチェーン

であったのか，あるいは双方向的な動き，すなわち海外の現地社会の消費に対

応するチェーンでもあったのかを検討したい。

Ⅰ  台湾における日本食品

図II②に示したように戦前期の台湾と内地の間には大量の食料貿易があった。

台湾からの砂糖や米の移入が当時の 日本を支えたことはよく知られているとお

りで，研究蓄積も多い。古くは 砂糖に関しての矢内原（1929）， 米に関しての川

野（1941）などの成果があり，その後も持田（1970）， 大豆生田（1993b），松田編

（2012），矢ヶ城（2012）など多くが言及しているところである。その一方で，少

なからぬ食料が日本から台湾へと送られていたことも事実である。台湾の移

出額に占める食料の割合（「飲食物及び煙草」「穀物，穀粉，澱粉類及び種子」でほ

ぼ9割を占める）には遠く及ばないものの，台湾の移入額における首位は「飲食

物及び煙草」であり，2から 3割のシェアを占めている（荒木 2014）。また，日

本統治時代は様々な洋風あるいは和風（日本式）の生活スタイルや 食文化が台湾
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

補　　論

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

1937年に刊行された 『経済地理学文献総覧 
1）

』（黑正・菊田 1937）に基づいて，

戦前の 経済地理学の枠組みと当時の研究動向を検討する。同書は和洋合わせて

雑誌論文2,553本，書籍4,492冊を採録する大冊であり，これによることで当時

の状況を把握することは可能であると考えた。その際，当時の経済地理学の枠

組みは今日のそれとは同じではないという点にも配慮した。その結果，当時の

産業構造を反映して，農業や農産物に関わる研究が工業や工業製品に関わる研

究を凌駕していること，また，同時の国際情勢を反映してアジアや植民地に関

する研究が盛んに行われていたことが明らかになった。これらはある意味当然

といえるが，その一方で資源との関わりで 自然地理学の成果が多く取り上げら

れていたこと，世界経済や国際金融など今日のいわゆるグローバル化の枠組み

で取り上げられるテーマにも少なからぬ関心が寄せられていたことも指摘でき

る。こうした研究対象への関心だけでなく， 経済地理学の枠組みやアプローチ

にも今日との違いが見られ，特に 商業地理や 商品地理の位置付けは大きく異な

る。それらを古い商人地理の残渣ととらえるのではなく，産業分類に依拠する

今日一般的な経済地理学の枠組みを相対化する観点として評価したい。

すでにみた 1940 年代までの食料の地理学の系譜と当時の状況を踏まえて，

第1章に示した戦後から今日に至る農業地理学の枠組みを再検討する必要があ

ると考えたからである。これが，本論部分とはやや趣旨の異なる論考を補論と

して配置した理由である。

1） 本来は『經濟地理學文獻總覽』と旧字体で表記されるが，煩雑さを避けるため文中では新
字体で表記した。同講座の他の書物に関しても同様。ただし巻末の文献欄には旧字体で掲
載した。
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あ と が き

第1部では食料の地理学の来歴を振り返り，第2部ではフードチェーンの概

念を用いて戦前の状況を把握した。対象とした時期は食料の地理学やフード

チェーンという今日的な概念の登場以前ではあるものの，当時の食品企業の海

外展開の分析において，今日のフードチェーンの概念が有効なことを指摘でき

るとともに，当時の地理学研究においても食料に対する高い関心が払われてい

たことを確認できた。フードチェーンという言葉こそ存在しないものの，類似

した観点が存在していたことは第1部に明らかである。それはすなわち，第2

部にみた状況を把握する上で，第1部にみた当時の地理学は，戦後の長きにわ

たって失われていた観点を持っていたといえるのではないか。それでは，それ

はどのような観点かということを議論したのが第6章の補論である。

以下，各章の初出を示したい。いずれも筆者がこれまで学会誌等に発表して

きた論文を再構成したものである。

第  1章　荒木一視　2015．食料の安定供給と地理学―その海外依存の学史

的検討―．E-journal GEO 9: 239-267.

第  2章　荒木一視　2015．1940年代の地理学における食料研究―いかにし

て食料資源を確保するのか―．地理科学 70: 215-235．

第  3 章　荒木一視　2017．戦前の日本の食品企業の海外展開―フード

チェーン構築の諸類型―. Journal of East Asian Identities 2: 1-20.

第  4章　荒木一視　2016．新義州税関資料からみた戦間期の朝鮮・満洲間粟

貿易―日本の食料供給システムの一断面―．人文地理 68: 44-65.

第  5章　荒木一視・林呈蓉　2015．戦前期台湾における日本食材の受容―

工業統計表と台湾貿易四十年表に基づく推計―．エリア山口 44: 51-65.

なお，補論は本書が初出で書き下ろしということになるが，実際には「経済

地理学年報」に投稿してリジェクトされた原稿である。もちろん編集委員会の
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