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９４　　　　　　　　　　立命館経済学（第３３巻 ’第１号）

在したドイツ民主共和副こおいてキキトリした両副こおげる経済地理学の研究および教

育の現況をまとめてみたものである。具体的には，ソ連におげる　¢杜会経済問題研究
　　　　　　　　　　　　　　　　１）
所（レニソグラード），　地理学研究所（キェフ），　経済学およぴ工業生産組織研究所（ア

ヵデムゴロドク）でのキキトリ内容とドイツ民主共和国におげる＠ フソポルト大学地理学

教室（ベルリソ），　マノレチソ ・ノレター大学地理学教室（ハレ）でのキキトリ内容とにわか

れている 。だが残念なことに，モスクワ大学およびレニソグラード大学の各経済学部を

はじめ，フソボルト大学経済学部におげる経済地理学あるいは地域経済学についてのキ

キトリたとは欠落している。したが って，これら両副こおげる経済地理学の研究およぴ

教育の現状について，そのすべてを紹介したものではたい。内容はたしかに部分的であ

る。 しかし，少くとも ，これら両国におげる経済地理学研究の基本方向や研究課題ある

いは教育 システムといったものを知るうえで一定の役割を果たしうるものと考える。あ

えていてぱ，本稿によっ て， 杜会主義剛こおげる経済地理学の現代的動向をいささかで

も知り ，目本におげる経済地理学のあり方についても再考する契機とたりうるたらほ ，

これはもう望外の喜びというものである。なお，キキトリの内容は筆者によっ て取捨選

択しており ，文意が不明確な点は，すべて筆者の責任であることをあらかじめ断ってお

きたい 。

　　１）キエフの「地理学研究所」という表現は，１９８１年９月の時点では正確ではない。当時は地

　　　理学研究室（セクター）というのが正式名称であ った。しかし，１年後には研究所（イソス

　　　ティテ ユート）になるということであ ったＬ，当時すでに，研究員数 ・施設からみて，「研

　　　究所」としての内容をもっ ていたので，現時点ではこのように表現したものである 。

第一章　杜会経済問題研究所（レニンクラート）

第１節　社会経済間題研究所の概要

　杜会経済問題研究所は１９７５年に創立され，７部門より構成されている。すなわち，¢

科学部門，＠哲学部門，　杜会学部門，＠科学技術部門，◎中央経済数学部門，＠経済

都門，¢管理部門がそれである。最も精カ的に取り組んでいるのは，杜会経済調査，科

学技術問題，特殊的な地域経済問題である。つついては，杜会問題であるが，これは労

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４）
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働管理および労働者の生活問題がその内容である。数学は，杜会問題を解決するための

手段として研究されており ，数学を基礎としてゲームの理論やオペレーショソリサーチ

にとりくむ一方，杜会経済テータの数学的分析も行な っている 。７部門の他に計算機セ

ソターがあり ，コソピューターシステム をとり入れている 。コ オデ ィネーショソおよび

イソフォーメーショソ機能も果たしている 。

　これと直結する形態で図書館があり ，いろんなサ ービスを行っている。この研究所
は， とくに杜会経済問題の調査を中心に行な っているが，当面の大きな課題は大都市問

題， とくに人口１００万人以上のモスクワ ，レニソグラード，キェフの問題にとりくんで

いるが，その他の都市についても調査研究している。小さな問題としては，杜会経済に

関する世論や杜会経済の民主化に関する理論にもとりくんでいる
。

　　〔杜会経済問題研究所所長，トロコソチ ヱフ 教授からのキキトリ 。１９８１年９月７目〕

第２節　ソ連における経済地理学の概況

　杜会主義の建設にとっ て， 少ない労働力でいかに多くの成果を生みだすかというのが ，

経済地理学の課題である。したが って，たえず新しい生産方法についての研究も必要で

ある 。地理学一般に関していえぱ，その研究対象がなんであるかという統一的な考えは

ない。げれども ，経済地理学は地理学ではなく杜会科学の一分科であり ，そして経済地

理学の基礎は，生産の配置である 。１５年前は，ｒ経済」が大切であ ったが，今大切にた

っているのは「人問」である 。いうなれぱ，今の課題はｒ人問と杜会地理学」とな って

いる 。経済地理学は，他の地理学，すなわち自然地理や政治地理と強い関係をもっ てい

る。 とくにソ連邦における杜会主義建設のはあいには，自然条件が大きなウユイトをし

めており ，ことさら重要とな っている 。学問はまた政策と結びついており ，経済地理学

からの提起によっ て， ヴォルガ河の保全および清掃のために１１億ルーブリを投じさせて

いる 。また，大都市では古い工場が街の中央部にあり ，経済地理学は汚染の間題を大き

くクローズア ップさせてきている 。しかＬながら，この問題が急速に改善されるという

可能性は今のところ少ない。もっとも ，ソ連政府の政策施行によっ て次第によくな って

きている点もある。たとえ嵯，そスクワ川は５年前からその美しさをとり戻してきてい

るし，レニソグラードでも石炭エネルギーをガス ・ニネルギー〃こ転換することによっ て

煙が少なくな ってきているなどとい った点である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９５）
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　ところで，経済地理学は犬学で教えられている。つまり ，大学だげに専門家がいるわ

けである 。杜会人や学生に対しては，教育大学および経済大学で教えられている 。とく

に， 経済地理学という科目は，専門試験や入学試験の科目にもた っており ，大学のみな

らず学問にとっ てきわめて重要な科目である 。

　ソ連には３０の大学があり ，それぞれ経済地理学の学科をもっ ている 。しかし，３０の学

科のあいだでは，経済地理学の内容にかんするちがいが大きい。経済地理学で大きな勢

力をもっ ているのは，モスクワ大学とレニソグラード大学である。モスクワおよびレニ

ソグラード大学において経済地理学を専攻した卒業生は，多くのぱあい，研究所に入る

ことに１なっ ている 。

　モスクワ大学では，経済地理学科が，のソ連経済地理，◎杜会主義諸国の経済地理 ，

◎資本主義諸国の経済地理という三つの部門に分れているが，レニソグラード大学の経

済地理学科のぱあいは，ソ連経済地理だげである 。

　さて，これまでは各研究者にとっ て専門のちがいというのは，研究対象とする国のち

がいによっ てきまっ ていたが，今ではこれは変ってきている 。つまり ，ある種の専門家

というのは，専門化された問題意識によっ てきまるのである。たとえば，公害とか交通

問題などによっ て専門がきまるのである。かつては，国の境いは専門の境いであ った

が， 今はちがってきており ，ある公害の専門家は，杜会主義国とあわせて資本主義の公

害をも研究対象としてとりあげている 。こういう事態にた ってきたのは・それぞれの地

理学の目的が違うからである。以前の地理学の目的は，ある国の記述であ ったが，今

は， より複雑た問題にとり組んでいる。大切なことはｒたぜ」ということであ って ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
「どこ」ということではないのである。この点に関しては，ウ才ロ ピッ チ教授がシベリ

ア開発の問題にかかわって面白い本を書いているので参照して欲しい。さて，大学での

修学年限は５年であり ，３年間の大学院もある。大学院を卒業して，より高い学力水準

に達し，論文を書げば博士になる。大学院に入って論文を提出できるのは，モスクワ ，

レニソグラード，キニフ，イルクーツクの四ケ所である。つまり ，ここで博士侯補とな

るのである。さらに高いグレードは，博士であり ，これはモスクワとレニソグラードで

資格をとることができる。残念たがら，経済地理学の博士は少ない。レニソグラードで

６人，モスクワでは３０人である 。モスクワの３０人も ，そのうち半数は６０歳以上の老人で

ある 。

　大学で教える教員には三つのレベルがあり ，¢アシスタソト ，＠ドーツヱ ソト（博士
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侯補の資格が必要）・　プ 眞フェヅ サー（博士の資格が必要）とな っている。研究所でも ，

三つのレベルがあり ・¢初級研究員・　上級研究員（博士侯補），　部門指導者（博士）と

なっ ている 。もっとも ，研究所によっ ては，高校卒業者も入 っているところがあるが ，

多くのばあいは大学卒業者である 。初級研究員は，工学系，杜会科学系ともに自分の研

究を独自にすすめながら，博士侯補にな っていくのである 。

　経済地理学を卒業した学生たちは，研究所をはじめ，企画関係の諸機関で働くことに

なる 。中には，都市建設の設計をする研究所などにも勤めている
。

次に・地理学研究所は，科学アカデ１一のシステムに組み込まれており ，企画煮ゴ
スプラソに関係している。科学アカデミーであるモスクワの地理学研究所は規模も大き

く最も重要た研究所である。この研究所での研究分野は，大きく分げて経済地理と自然

地理の二つからなり ，今では自然地理の分野の方が盛んである
。

　レニソグラードの杜会経済問題研究所では経済地理学の二つの部門があり ，一つは外

国経済地理であり ，他はソ連の経済地理である 。もっとも研究がすすめられているセク

ター は・ 外国経済地理の部門では・アフリカとイソドである 。勿論その他の国の経済地

理も研究されている ・もっとも １アメリヵの経済地理は，アメリヵ研究所で，そして目

本の経済地理は東洋学研究所で研究されている。次にソ連の経済地理の部門では，以下

の三つの問題が重要である 。第１は，人口の配置についてであり ，第２は，地域生産 コ

ソプレックス（Ｔ ・Ｐ ・Ｃ）を作る努力であり ，第３は公害である。公害については，公

害の管理・公害の改善，それからモニトリソグ ・システム（警告体制）の研究がおこなわ

れている 。この三つは，モスクワの科学アカデミー地理学研究所で理論的研究とあわせ

て・ いずれも研究されている。その他の研究所，たとえぱイ ノレクーツクにあるシベリァ

極東地理学研究所でも ・研究のテーマは同じだが，シベリアという地域的特色をふまえ

た研究，すなわちシベリアおよび極東地域におげる開発問題にとりくんでいる 。したが

って・こちらは理論的ではなく ，現実に貝Ｐしたきわめて実際的な研究が中心とな ってい
る。

　これ以外に各共和国の科学アヵデミーがある 。たとえば コラ半島の問題については
，

この半島が ロシア共和国にあるから，この国の科学アカデミー研究所の課題となる 。現

在ソ連邦には・１５の共和国があるが，各共和国はそれぞれ科学アカデミー地理学研究所

をもっ ている ・そして・それぞれが自分の共和国におげる地域的諸問題を研究している

のである 。
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　企画省の研究所も同 ．じように各共和副こ配置されている 。ゴスプラソに関連する研究

は地理学では狂く経済学からなされており ，研究所では，工場およぴ人口たどの分散 ・

配置に関する問題を経済地理学の方向から取り扱っている 。

　その他，経済地理学者は科学アカデミーの経済研究所で働いている 。ここのレニソグ

ラード杜会経済問題研究所はその一例である。この研究所の最大の課題は大都市問題で

ある 。しかし，このレニソグラード地方，すなわち ロシァの西北地方は１６０万平方キ ロ

メ＿トノレ と広く ，この地方にある問題は多様でむずかしい。例えぱ，今一番大きた問題

とた っているのは，北方にある川を南の地方へどのようにしてもっ てくるかという研究

であり ，これはいわぱ全地球的た問題ともかかわっている 。以上が，ソ連におげる経済

地理学の概況である 。

　　　〔経済杜会問題研究所地理部門部長，リトフカ教授からのキキトリ 。１９８１年９月９目〕

　　 １）　
ウォロ ピツ チ教授はシベリア ・極東地理学研究所（イルクーツク）の所長である 。１９８１年

　　　 ８月１５目に研究所を訪問したが，夏休み中であり ，かつ突然の訪問であ ったので，不在であ

　　　 った 。

　　 ２）　
ソ連邦には企画省という法的機関はない。これは国家計画委員会（ゴスブラソ）をわかり

　　　やすく説明するために用いられた表現かと思う 。

第二章　地理学研究所（キェフ）

第１節　ウクライナの地理学について

　ウクライナ共和副こおげる地理学会の設立は１８９０年である 。いまこの地理学セクター

は１５０人が働いているが，このセクターはイソスティチ ュート（研究所）へ発展しようと

している 。その構成としては次の６部門が考えられている。すなわち自然系としては ・

¢歴史地理，　地形学，＠自然地理の三部門，また経済系としては　経済地理 ・経済理

論， 　交通地理，＠人口地理である 。

　さて，ウクライナの地理学について云えぱ，それは科学アカデミーに集中されてい

る。 もっとも現在は，地理学セクターの１都門があるだげにすぎない ・

　地理学者の多くは，共和国の各大学で働いている 。地理学部は，キエフ大学，エレバ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９８）
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一大学，チリー大学，ハリコフ大学にあり ，またクリミア大学，キユフ教育大学，ボ ノレ

　　　　　　　１）
ショ グラート大学では，地理学科がある。さらにキニフエ業大学，テノレノポルエ業大学

には経済地理学がある 。その他に，たとえぱキエフ商業大学のような専科大学にも経済

地理学の学科がある 。

　この地理学セクターは，１９８１年現在，環境利用の地理的基礎というテーマで全体でと

りくんでいる 。他のセクシ ョソでは，例えぱ工業のための研究といった別の問題をや っ

ている 。自然を研究するセクシ ョソは，毎年犬きな実験や地域研究をやっており ，夏は

山や原野にゆき，冬は収集した素材を整理し，研究することにしている 。

　　〔地理学研究所でのキキトリによる 。集団討議によるので各発言者の氏名不詳。１９８１年９月１７

　　目〕

　　 ユ）大学名については，筆者のキキトリ誤りがあるかもしれない 。

第２節　人口地理学について

　人口地理学は，ソ連の人口地理学と外国の人口地理学に分れている 。この分野は経済

学に属するもので，人口の構造と増加を研究対象としている 。つまり ，人口の集中や移

動， とりわげ杜会主義制度のもとでの人口の都市集中化や人口立地と工業立地との結び

つきを研究している 。ソ連におげる人口地理学には三つの研究方法がある。第１は，市

町村の立地および都市の地域構造の研究であり ，第２は，システム（総合化 ・組織化）の

理論的研究であり ，第３は，産業立地構造と人口立地の構造との相関関係を研究するも

のである 。

　ウクライナの地理学科では，人口地理の理論的基礎部分を研究することにた ってい

る。 その理論について言及すれぱ，はじめに人ロシステムの発展方法，次にシステムと

産業構造との関係，続いてはメトロソー＜度量衡学＞つまりソステム方法の研究やメト

ディクな研究があり ，特別の研究としては，地域別の研究すなわち都市化の進展や将来

の人口立地構造がどうなるかという問題にとりくんでいる 。

　研究所は，生産のための工業配置や農業配置について研究しており ，環境問題や公害

について，あるいは特別の計画について意見を州や工場に出すことにな っている 。

　人口地理学は，このような地域問題，市町村問題を研究するのである 。

　私自身は，キユフ地方の人口立地を研究し，地域管理に大きな成果をあげている 。す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９９）
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なわちキェフ地域について，環婁状況を保全し，かつ環境を合理的に利用すること ・そ

して正しく人口を配置するというテーマで５年問研究をつづげている ・

　キェフの人口は２２０万人であり ，毎目の移動は郊外よりキェフヘ１４万人，キェフより

郊外へは１万２千人である 。つまり ，キェフを中心とした人口地理システムを交通関係

とあわせて考えるのである 。産業 ・サ ーピスと地域との関係を数量的に究明しているの
　　　１）

である 。

　キエフ ・ドニプ ノレ地方には四つの州があり ・特別な経済地区を移成している 。この地

域は，キエフ経済地域あるいは西南経済地域とよんでもいいかもしれない 。

　この地図の目的は＜数枚の地図を見せたがら＞，地域産業 コソプレックスの地域構造

を把握することにある 。この中心はキェフ市（キェフエ業地域）であり ，次に大きな州は

チェルニコフたど，２ ，３の工業地帯について地域分析したものである 。数字は工業関

係のタイプをあらわしている 。人々が毎日どのように移動するかという視点から，人口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
立地システムを研究しているのである。青い丸はキニフヘ来る人口 数であり ，赤い丸

は， キニフから出ている人口 数である 。

　同じようた研究は，他の工業地帯，すたわち東ウクライナ，ドソバス，ドニニスクた

どでもおこたわれている。人口地理では，地域別地域経済構造について，鉄道および道

路にもとづきたがら，個別地域構造と中央地域構造との関連などの研究もおこな ってい

る。

　　〔同前，したがって，文早中におげるｒ私」の氏名も不詳〕

　　 １）数量的分析に用いる「単位」について質問したが，これは特殊たので説明できないという

　　　ことであった 。

　　 ２）青い丸，赤い丸は筆者が勝手に設定したもので，黄色い丸であ ったかもしれない 。

第３節　経済地理学の理論について

　経済地理学の分野にあ って，経済理論とくにその方法について研究しているのは一ヶ

所だげである。経済地域 コソブレックスの研究については，ウクライナの科学アカデミ

ー会員バラマルチ ェックによる１０年間の研究がある 。その研究内容は，第１に・経済地

域コソプレックスの理論，つまりコソプレックスのタイプ化に関する理論である ・第２

は，コソプレックスの発展構造とその原因，第３は，コソプレックスの分析方法・およ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１００）
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び経済地域 コソプレックスの分析状況についてである 。

　経済地域 コソブレックスの分析は，三つの万法で行なわれている 。

　第１の方法は，工業 ・農業 ・商業の部門アスペクトによるものであり ，その部門の型

によっ て・ つまりいろんな分野の分業によっ て， 地域別立地の分析を行うものである 。

第２の方法は，機能の型によるものであり ，このアスプクトはいろんな産業の機能によ

る分析をおこなうが，その機能と地域的労働配分の研究を中心とするものである 。この

機能分析のときに，いろんな産業は，いろんなタイプに分れる 。たとえぱ基本タイプ ，

副次タイプ，サーピスタイプ，その他のタイプなどである 。基本タイプというのは，こ

の地方でもっとも重要な産業であり ，他の産業はこの産業にたいしていろんた関連をも

つことになる 。

　機能研究のときに，特別な構造の要因を分析することになる。この要因は，地域産業

のサイクル（結合循環），普通地域の機能と各部門との結びつきおよび循環（サィクル）状

況について研究を行なうものである 。ある地域におげる技術的連関とその構造が問題と

なるといえぱよいであろう 。つまり ，普通地域におげる結合とサイクルの現状を分析し

て問題点を明らかにし，将来の計画化に役立てようとするものである 。

　第３の方法は，地域構造の研究である。これは経済地域 コソプレックスそのものを研

究するものであり ，地域内における工業と工業の結びつき，立地と集中の問題をとりあ

つかうのであるが，その場合，経済地域構造の要因を研究するものである。その要因も

部門要因と総合要因との コソプレックスがある 。

　都門要因は，一つの部門の企業集中，たとえばある都市に一つの部門の企業があれ

ぽ・ それは工業セントラル＜工業中心地＞という 。ある地域に，石炭と鉄鋼など２ ，３

の企業があれば，これを部門グループという 。ｒグ ノレープ」のことを ロシア語では「ク

ースト」という 。

　部門工業地域を構成するものとしては，木材工業地域，ビートエ業地域，食料品工業

地域なとがある 。それから，第３の要因，つまり ，ある工業地域は，普通の部門要因か

ら構成されているのであるが，総合要因が入 ってくると ，総合工業セソター 総合工業

グループ，総合工業地帯ということになる 。総合工業地帯には，セソターとの結びつき

が必要であり ，管理という問題がついてくる 。この工業地帯には２ ，３の工業の結びつ

きが入る ・そして工業セソター 工業グ ノレープ，工業地帯の構造的集中は，工業経済地

域を構成するのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０ユ）
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　次に コソプレックス組織のタイプについて説明しておきたい。ソ 連の経済学では，工

業経済地域は，資源をふまえて分析する。木材 コソプレックス，農産物加エ コソプレッ

クス（これは西ウクライナにあるリボーフの地理学者が研究している），リクレーンヨソコソフ

レックス（キュフでは，木材コンプレックスとこれを研究している），その他資源 コソプレック

ス（クリミァにある），農業材料 コソプレックスなどがある 。

　　　〔ヤーツェ ソコ 教授（キヱフ大学）からのキキトリ 。１９８１年９月１７目〕

第４節　ソ連の著名な経済地理蛛者

　モスクワでは，ニキーチソ（人口地理，経済地理），サウシキソ（工業地理），ラ ッポオ

（都市化と人口），フルシチ ョフ（工業地理），ラキトニコフ（農業地理），ニコラニフ（地域経済）。

　レニソグラードでは，ラブ ロフ（レニソグラード大学の経済地理学科），アガホノオフ（地

域計画，地域杜会発展論）。

　　　〔ダ ヅシ ュ教授（キエフ大学）からの部分的なキキトリである 。１９８１年９月１８目〕

第二章　経済学および工業生産組織研究所（アカデムゴロドク）

　　　　　　　　　ユ）
第１節　丁 ・Ｐ ・Ｃの建設と労働力間題

　Ｔ ・Ｐ ・Ｃの建設とかかわって労働力の問題について言及したい。５カ年計副こもと

づいてＴ ・Ｐ ・Ｃの建設がすすめられているが，そのぱあい杜会資本と人口（労働力資源）

が必要である。労働力とたらんでユネルギー 原原料たどが必要なことはいうまでもな

い。 Ｔ・ Ｐ・ Ｃを建設するためには当初年次および建設期問をもっ た計画を作製する

が， そのぱあい，労働組織をどうするのかという小計画をもつのである 。

　まず，企業（工場）の近くに労働者用ホテルを建設することからはじまる。この労働

者は，休日たしで毎目１２時間就業する。しかも昼と夜の二交代制で働くことになる。期

間は一定ではたく ，７目問から１０日間である 。もっとも ，月に１０目は働かずに，家族と

共に過ごすことにた っている 。

　こういった就業 システムは特別のものであり ，特別の労働組織（Ｌ ・Ｏ）である 。その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０２）
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ためには，地域における住民数（人口数）の動態を的確に把んでおかなげれぱな１らない 。

第１に，サブシステムに住んでいる人口について把握する 。自然人口の推移を確かめ ，

いろんな時期における人口の再生産がどうな っているのかを把む。第２に，当該時期

（Ｔ ・Ｐ ・Ｃの建設期）におげる他の地域，つまりサブシステムからくる人口数を把握する

こと 。これは人ロバラソスの問題にかかわる重要なモメソトである 。

　以上の２点を把握したのち，Ｔ ・Ｐ ・Ｃの建設にかかわって問題を三つのタイプにわ

げることにしている 。

　第１の問題は，Ｔ ・Ｐ ・Ｃにかかわる人口問題であり ，まず母都市におげる将来の人

口動態を考える 。とくにこのぱあい，自然条件が彼らに適合しているかどうかが問題と

なる。第２には，工業が発展してきたときの問題である。つまり建設の進行と地域にお

げる労働力の需給関係の問題である。ビルデ ィソグや工場の建設過程においては，忙閑

の波があるが，その波については労働者の仕事の交代によっ て乗り切ることにしてい

る。 第３は，Ｔ ・Ｐ ・Ｃ建設にとっ て生産物供給が最重要計画であることはいうまでも

ない。したが って，¢建設すべき工業（企業），次に　杜会資本用の資材が計画されたの

ち， 人口のバラソスを考えて，　労働者の移住をきめていくということにな っている 。

　以上が説明である 。地域住民の利益（要望）と企業の利益（要望）をどう調整するのか

という質問については，それぞれの利益（要望）を計画化することができるので，そこで

調整することになる 。Ｔ ・Ｐ ・Ｃの将来的可能性と住民および企業の要望（需要）とを結

合させたイソフラストラクチ ュアの建設が重要とな っている 。

　　〔経済地理学者ラジィナ博士からのキキトリである 。１９８１年９月２３目〕

　　１）　Ｔ ・Ｐ ・Ｃとは，英語のＴｅｒｒｉｔｏｒｉａ１－ＰｒＯｄｕｃｔｉＯｎ－Ｃｏｍｐ１ｅｘｅｓの略で地域生産複合体とでも

　　　訳すべきものである 。

第２節　国民経済計画とＴ ・Ｐ ・Ｃ

現在の５カ年計画は１９８１年から１９８５年までとな っている 。この５ヶ年計画を遂行して

いくためには，データーを結集して主要プ ログラムを作製しなげれぱならない。データ

ーは，労働力，建設力，電力，資金投下とい った諸部面で集められ，建設時期を決定し

ていくことになる 。

　計画では，労働力，電力，建設力および原原料とのバラソスを考えなげれぱならな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０３）



１０４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３３巻 ・第１号）

い。 土地から離れないものは別としても ，労働力やその他のもの（ブァソド）は，地域的

に配分される 。シベリァにないものは，他の共和国からいろいろと運んでくる 。

　国家計画とのいずれが先行するのかという質問については，いうまでもなく国家計画

が上位であり ，先行する。つまり国家計画にもとづいて地方計画の具体化がはかられる

わげである 。

　また，労働力の地域的配分についていえは，地域賃金率というものが設定されてお

り， それが労働力の配分を容易にしている。地域賃金率は，モスクワを１００とすれぱ ，

イルクーツクは１２０，ブラーツクは１４０，ヤクーツクは１７０である 。

　さて，Ｔ ・Ｐ ・Ｃというのは，Ｔ ・Ｐ ・コソピナートよりも小観模なものである。Ｔ

・Ｐ ・Ｃの重要た四つの特徴は次のとおりである 。

　第１に，コソプレックスの新しい彩態での形成。計画と目的にそ ったＴ ・Ｐ ・Ｃは ，

特殊地域問題の解決に直接関連するものであり ，ブラーツクはその典型である 。

　第２に，Ｔ ・Ｐ ・Ｃの公的在事務の受け入れ。犬揚模地域問題を解決し，長期国民経

済計画で提起された問題の解決のため，生産諸力の空間的組織のより進んだ形態として

のＴ ・Ｐ ・Ｃ
。

　第３に，Ｔ ・Ｐ ・Ｃ研究の手段として計量的方法の大巾た拡犬。システム分析，類型

認識，モデ ノレ化たど 。

　第４に，Ｔ ・Ｐ ・Ｃ概念にたいする関心の高まり 。杜会主義国はもとより ，資本主義

国でも関心が高まっ ている 。

　　〔ブ ロートキソ教授からのキキトリである 。１９８１年９月２４目〕

第３節　世界経済における地域状況の諸間題

　世界経済におげる地域の動きを知るため，ソ連では，投入産出分析を１９１７年からおこ

たっ ている。その当時は，１１の地域について６都門で分析していた。１９７５年には，１９６９

年から１９７０年の期間について４８部門のモデルをつくり ，国民経済におげる空間性の評価

を試みた。調査は，計画作製過程において，諸部門問の結合をどうするかという問題解

決のために主導的役割をはたした。１９６９年に作ったモデルは１５地域を２２部門にわけて分

析した。国民経済と同様にレオソチ ェフ ・モデルを使用しているが，新しい方法的可能

性をたえず追求している 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０４）
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　地域モデ ノレ は， ９種類であるが，資本と投資の調査，レオソチ ヱフ ・モデ ノレ との調整

（国際連合）などの問題があり ，こうした研究は，目本でもオオニシ，ヵヤといった人達

によっ てすすめられている 。

　さて，アスベクト（状況）の把握のためには，国民総生産を中心に，資本や人口など

の諸要因を地域とかかわらしめて研究していくことになる。固定された消費構造の中で

労働力の消費をも捉えるのであるが，世界的な観点から消費構造の基準をきめていくこ

とになる 。そのさいには，食料品，機械，自動車など多くの品目をとりあげることにた

る。

　モデルに採用される世界の地域は，１５地域である 。それらをあげると次のようにな

る。

　¢北アメリカ（ヵナダ ・ＵＳＡ），　西 ヨーロッバ＜西ドイツとスペイソの２地域＞ ，

　ＵＳＳＲ・＠ラテソァメリカ＜２地域＞，◎東欧，＠アジァ＜中国，目本，その他の３

地域＞，¢南アフリカ ，＠他のアフリカ＜２地域＞，　オセアニア（オーストラリァ）
，

＠中東である 。

　次に，２２部門の内訳を示すと以下のとおりである
。

　¢穀物（主に小麦），◎その他の農産物，　ヵス ，　石油，　石油精製，＠食料品，¢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プライマリイ輸送用機械，＠その他の機械，　サーピス部門，＠交通及び通信，◎主要金属，＠そ

の他の金属，＠非鉄金属，＠化学，＠石炭，＠石炭（コークス），◎電力，＠繊維，＠建

設資材，ゆ建設，＠その他Ａ，ゆその他Ｂ 。

　数字的な取り扱いについては，０．０１％までを対象としている 。

　全体としては，世界を三つの地域に区分している 。第１は，発展地域（アメリヵ，西ド

イツ），ちなみに目本は発展地域の下位に位置している 。第２に，発展途上地域（資本主

義国でありたがら工業が未発達な地域），そして第３は，中央集権的地域（ソ連，中国）であ

る。

　これらの地域におげる成長を考えるさいには，雇用や賃金に観定された消費力からも

検討する 。第１の地域は，１９７６年から２０００年にかげて４．５倍～４．７倍に成長するという予

想をしているＬ，第２の地域については，６～６．５倍の成長を推測している 。

　日本の将来予測についていえぱ，石油不昆のため２．５倍の上昇というように低目に評

価している 。ただし，目本の発展プ 肩ジ ェクトとソ連の諸計画とは矛盾しないので，日

ソ問の経済的交流が拡大していく可能性は残されている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０５）
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　　〔ルビソシ ュタイソ博士からのキキトリである 。１９８１年９月２５日〕

第４節　経済学およぴ工業生産組織研究所について

　ここの経済学および工業生産組織研究所の構成員は約５００名であり ，ノボシピノレスク

に約４００名，イルクーヅクに約１００名で ，若千名は，クラスノヤルスク ，キソィール ，

チユメニ バルナウ ，ケメロ ボに居る 。男性が４０％で，６０％が女性で，女性の大部分は

技術者である 。

　さて，この研究所は５部門からな っている 。第１部門は，ソ連におげる共和国経済の

規模や発展のテソポについての研究。第２部門は，シベリアにおける杜会問題の研究 。

第３部門は，産業諸部門の発展にかんする研究。第４部門は，地域計画の研究。第５部

門は，数学的研究および コソピューター・ セソターである 。

　このアカデムゴ厚ドクには，大学があり ，その名前はノポシピルスク犬学である 。生

徒は科学アカデミー｝こ勤めている者に隈られている。５００人の学生は，２年間のシニア

コースを卒業したのち，大学に行くコースと研究所で３年間研究をつつける コースとに

わかれる。５つの研究所では，講義は少たく ，４年ないし５年間の研究をつづげること

になる。研究所に経済地理学はなく ，地図作製および国民経済学，教授法はここで学ぶ

が， 商業学はノボソビルスクの市街地で学ぷことになる。経済地理学に関する講義とし

ては，バソドマソ教授が¢生産立地の　般的諸問題，　 ■ベリアにおげる生産の発展に

かんする　般的諸問題について教えている。もっとも ，受講できるのは大学卒業者だげ

である。経済学と数学については，晩学者が受講している 。

　大学と科学アカデミーの関係は，¢学生は研究所で働き，◎ スタ ッフも研究所で働い

ている。そして，　研究所の責任者と大学の経済学部長とを同一人物がや っている 。

　　〔セバスチャノフ博士からのキキトリである 。１９８１年９月２５目〕

第５節　経済地域について

　経済地域の新しい発展については，国民経済におげる発展の可能性によっ てきまっ て

くる 。したが って，経済地域の発展プ 回グラムは，杜会発展プ ログラムと関連さ笹て検

討され決定されたくてはならない 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６）
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　ところで，経済地域の調査は，中位のプ ログラム ，Ｔ ・Ｐ ・Ｃと関連している 。経済

学的接近も ，地理学的接近も ，ともに「経済地域」であり ，ただ「経済地域の発展」と

いうだげでは，シミュレーシ ョソにすぎず，杜会発展プ 回グラムの設定といずれが先か

という問題があるかのようになる。しかし，これはＴ ・Ｐ ・Ｃと同様，経済の動き，杜

会発展プ ログラム全体とかかわって決定されるべきである 。

　巨大な経済地域のプ ログラムは，時期的にみて，長期的なプ 回グラムと短期的なプ ロ

グラムとを設定しなげれぱならたい。それとあわせて，それがｒ経済地域」とよべるか

どうかということを再検討しなげれぱならない。なぜかといえぱ，伝統的な地理学で

は， 「経済地域」を自然条件だげでもっ て決定してきたからである 。たとえぱ，西シベ

リア ，中央 シベリア，極東といったように地理的あるいは自然的特徴で区分してきたか

らである。したが って，新しい経済地域の設定は，地域区分の基準を自然的 ・地理的条

件に加えて，経済 システムという要因を加えたアプ ローチをしなげれぱならない 。

　経済地域の考え方を示せば，次のようになる。第１は，経済地域の設定を，国民経済

における重要課題からおこなうということである 。第２に，経済地域の境界は一定では

汰く ，変化するということである 。つまり ，シベリアも ，自然的条件で区分するのでは

たく ，国民経済視点から区分するということになる 。

　この研究所におげる大きなグループは，シベリア地域の調査をしており ，境界を決定

する基準についても調査し，あわせて，経済的 ・自然的条件がどう変るかという可能性

についても研究をすすめている 。

　経済地域の発展可能性は，国民経済にとっ ての利用可能性であ って，たんに資源の有

無によっ て決定されるものではたい。むしろそれとは反対に，長期的視点にたったばあ

い， 資源利用の制隈ということを考えている地理学的アプ ローチによる研究もなされて

いる 。資源利用の規模は，国民経済の「量」と地域経済の「量」によっ て決定される 。

このようにプ 厚グラムは種々の複合的内容をもっ たものであり ，その中に経済地域の発

展可能性があるのである 。あらゆる資源のプ 回グラムと ，それらの問のプ ログラムは相

互に調整されなげれぱたらない。したが って，プ ログラムは，資源，地域，環境とい っ

た内容とあわせて，ｒ資源の相互関係」という内容をもっ ているのである 。だから，国

民経済の中でも ，これらの地域の可能性が，短期プ ログラムの可能性としてあらわれて

くるのである 。そして多くのプ ログラムは，コソプレックスの操作によっ て解決してい

くことになるし，また解決されなげればならないのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０７）
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　　〔セバスチャノヲ博士からのキキトリである 。１９８１年９月２５目〕

第四章　フソボルト大学地理学教室

第１節　ドイツ地理学の略史

　フソポ ノレト大学の前身は，ベルリソ大学であり ，プ ロシア帝国のもとで，１８１０年に設

立された。当時は，まだ封建的であり ，かつまたブ ノレジ ョアも未熟であ った。学問はい

わぱバリからの輸入で，翻訳的たものが多か った。しかしながら，ブルジ ョア杜会の発

展によっ て， ベノレリソ犬学の研究も ，進歩的役割を果すようにな った。

　まず，地理学の創設者であるカーノレ ・リヅ ターは１８２１年に来学し，１８２４年に最初の教

授にな った。カール ・マルクスは１８３８年にベルリソ大学でカール ・リッ ターの講義をう

げている。マルクスの知識はリッ ターに依っている部分があるかもしれない。たとえ

は，へ一ゲノレの観念哲学を逆転させたのは，多分リヅ ターの影響であろう 。Ｆ ・エソゲ

ノレスもここで地理学を学んでいる 。

　１８４１年当時のベルリソ大学は，帝国政府の精神的牙城であり ，進歩的な雰囲気が拡が

るや否や，プ ロイセソ政府は驚き ，１８４８年には，プルジ ョア革命にたいする弾圧を行在

ってきた。つまり ，プ ロイセソの大土地所有老たちは，大学の進歩性を切り崩そうとし

たのである 。１８４８年以降，トイソはその生産カを飛躍的に増大させた。科学の発展，と

りわげ自然科学の発達は，生産力の発達にともた って急速た伸びを示した。しかし，精

神的諸科学の発達は自然科学にくらべておくれをとり ，地理学も後退した。

　地理学では，西アジアの研究がつづけられ，科学的に大きた発展をし，成果もみるべ

きものがあ った。リヒトホーヘソの研究は多くのアイデ ィアを生み出した。杜会科学の

発達は，植民地政策との関連ですすめられたのである。Ａ ・ベソクは，地理学をこの植

景地政策と関連させるうえで重要な役割をはたした。

　しかし，ファッシズムの時代に入ると ，地理学は地政学（Ｇｅｏｐｏｌｉｔｉｋ）へ完全に服従

し， 犬きな人材的損失をしてしまっ た。 つまり ，１９３８年には，ファンスムに反対した約

２００人の研究者が犬学から去 っていったのである 。

　１９４５年にた って，ベノレリソ犬学はフソポルト犬学になり ，新しい時代を迎える。アレ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０８）
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クサソダー・ フォソ ・フソボルトの伝統がよみがえる 。Ａ ・フソボ ノレトは，「自然地理」

　　　　　　　　　　　　　　　　　アソト日
、ポ

やｒコスモス」をはじめ，１８２７年にはｒ人類地理学」を著して，人間性的な地理学を展

開した。現在では，この人問性的な地理学とソ 連の地理学を結合させた新しい地理学の

研究がすすめられているのである 。

　フソボルト大学の地理学科では５５名の科学者と技術者がいる 。学生数は６００名で，学

生の多くは卒業後教師にな っていく 。

　現代の地理学は，数学，スポーツ ，歴史学と結合させて展開させていることに特徴が

ある 。さらに調査ということが決定的に重要とな ってきている 。調査の重要性は，都市

化， メトロ ポリタソの発達という現実をふまえるたらぱ当然であろう 。また発展の著し

い経済地理学や生態地理学，つまり白然地理との結合とい った要因をぬきにしては，地

理学の発展 ・展開はありえなくな ってきている 。

　地理学の内容についていえぱ，５０％が教育，３０％か調査，２０％が科学的結合という比

重にな っている 。これはドイツ民主共和国の科学的組織と関連している 。つまり ，研究

・教育と行政とが密接に結合しているからである 。地理学者の中でもクーイは経済大臣

に在 ったし，ザソケは経済委員会議長にな った 。

　地理学の主要内容は，Ｑ気侯，　水，　居住，　災害，　地域計画，＠マトリヅ クス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
地理であり ，経済地理学では，¢ＤＤＲ地域計画，　「地域」地理，　経済地理，＠デ

モクラフィーを中心とする自然地理，　教員指導とな っている 。

　なお質問のあ った地政学批判については，ホイデソの「ドイツ地政学の批判」をはじ

め， シモノフの「地政学批判」，それからザソケの著作でも３０ぺ一ジから４０ぺ一ジにか

げての記述がある 。

　　〔チム教授からのキキトリ 。たお，広島大学文学部教授森川洋氏と同席した。１９８１年１０月１５

　　目〕

　　１）「地域」は国内の地域でなく ，外国の諸地域であり ，「地域」地理と直訳するのでなく ，外

　　　国地理と訳した方がよいかもしれない 。

第２節　経済地碧学の教育について

　フソボルト大学には教員訓練制度があり ，一年間に１０クラス開講されている。ここで

の主たる課題は，経済地理学の基礎を教えることにな っている 。その主要内容は，Ｑ工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ０９）
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業地理，　農業地理，　人口地理，＠居住地理，　交通地理である。これを基礎としな

がら，特殊な経済地域について研究することになる 。つまり ，複数空問の経済問題，地

域におげる実際的な経済問題，地域経済の成長などの問題を学習することになる 。

　その後に「地域」地理を学習するが，ここでいうｒ地域」とは，発展途上国，資本主

義国，杜会主義国と大きく区分される。杜会主義国では，¢ＤＤＲ，　ＵＳＳＲ，　経済統

合（杜会主義），また資本主義国では，¢欧州共同体，◎ＵＳＡ，　日本，発展途上国で

は¢イソド，◎アラブ，　ラテソアメリカ ，＠西アフリカという具合に細区分され，そ

れらの副こおげる基本問題を学習することになる 。

　生徒の訓練は，¢セミナー ◎実習，　巡検であり ，これらを４年間つづけることに

なる 。３年生より調査をはじめるが，経済地理学では次の２分野に隈られている。その

１つは，都市と周辺農村の関係を構造的を調査するものであり ，リージ ョナルプラソニ

ソグのプラソ ・トレーニソグをすることになる。第２は，ｒ地域」地理であり ，これは

目下のところ西 ヨーロッバとラテソァメリカの二つに特化されている 。

　こうした課程をふまえて，地理学修士へと進んでいくのであるが，そこでは実際的な

調査と地域計画の立案をすることになる。この間の２年問は，ハレで学び，その後ベル

リソに帰って来ることにたる 。

　卒業生の多くは，教則こなるが，地域計画，国民経済計画，企業管理，立地計画など

も学習し，追加的課題として，コソピューター 災害学，数学，杜会学，生態学などを

学ぶ 。

　地理学修士は，３年生脚こ６週問ほど地域調査をやり ，４年生時に３ケ月問，屠住計

画（ジールソグ ・ブラソニソグ）という実際的な研究に従事する 。

　地域計画のスタ ッフがいる研究所は，地方規模のものであるが，これに学生が参加す

るのである 。そして，のちに学生はここで働くことにたる 。最も優れた学生は，研究所

で生涯働くことになる 。

　学生数は，各年１５０名である 。地理学修士の定員は現在のところ１０名であるが，１９８２

年度からは２０名となる 。勉学意欲の強い勤労者が多いので，定員枠を拡大するのであ

る。１９６０年から１９６５年頃までは，卒業生の仕事がなくて困 ったが，最近は計画委員会で

地理学研究者を採用するようにな った 。

　地理学修士は，包括的理解力をもっ ているので，地域計画を全面的に検討することが

できる 。こうして彼等に仕事ができ，しかもトッ プスタ ッフに在ることができるように

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ユＯ）
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なっ た。

　居住構造についての調査は，実際計画と結びついており ，これは学生も一緒に参加し

ている ・ｒ地域」地理のぱあいには，科学的基礎を学習するので，ここには教師も参加

する 。このフソポ ノレト大学では，ｒ地域」地理の古き良き伝統をもっ ているので，これ

は現在も続げている 。

　居住構造を分析する地理学は最近次第に大きな比重をしめるようにな ってきている 。

居住構造の調査はくりかえして云うように，他の分野と結びついており ，また特殊化さ

れている 。ここで他の分野というのは，工業地理学や農業地理学であり ，とりわげＤＤ

Ｒにおげる都市と農村の結合を研究するものである
。

　すなわち昼 ・夜におげる¢ ショッ ピソグ人口 ，　 レジャー人口 ，　交通，＠サーピス

部門，＠水の供給などがその柱である。都市の周辺構造の変化も取り扱い，居住や雇用

問題が研究の中心におかれている
。

　　〔ポウ ノレカート教授からのキキトリである 。１９８１年１０月１２目〕

第五早　マルチソ ・ノレター 大学地理学教室

第１節　経済地理学の教育について

　経済地理学の教育についていえぱ，二つの方帥こわげられる 。その一つは，教員にた

いする教育で，「地域」地理を教えている 。内容的には，アメリカ合衆国，ヨーロッバ

（東欧） ，杜会主義国（ソ 連），アフリカ ，ＤＤＲとい った諸国の地理を教えるものである 。

　第２の方向は，経済計画研究所での教育であり ，これは都市計画などの地域計画と結

びつげて，地域経済計画，国民経済計画を学ぶものである 。

　経済地域は多様た要因からなり立っており ，典型地域を摘出したがら，あわせて法学

や杜会学とも結合させて学習することになる。諸科学の結合という点についていえぱ ，

数学，統計学，調査方法論などと多面的に結ぴついた新しい学習方法がとられている
。

　さて，経済地理学の基礎については，毎週４時問，これを１年半つっげることにた

る。

　その内容は，¢工業地理，　農業地理，　交通地理，　人口地理，　居住地理であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ１１）
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る。

　学生数は年問８０名で，１クラス４０名だから，クラス数は２つである。４年問をハレで

学ぶぱあいと ，２年問をハレで学んだのち，ベルリソヘ行って，さらに２年間学ぶとい

うばあいとがあり ，これが年毎にくり返されている。これを表にしてみると次のように

注る 。

ｙｅａｒ

ｙｅａｒ

ｙｅａｒ

ｙｅａ「

１９７９

Ｈａ１１ｅ

Ｈａｕｅ

Ｂｅｒ１ｉｎ

Ｂｅｒｌｉｎ

１９８０

Ｈａ１１ｅ

１９８１　　　　　　　　　　　１９８２

Ｈａ１ｌｅ

Ｈａｌ１ｅ

Ｂｅｒ１ｉｎ

Ｂｅｒ１ｉｎ

Ｈａ１１ｅ

　より進んだ地理学教育を行っているのは，マノレチソ ・ルター大学だけであり ，年間１０

名である。しかし，１９８２年度より２０名に拡大する 。それは，計画経済などの実際的な仕

事をしている人達を迎えるからである 。

　この大学における地理学の歴史は古く ，１８７１（１８７３）年に設立され，新しい体制のもと

での地理学は１９６８年と１９６９年，２部門でライプチ ッヒとハレに創設されたものである 。

　そして，現在は，以下の５部門である 。

　第１部門は，経済地理学で，ショルツ教授が担当している 。

　第２部門は自然地理学で，リヒター教授が担当している 。

　第３部門は，「地域」地理学で，ハッ ター教授が担当し，ポーラソド，ＤＤＲ・チ ヱコ

スロバキアという３副こおげる経済発展について研究している 。

　第４部門は，地質学。第５部門は，地理教育学とた っている 。

　　〔ツヨルツ教授およびリソケ博士からのキキトリである 。１９８１年１０月２４目〕

（１１２）


