
6.　地理

　6.1.　国別漁獲高の推移

国名 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

中国 6,059 4,000 4,235 6,654 16,987

日本 6,207 9,350 10,428 9,550 4,989

アメリカ 2,815 2,892 3,635 5,555 4,745

ロシア 3,051 7,244 9,476 7,554 3,974

ペルー 3,569 12,535 2,735 6,869 10,659

インドネシア 761 1,229 1,842 2,544 4,140

チリ 340 1,228 2,817 5,163 4,300

　　近年の日本の漁獲高は、最盛時の半分以下に減少。ペルーは漁獲高が不安定という特徴がある。それは沖

　　合を流れる寒流のペルー（フンボルト）海流にいるカタクチイワシ（アンチョビー）の漁獲高の変動が大きいた

　　めである。１９７０年代には漁獲高が 12535（千 t）もあったのに対して、１９８０年には 2735（千 t）と激減してい
　　る。原因は海流の水温の上がるエルニーニョ現象が起こると、カタクチイワシが死滅するためである。そして、

　　近年はまた漁獲高が伸びている。

　　なお、近年の漁獲高の減少にともない、日本は水産物の半分を輸入に頼るようになっている。漁獲高減少の

　　原因としては、乱獲や、地球環境の悪化による水質の汚染・水温の上昇などが指摘されている。さらに、

　　１９７０年代後半から、各国が２００海里の経済水域を設定したため、遠洋漁業がさかんであった日本の漁業

　　は大きな打撃を受けることになった。

　　補足：

　　　　　経済水域…沿岸から２００海里（約３７０ km）以内で、そこの水産資源、鉱産資源については沿岸国が
　　　　　　　　　　　　管理権をもつ水域。日本の遠洋漁業の漁船が、かつおやマグロなどをとっていた水域も、現

　　　　　　　　　　　　在では自由に漁ができなくなった。

　6.2.　日本の国際空港

　　　２００５年２月１７日、新東京国際空港、関西国際空港に続く３番目の大型国際空港である中部国際空港

　　（愛称）「セントレア」が、伊勢湾海上に開港となった。この空港は２４時間運用可能な空港であり、国際線、

　　国内線の機能を併せ持つ基幹空港の役割を担うとして期待されているほか、２００５年日本国際博覧会（（愛

　　称）「愛・地球博」）の観光客を迎える空港としての期待も大きい。

　　　また、この空港は建設段階から環境に対する取り組みをしており、環境マネジメントシステム（EMS）の国際
　　規格である ISO14001を取得、２００３年１２月に更新している。
　　　民間企業が５割を出資する空港会社が建設・運営し、コスト削減などで事業費を大幅に圧縮することにも

　　成功している。

　　補足：語句の説明と日本の大型国際空港

　　　　　「セントレア」…中部地方の「中部」を意味する英語の centralと「空港」を意味する airportを合わせた造

　　　　　　　　　　　　　　語である。

　　　　　中部国際空港…知多半島西方沖の伊勢湾海上に造成された人工島に位置している。伊勢湾は知多

　　　　　　　　　　　　　　　半島と三重県に挟まれた海域である。また、三河湾は愛知県の渥美半島と知多半島に

　　　　　　　　　　　　　　　挟まれた海域で、東の渥美湾と西の知多湾の総称。なお、中部国際空港の所在地は

　　　　　　　　　　　　　　　愛知県常滑市となる。



　　　　　「ISO14001」…環境マネジメントシステム（EMS）をどのように進めていけばよいのかを示した国際標準

　　　　　　　　　　　　　　規格である。このシステムが第三者（審査登録機関）による審査を受けて、認証された場

　　　　　　　　　　　　　　合、ISO14001の取得となる。なお、ISO14001に法的な拘束力はない。ISO9001とは、品

　　　　　　　　　　　　　　質管理および品質保証のための国際標準規格のこと。

　　　　　成田国際空港

　　　　　　　・概要…１９７８（昭和５３）年５月、新東京国際空港（通称・成田空港）として開港。所在地は千葉県成

　　　　　　　　　　　　田市。２００４（平成１６）年４月、空港管理会社の名称変更とともに、成田国際空港に名前が

　　　　　　　　　　　　変わった。

　　　　　　　・特色…日本を代表する国際空港で、東日本の空の玄関口。貿易港としても重要で、輸出額・輸入

　　　　　　　　　　　　額ともに日本最大。貿易品目としてはコンピューターに使われる、小型・軽量だが高額の IC
　　　　　　　　　　　　製品などが多い。

　　　　　関西国際空港

　　　　　　　・概要…１９９４年９月開港。通称・関空。大阪府南西部、泉佐野市西方の大阪湾海上の人工島に

　　　　　　　　　　　　位置する。大阪国際空港（伊丹空港）の周辺住民が騒音に苦しめられたという反省から、

　　　　　　　　　　　　騒音に問題に配慮し、海上に建設された。

　　　　　　　・特色…日本発の本格的２４時間運用可能の国際空港。日本国内のみならず、東アジアの航空の

　　　　　　　　　　　　中継拠点となるハブ空港をめざしている。

　6.3.　２００５年の木材、石炭、衣類、医薬品、事務用機械の輸入先

番号 輸入品 主要輸入先（金額円による百分比）

1 事務用機械 中国 51.3、アメリカ 9.7、台湾 6.2、シンガポール 6.1

2 衣類 中国 81.0、イタリア 4.9、ベトナム 2.7、韓国 1.9

3 石炭 オーストラリア 58.1、中国 13.3、インドネシア 11.8、ロシア 6.5

4 医薬品 アメリカ 17.0、イギリス 14.5、ドイツ 13.6、スイス 9.1

5 木材 カナダ 25.9、アメリカ 15.2、ロシア 15.1、マレーシア 7.2

　　・木材の輸入先は森林資源の豊富な国であるから、広大な針葉樹林帯（タイガ）のあるカナダと、熱帯林の

　　　マレーシアが出ている５となる。

　　・石炭の最大の輸入先は、オーストラリアが出ている３になる。オーストラリアは日本にとって非常に重要な

　　　貿易相手国であり、鉄鉱石や肉類も最大の輸入先になっている。

　　・医薬品の輸入先には、イギリス、ドイツ、スイスというヨーロッパ諸国が名を連ねていることから、４となる。

　　・衣類の輸入先は、中国が第１位であり、イタリアが第２位である。イタリアからは高級ブランド品の衣類などが

　　　輸入されている。よって、２となる。

　　・事務用機器はコンピュータ、及びコンピュータ部品が中心となり、近年は中国をはじめ、台湾、シンガポー

　　　ルなどアジア諸国からの輸入が多い。よって、１となる。

　6.4.　南アメリカ諸国

　　6.4.1.　アルゼンチン

　　　　　特徴…大西洋に面した国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首都…ブエノスアイレス

　　　　　言語…スペイン語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通貨…ペソ

　　　　　主要産業…食肉などの農牧業・自動車などの工業



　　6.4.2.　エクアドル
　　　　　特徴…太平洋に面した国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首都…キト

　　　　　言語…スペイン語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通貨…米ドル（2000年まではスクレ）
　　　　　主要産業…バナナなどの農業・石油などの鉱業

　　6.4.3.　コロンビア
　　　　　特徴…太平洋とカリブ海に面した国　　　　　　　　　　　　　　　　　　首都…ボゴタ

　　　　　言語…スペイン語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通貨…ペソ

　　　　　主要産業…コーヒーなどの農業・石油・金などの鉱業

　　6.4.4.　チリ
　　　　　特徴…太平洋に面した国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首都…サンティアゴ

　　　　　言語…スペイン語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通貨…ペソ

　　　　　主要産業…鉱業・商業・農業（銅の産出がたいへん多いことで知られる）

　　6.4.5.　ブラジル

　　　　　特徴…大西洋に面した国・南アメリカ最大の国　　　　　　　　　　　首都…ブラジリア（昔リオデジャネイロ）

　　　　　言語…ポルトガル語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通貨…レアル

　　　　　主要産業…製造業・鉄鉱石などの鉱業・農牧業

　　補足：南アメリカ主要国のデータ表

国名 面積（千 km2） 人口（百万人） 主要言語 首都 通貨

アルゼンチン 2782 38.1 スペイン語 ブエノスアイレス ペソ

ボリビア 1099 8.7 スペイン語 ラパス ボリビアーノ

ブラジル 8512 183.5 ポルトガル語 ブラジリア レアル

チリ 756 16 スペイン語 サンティアゴ ペソ

コロンビア 1139 45.3 スペイン語 ボゴタ ペソ

エクアドル 256 13 スペイン語 キト 米ドル

ペルー 1285 27.6 スペイン語 リマ ヌエボ･ソル

ウルグアイ 176 3.4 スペイン語 モンテビデオ ペソ

ベネズエラ 912 26.1 スペイン語 カラカス ボリバル

　6.5.　インドネシア共和国

　　　インドネシア共和国は約 13,500の島々から成る国である。大部分は熱帯気候に属する。人口は約２億人

　　であり、その約８７％がイスラム教を信仰している。対日貿易では、日本への輸出品として石油・天然ガス・ゴ

　　ム・エビ等などが主要な品目である。逆に日本からの輸入品としては、一般機械、電気機械、輸送用機器等

　　がある。２００３年の日本側通関統計では、約 19,052億円の対インドネシア貿易額となっている。

　　　昨年１２月２６日に発生したスマトラ島沖地震は、マグニチュード 9.0とも言われ、スマトラ島のアチェ特別州

　　西海岸では、津波による甚大な被害を受け、日本からも国際緊急援助隊の派遣等を行っている。

　　補足：

　　　　　気候…カリマンタン（ボルネオ）島やニューギニア島の高山地帯以外は、ほとんどが熱帯気候に属する。

　　　　　　　　　　熱帯気候の中でも、雨季、乾季の区別の無い熱帯雨林気候が大部分を占める。

　　　　　宗教…イスラム教徒が圧倒的に多く、また、イスラム教徒の人口が世界一多い国としても知られる。

　　　　　資源…石油と天然ガスの産出が多い。天然ガスは液化天然ガス（LNG）の形で日本に輸入されている。

　　　　　　　　　　また、近年はエビの日本への輸出が増えている。



　6.6.　政令指定都市と中核市

　　6.6.1.　政令指定都市

　　　　　・浜松市…２００７年４月１日

　　　　　　　　　　　　中区・東区・南区・西区・北区・浜北区・天竜区の７つの区からなる政令指定都市。

　　　　　・新潟市…２００７年４月１日

　　　　　・岡山市…２００９年４月１日

　　6.6.2.　中核市

　　　　　・熊本市

　　　　　・宇都宮市…２００７年３月、周辺の河内町と上河内町を編入したが、政令指定都市にはなっていない。

　　　　　・金沢市

　6.7.　世界遺産リストに登録されている文化遺産

　　6.7.1.　栃木県　日光の社寺

　　6.7.2.　広島県　原爆ドーム・厳島神社

　　6.7.3.　兵庫県　姫路城

　　6.7.4.　沖縄県　琉球王国のグスク及び関連遺産群（グスク：城のこと）

　　補足：日本の世界遺産

名称 区分 地域 指定年月

法隆寺地域の仏教建造物 文化 奈良県 1993.12

姫路城 文化 兵庫県 1993.12

古都京都の文化財 文化 京都府・滋賀県 1994.12

白川郷・五箇山の合掌造り集落 文化 岐阜県・富山県 1995.12

原爆ドーム 文化 広島県 1996.12

厳島神社 文化 広島県 1996.12

古都奈良の文化財 文化 奈良県 1998.12

日光の社寺 文化 栃木県 1999.12

琉球王国のグスク及び関連遺産群 文化 沖縄県 2000.12

紀伊山地の霊場と参詣道 文化 奈良・和歌山・三重県 2004.7

石見銀山遺跡とその文化的景観 文化 島根県 2007.6

屋久島 自然 鹿児島県 1993.12

白神山地 自然 青森・秋田県 1993.12

知床 自然 北海道 2005.7


