


１ 大地形

(１)日本は４枚のプレートの会合する【 】境界」付近に
形成された【 】列島

【 】プレート ・【 】プレート（海洋プレート）
【 】プレート ・【 】プレート（大陸プレート）

狭まる

弧状

太平洋 フィリピン海

ユーラシア 北アメリカ



(２)海溝（位置を確認しておく）

日本海溝 千島海溝 伊豆・小笠原海溝
南西トラフ



(３)構造線（断層帯）

①【 】（西縁を「糸魚川・静岡構造線」）

②【 】構造線（メディアンライン）

フオッサマグナ

中央

フオッサマグナ

中央



■西南日本【 】帯（険しい地が多い）

■西南日本【 】帯（丘陵や高原など緩やかな山地が多い）内

外



①東日本火山帯・西日本火山帯（分布域をおさえる！）
が から少し離れたところに発達（ ）プレート境界 火山フロント

東日本火山帯

西日本火山帯

②近畿地方や 地方には火山がない四国

（４）火山帯





地震
2011年３月11日 （東日本大震災）（Ｍ9.0）
2008年6月14日 岩手・宮城内陸地震（Ｍ7.2震度6強）

大規模な土砂崩れ 地滑り
2007年7月16日 新潟県中越沖地震（Ｍ6.8震度6強）

柏崎刈羽原発で複数の被害
2007年3月25日 能登半島地震（Ｍ6.9震度6強）
2005年3月20日 福岡県北部沖地震（Ｍ7.0震度6弱） 玄界島に被害集中
2004年10月23日 新潟県中越地震（Ｍ6.8震度７） 死者65人新幹線脱線
2003年9月26日 2003年十勝沖地震（Ｍ8.0震度6弱）
1995年1月17日 （阪神淡路大震災）（Ｍ7.3震度７）
1993年7月12日 北海道南西沖地震（Ｍ7.8） 奥尻島で津波最大32ｍ

壊滅的被害を受ける

（５）日本の近年の主な災害（火山噴火・地震など）

東北地方太平洋沖地震

兵庫県南部地震







火山
2000年7月～ 三宅島の噴火 全島避難
1991年6月 の噴火

大規模な 平成新山誕生
1986年10月 大島三原山の噴火 全島避難

雲仙普賢岳
火砕流



台風
1991年9月 台風19号 死者62人 近年まれにみる被害

リンゴ台風（青森でリンゴが壊滅的被害）
（厳島神社損壊）

199119-u.wmv
199119-u.wmv


※ 近年は都市化、温暖化などにより など
の災害も多くなっている

予測が困難な、積乱雲の発生による突発的で局地的な豪雨

ゲリラ豪雨





２ 日本の気候

(１)ケッペンの気候区分

■日本列島の大部分・・・【 】で四季の変化が明瞭。

■北海道（青森を含むときも）は【 】となる。

Ｃｆａ

Ｄｆ



(２)気候型



■日本海側 年中湿潤、6月（梅雨）、9月（秋雨や台風）に降水量
多い。冬は で日射量少ない。

■太平洋岸 年中湿潤、6月（梅雨）、9月（秋雨や台風）に降水量
多い。冬は，山越えした が吹き込み少雨
で日射量多い。

■中央高地式 高度が高いため気温が 。
降水量は沿岸と比較して 。

■瀬戸内海式 気温は高いが、【 】は四国山地に【 】季
節風がさえぎられ、
【 】は中国山地に【 】季節風がさえぎら
れて、降水量が少なめ。

降雪

乾燥した風

低い

少ない
夏 南東

冬 北西



(３)夏と冬のモンスーン

夏冬





■冬・・・・・基本的には【 】気団が強い西高東低
※【 】気団から日本側に寒冷風が吹き出す。

■梅雨の時期・・【 】気団（太平洋高気圧の一部）と
【 】気団の間に梅雨前線が形成。

■夏・・・・・基本的には【 】気団が強い南高北低
※【 】気団から【 】とよばれる寒冷風が吹
き、東北地方の【 】側で冷害の原因となる

小笠原

シベリア

小笠原

オホーツク やませ

日本海

シベリア

シベリア



３ 日本の農業

（１）農業の特色

①自作農が多い・・・・戦後の【 】による

②経営規模の零細性・・・家族経営が中心

（全国土面積に対し耕地（約12％）、牧場（約１％）森林（約68％））

農民一戸あたりの耕地面積…1.3㌶

農地改革



■肥料・農薬の大量投下により「高い 性」を維持土地生産

1haあたりの肥料使用量

生産コストが高い

③かつては政策によって保護



(２)農業政策の変化

①かつての農業政策

■競合する外国産農産物の輸入を制限する保護主義

■食生活の洋風化が進みコメの消費が減ると
1970年代～減反政策（生産調整策）



②農産物市場開放要求の動き，貿易自由化の世界的潮流の中で
保護政策の転換

■1984年～【 】・【 】の輸入自由化牛肉 オレンジ

■1986年～ＧＡＴＴ（関税と貿易に関する一般協定）の一貫
で行われた【 】ラウンドウルグアイ

・米市場の部分開放（1995年）
→ （1999年）関税化による完全解放へ

■ウルグアイラウンドの合意で1995年に【 】
（世界貿易機関）が設立

WTO

・日本の農業に対する外圧がさらに強まる



(３)日本農業の危機

①現在，日本では食料の大半を輸入に依存
（世界最大の輸入国）

きわめて低い食料自給率（先進国では最低の水準）で
食料自給体制がゆらいでいる

※供給熱量自給率約【 】％40



→ 2001年 【 】産のねぎ・生椎茸・いぐさ
の緊急輸入制限【 】を発動セーフガード

中国

③2013年から日本も交渉参加している 協定（環太平洋
戦略的経済連携協定）の交渉の結果次第で多くのリスクがあ
るという主張もある。

TPP

■関税の撤廃によりアメリカなどから安い農作物が流入し、
日本の農業に大きなダメージを与える。

■食品添加物・遺伝子組み換え食品・残留農薬などの規
制緩和により、食の安全が脅かされる。

②安価な輸入農産物による打撃





(４)農家の対応

①日本人の嗜好にあった品質の高い農産物の生産

②無農薬、有機栽培による安全性の高い農産物の生産

③近年の農業の６次産業化の動き
（１次で生産 ２次で加工 ３次で販売 すべてを行い収入を
アップさせる。１＋２＋３＝６次）



〔阻害要因〕
■重労働の割に所得水準が低い。
■若い人を引きつける魅力がないイメージが定着。
■高齢化が進み，後継者難

（５０％以上が６０歳以上の高齢者）。



(５)重要な統計

①地域別農業産出額の割合（意外と頻出）
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米：東北・【 】おおい

野菜：【 】・四国おおい

畜産：北海道・【 】・沖縄おおい

その他：沖縄おおい（サトウキビなどの生産）

北海道

関東・東山

九州



 牛 肉 【        】（63.7） アメリカ（25.9） その他 

 豚 肉 アメリカ（40.7） カナダ（21.9） 【        】（16.5） その他 

 小 麦 アメリカ（56.1） カナダ（23.5） 【        】（20.0） その他 

 大 豆 アメリカ（65.6）  【      】（16.3）（急増） カナダ（15.5） その他 

 

②都道府県別農業産出額の都道府県の構成比
（上位５都道府県）（2013年） ※統計資料をよく見ておく

③日本の主な農産物の輸入相手国（2011）（（ ）は％）

オーストラリア

デンマーク

オーストラリア

ブラジル



５ 日本の工業

(１)工業化の歴史

①第２次世界大戦前

■明治時代：【 】・殖産工業政策
→いくつかの官営工場を建設

例）【 】製鉄所（福岡県） 【 】製糸場（群馬県）

富国強兵

八幡 富岡



→四大工業地帯（ 【 ・ ・ ・ 】）形成

■大正時代～1930年代
：綿織物・絹織物などが主要輸出品、重工業も発達

北九州阪神 中京 京浜



②第二次世界大戦後
→ 四大工業地帯などは壊滅（とくに北九州工業地帯）

■1950年～ ［ ］戦争の特需（特別需要）で復興朝鮮



③1960年代に【 】期をむかえる
→大量生産技術の確立 → 輸出の増加

高度経済成長

■素材型産業（鉄鋼、石油化学）や造船、電気機械、
精密機械、自動車産業がさかんになる



④1970年代の２回の【 】後オイルショック

■素材型産業や造船は停滞
→ このような状況を構造不況という

■自動車・電気機械などの機械工業が基幹産業に。
さらに半導体やエレクトロニクス産業が急速に発展

⑤1980年代の工業生産
：世界各国へ輸出が増大「世界の工場」とよばれる）

■アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国との【 】の深刻化貿易摩擦

（自動車の場合） 輸出の数量制限や【 】枠の設定輸出

生産拠点を海外へ、現地生産で自動車を供給



⑥1985年以降の急激な【 】進行

■工場は、生産コストを下げるため、低賃金労働力・安い
用地を求めた

→1985年以降急激に海外へ進出

円高

（当初は，香港・台湾

→その後は中国・マレーシア・シンガポール

→ベトナム）



⑦バブル崩壊後の1990年代の工業生産

■企業の海外進出 → 「産業の【 】化」空洞

■東南アジア・中国から［ 安 ］価な［ 衣類 ］・［ 電気機械 ］な
どの流入

⑧2000年代の動向(現在)

■中国・東南アジアにおける人件費高騰、アベノミクスによる円安

製造業の【 】回帰（デジタル家電や最先端の製品で）国内



(２)日本の工業地域

①おもな工業地域

【 】の四大工業地帯を中心に発展
してきたが、現在では、【 】ベルト（鹿島
～北九州）のなかでも、とくに【 】の三
大工業地帯が核となっている。

阪神・中京・京浜・北九州

阪神・中京・京浜

太平洋



②三大工業地帯

１位

2位

3位



鉄鋼業（製鉄所）の分布

●日本における主な工業の分布（頻出）

北九州

室蘭

昔・釜石市

太平洋ベルト＋北海道室蘭市



群馬

静岡

愛知 豊田

自動車組み立て工場の分布

広島県



ＩＣ（半導体）工場の分布

山形

福島

宮城

熊本

臨空港・高速道路立地



セメント工場の分布

埼玉

山口

福岡

石灰岩産地



製紙・パルプ工場分布

北海道に複数の工場



造船所の分布

瀬戸内海沿岸＋長崎県＋函館



窯業の分布

佐賀県（有田焼・伊万里焼）
愛知県（瀬戸焼（物））


