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『経済地理学再考』を読む
加藤和暢—経済循環の「空間的組織化」論による統合—

富樫幸一
（2018 年 11 月 30 日受理）

 Review : KATOU Kazunobu “Rethinking Economic Geography 
– integration by spatial organization theory of economic circulation”

Koichi Togashi

　加藤和暢氏による長年の研究成果がこの著書に
まとめられた．日本の経済地理学とその周辺にお
ける理論や論争をめぐって，次々に書き継がれて
きた論考が統合されたことで，加藤理論の全貌が
明らかにされたといえる（以下，敬称略）．加藤
が言及する研究領域は，一方では日本の戦前の経
済地理学史まで遡るとともに，他方で分野的にも
経済学や経営学，さらにはより広義の社会科学に
まで及んでおり，とても短い書評で収まるもので
はない．加藤が議論をスタートさせる時にその軸
にすえた矢田の地域構造論（『産業配置と地域構
造』）への検討も書評の枠に収まりきらず，本書
の一章（初期論稿 1）へと展開されたのと同様に，
この書評でも論文の体裁をとらせてもらった．
　本書の書評を依頼された加藤からの私信では，

「経済地理学会でも何人の人が理解してくれるだ
ろうか誠に不安です．理論的な立場が違っても，
富樫さんなら必ずや的確な反応をいただけるだろ
うと信頼しております」と書かれている．加藤と
は学会，研究会や共著書，経済地理学会大会の
ラウンドテーブルなどで一緒にさせてもらってき
た．これまで頂いてきた論文の抜き刷りなどを読
ませてもらってきたが，確かに年間展望（『人文
地理』）を除けば，直接，加藤の考え方に言及し
たことはあまりない．議論を始めると，これは簡
単には済みそうにはないと感じさせるだけの重厚
な論が，いつも立てられているからである．
　加藤のこの重厚な思考が進められてきたプロセ
スが本書にはうかがえるので，通常の書評のよう
に章別の紹介はせずに，前後しながら主題ごとに
沿った「切った，貼った」になることと，非常に

広範囲に加藤が引用している文献をすべてはフォ
ローしきれないので，こちらの関心と重なるとこ
ろに焦点を合わさせてもらうこと，また多少，こ
ちら側からのはみ出した議論も展開させてもらう
ことを了解されたい．意外に近いところに立って
いながら，それでもベースとなる方向性や発想の
違いがありそうな気がする．ということで書評と
いうよりも，こちらの視点も交えさせてもらいな
がら，この機会に対話と議論を進めることができ
ればと願う．

1．地域構造論の発展に向けて

（1）地域構造論をめぐる論争の構図
　加藤は経済学，経済政策などを学んだうえで，
地域開発論を経て，矢田らの経済地理学に出会っ
ている．ここをまずは出発点として，加藤が発展
させようとした方向性をみていこう．われわれが
経済地理学を学生，院生時代に学んだ原点も同じ
ところにある．しかし，その後に目指した方向性
の違いがここからも生じている．
　矢田（1982）は戦後の日本の経済地理学が，
特定の地域の農業や工業などを実証的な研究対象
としつつ，方法論的には経済学に基づいた個別実
証に留まっていて，独自の理論を欠いていること
を批判した．経済学の法則から経済地誌の実証へ
と傾いていた傾向をまずは問題としたのである．
　矢田がそれに代わって提起した体系とは，国民
経済の再生産構造が，立地配置を媒介として地域
構造を形成し，地域問題の発生から地域政策とな
るまでを論じるものであった．個別の地域や産業
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だけを研究テーマとしていたそれまでの経済地理
学から，一気に経済学に基づきつつ，さらに経済
学一般には方法的に還元できない独自の理論化を
果たそうとしたのである．森滝・野原らとの共著
の『戦後日本資本主義の地域構造』（1975）から，
地域構造研究会による『日本の地域構造シリーズ
全６巻』（1977 〜 88）によって，その理論化と
実証成果が果たされた．
　このなかでは同時に，島，宮本らの地方財政学
からの不均等発展論も批判的な検討の対象とされ
る．これに対して，中村剛治郎（2004）が自治
体経済論を展開して反論する．他方，経済地理学
の中でも，マルクス経済学に基づく独自の空間論
の体系を目指した水岡（1992）が矢田に対する
批判を展開する．ここに加藤が理論的な介入を果
たすわけである．

（2）地域構造論，立地論をめぐる理論的な構図
　産業立地論は，かならずしも古典派などの特定
の経済理論に基づくものではなかったチューネン
やヴェーバーなどから，新古典派の限界分析や均
衡論によるものへと 1920 〜 30 年代からシフト
した．日本でも近代経済学的な立地論と，マルク
ス経済学派の経済地理学が協力して，地域や産業
の実証研究とともに経済地理学会をリードしてき
たといってよいだろう．加藤も初期には立地論や
地域経済論をフォローしている（初期論稿 2）．
　時代的には同時並行的であった英語圏の潮流に
眼を転じると，ハーヴェイの positivism からリ
ベラル，さらにはマルクス主義への転向や，マッ
シィの産業立地論批判から，構造的アプローチへ
の構築が 1970 年代に起こっていた．
　これに対して日本では，立地論をマルクス経済
学に基づいて再構築するという独自の展開が行わ
れている．最初にこれを行なったのが山名伸作の

『経済地理学』（1972）であり，差額地代論や中
心地論を再解釈する水岡不二雄（1992）が続いた．
松橋公治の回顧（2014）でも，中島清の指導を
受けながら，マル系と近経の両者にまたがる理論
的な学習が行われていたことが分かる．
　加藤が山名を引くように，限界分析や均衡論を
用いなくても，マルクス経済学の平均利潤率の法
則の下で立地論を再解釈することは可能である．

しかし，このように経済学の原論と空間理論を
直接，結びつけるだけでは，具体的な地域経済の
現状分析にはつながらない．加藤が本書の最後で
述べる経済学の「灰色の世界に棲むハエの活動」

（237，以下（）内は本書からの引用の頁）と，「現
実・具体的な経済現象の地域的形象」としての地
理学との違いが強調される．
　矢田も立地論を受け止めながら，さらに独自の
産業配置論を展開する．空間次元の費用と収入の
変化の抽象的な分析に止まる立地論に対して，マ
クロな国民経済の社会的分業体系，再生産構造か
ら迫る．さらにその社会的分業体系からそのまま
で直接的に地域構造や地域経済になるわけではな
く，立地・配置による媒介項が必要とする．矢田
は九州大学に移籍した後，松原宏や柳井雅人らと
ともに，立地論をさらに独自に発展させようとす
るグループをかたちづくった（矢田編，1990）．
　これに対して水岡は，地域構造論は個別実証に
止まっていて，空間構造をつくりあげる独自の理
論的な構築を欠いていると批判する．チューネン
やクリスターラー，ヴェーバーなどをどのように，
あるいはどのような順序で理論的に体系化するの
かをめぐっては，山名の産業別的なヴェーバー／
チューネン／クリスターラーという章立ての仕方
と，水岡のクリスターラー／チューネン／ヴェー
バーというより抽象的な空間から具体的な空間へ
と上向する方法があるだろう．後者は立地論のテ
キストの一つのディッケン＆ロイド（2001）と
も近いが，水岡は自身の独自の体系であると述べ
ている．
　ここでの加藤の議論のポイントは，水岡による
批判は別としても，空間組織をかたちづくる理論
は必要とされるという視点である．「国民経済の
地域構造論が出発点において意図してきた方法を
徹底化することによって，新たな頁をうめること」
を，「地域」生成の論理（78），二重運動，空間
的組織化（74）として再構築を行なおうとする
のである．
　ここでまた英語圏に視野を向けて，我々が向
かったもう一つの方向について述べよう．1970
年頃の立地論と「企業の地理学」との論争から，
空間的な費用・収入分析だけでは不十分で，輸送
因子の意義の低下の中で，企業行動全体の中で工
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場などの事業所の立地とその変化を分析しようと
するのである（西岡・富樫，1986）．例えば，上
記のディッケン＆ロイドの後半部分もその一つで
ある．もう一つはマッシィ（2000）の構造的ア
プローチで，現代資本主義のリストラクチャリン
グの一環として，産業立地やロカリティの変化を
捉えるものである．矢田の地域構造論とこのマッ
シィの構造的アプローチとの共通性と違いについ
ては Matsuhashi & Togashi（1988）で，資本論
や経済学批判要綱から空間論に展開するハーヴェ
イと，マッシィやセイヤー（批判的リアリズム）
との方法論的対比については富樫（2000）でも
論じており，加藤とは異なる方向や方法論があっ
たことが分かるだろう．関係論をめぐる点では，
ここにまた戻ってくるので後述する．
　以上の英語圏での議論とも交差するのだが，こ
こから浮かび上がってくる理論的視点をめぐっ
て，資本主義経済の原論と段階論や類型論，現状
分析の媒介の方法と，原論と立地論・空間論の
関係づけかたという二重の課題が存在する．加藤
は前者については日本のマルクス経済学の中でも
宇野派を踏まえ，後者では立地論ではなく空間的
組織化論として独自な展開を試みていくことにな
る．

2．地域構造と地域経済循環

（1）国民経済と地域構造
　経済地理学の学問としての独自性は，川島

（1956）によれば経済の地域的差異の解明であっ
た．国民経済の中におけるこの地域性は，経済の
地域的循環によって形成されるものである．矢田
の地域構造論も，国民経済を前提として，産業配
置と地域経済循環からなるものとして理論化され
ている．
　この国民経済を前提とすることをさらに裏付け
るために，加藤は通貨圏をひとつの重要な課題と
してあげている．ケインジアンポリシーと管理通
貨制度の下では，一国の経済政策を国際経済と切
り離すことで成り立っており，これがさらに国土
政策の前提としても置かれていることを明示す
る．この点も，国内の地域構造や地域政策に限定
しがちであった日本の経済地理学とは異なる加藤

の論点の独自性である．
　変動相場制に移行した後では，通貨レートの変
動を通じてグローバル経済の影響が再び強まる．
別の視点から見れば，「ケインズ主義的福祉国家」
から「シュンペーター的勤労主義国家」へのシフ
ト（ジェソップ，2009）と，その下での空間的
分業や地域政策をめぐる議論となろう．国民経済
のマクロ的な性格を指摘する意味では重要な論点
ではあるが，その先には資本主義自体の多様性を
めぐるレギュラシオン理論などとの関わりが控え
ている．
　さて，国民経済の自己完結性とは自明なものだ
ろうか．もちろん，貿易や国際的な資本移動，労
働力移動などによって，国民経済は世界経済と密
接につながっている．
　加藤は戦後復興期については貿易主義と国内開
発資源主義の対抗関係から言及することになる

（第 9 章）．高度成長期には，原料・食料の輸入
依存や，工業製品輸出がありながらも，産業構造
の面で「フルセット型」をかつては維持していた
日本経済の構造は，世界的にみてもユニークだっ
たはずである．GDP に対する輸出入の貿易依存
度は，先進諸国ではアメリカに次いで低い．EU
諸国では，水平的な分業が発達しているので輸出
入比率は 2 〜 4 割に及ぶ．輸出指向型で成長し
た旧 NIEs やアセアン諸国では，輸出依存度はさ
らに高い．
　「バランスのとれた産業構造」の形成とは，ケ
インズ主義とは違った意味での経済的なナショナ
リズムの産物だったのではないか．例えばイギリ
スとの自由貿易的な国際競争に対して，高率関税
政策をとって後発国（アメリカ，ドイツ）の工業
化を促したのは F, リストであった．矢田がしば
しば引く大塚史学的な視点でも，国民経済の自立
性や自己完結性を強調する傾向を持っている．こ
の点は，あまり加藤が言及していない側面である．
　こうした前提を置いた上で，矢田が地域構造論
から自治体経済学派に対して批判したように，自
己完結的な分業体系は国民経済でしかありえず，
地域経済はその「分岐」にすぎないということに
なる．この捉え方の微妙な点については後述する，
地域構造論の中でも，その実証的な成果の一つは，
基礎素材型の鉄鋼，石油精製，石油化学などの産
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業において，「市場分割型」の複数拠点配置を具
体的に明らかにしたことであった．東・（中）・西
日本と広域的な工場配置と供給圏域を設定したこ
との意義は，こうした市場圏と産業配置の関係の
一つの姿を描いたことにある．
　さらに矢田は，川島（1978）の「地域的な機
会の平等」を受け，都市システムの階層性を踏ま
えて，九州などブロック圏域における相対的な機
能のまとまりが，同時に機会の均等につながるこ
とも論じている．中村の自治体経済論が都道府県
をまとまりとして見なそうとするのに対して，そ
れでは市場圏や高次の都市階層による広域圏のス
ケールとは対応していないことになる．その上で，
矢田独自の不均等発展論は，産業地域と市場圏の
齟齬をめぐって論じられていく．

（2）組織論，過程論，時間・空間リズム
　加藤も地域経済循環にこだわりながら，国民経
済から地域経済への「空間的分岐」のあり方をさ
らに独自に追求していく．加藤のまとめを引用し
てみよう．

いま概略的な方向性を示しておくならば，市
場社会での社会的物質代謝を担っているマー
ケット・メカニズムの下で，経済循環の「素
過程」をなす企業相互間の，あるいは企業と
家計間においてなされる種々の財やサービス
の取引，そしてのまた中央政府に代表される
公共部門が税収を基礎として行なう様々な経
済活動に付随して発生する諸取引などが複雑
に連鎖し交差するなかで，特定の地点の周辺
において「素過程」が重複し濃密な形で展開
されている状態を「地域」として把握し，そ
れを生みだす「磁力」を収穫逓増との関連に
おいて探ることが，この作業の要諦をなす．

（79）

　ここでの加藤の特色は，「“ 産業論的なパース
ペクティブ ” に加えて組織論的なそれの積極的な
導入を強く要請されているように思われるので
ある」（43）という点にある．『組織科学』に発
表された論文（1986）をベースとして，その後，
経営学の伊丹敬之の『経営と国家』（2004）をさ

らに受けていく．伊丹はグローバル化が進む中で
も，生活や文化をめぐっては国家単位での差異が
再び重要になると述べている．資本や労働の移動
性に対して，「非貿易財（移転できない要素）」と
しての組織や制度（Storper，1997）が国家や地
域にあるという「生産の世界」論とも近い．
　伊丹による「所得者としてのヒト」「消費者と
してのヒト」「共同生活機会者としてのヒト」の
3 つの側面から，空間的な組織化が展開される．
R. コースの取引費用による組織と市場の区分論
も引かれる．しかしながら，「所得機会」につい
ては企業活動そのものよりは，雇用と収入の点か
ら捉えられているので，どちらかというと個人の
側面が強く出ている．この点も，次の（3）で企
業と市場の面から再検討してみる．
　地域構造を所与のものとはせず，こうした空間
組織の「過程的実在」と捉えるのが加藤の一時期
の論点だった．この表現について，加藤はまだ必
ずしも納得しながら定義したというよりは，考察
の過程で生まれてきたものであると述べている．
　この辺りは，「国民経済循環の安定的運行は，
それが複数の「小さな部分系」の「ゆるやかな
結合系」であることに裏付けられている」（119）
として，塩沢（1990）の経済学の方法論に近い
印象を受ける．塩沢は均衡論を批判して，スラッ
ファ的な再生論を対置してきた．
　ただし「過程的」は了解できるが，「実在」を

「実体」などととってしまうと，加藤の方法論と
は整合しなくなってしまう．批判的リアリズム

（実在論，富樫，2000）のように「関係性」と
して捉え返すのであれば問題はないはずである．
ただ，メンガーのように経済の実質的（生存，
subsistence）な側面と形式という二分法はあり
えて，後者の側の経済に関わるともいえるだろう．
加藤はその後の展開では，「過程的実在」に代わっ
て「経済循環を構成する取引ネットワークの「状
態」とでも表現しておいた方がよかったようにも
思う」（78）と再定義している．
　再生産「過程」としての経済の把握があり，さ
らにはマルクスのように物的な再生産を通じて資
本・労働関係のような社会的諸関係もが再生産さ
れる．「過程する構造」「構造する過程」としての
弁証法（平田，1971）として捉えることもできる．
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　理論的な次元での経済の構造と過程の関係だけ
ではなく，実証のレベルでも「地域構造」は動
態的で，たえず再生産され，再編成されていく
ものとして捉えることができる．高度成長期に
形成された地域構造が，1980 年代以降，いかに
リストラクチャリングされていくのかも，我々
が目指したあと一つの方向の研究テーマであった

（Matsuhashi & Togashi，1988）．
　産業活動の面からさらに山崎朗（1992）にな
らった固定資本の投資（減価償却，ハーヴェイな
ら価値破壊も）というストックだけではない．も
うひとつは流動資本としての原材料や部品から，
労働力の日常的な再生産（住居や通勤）のフロー
の面がある．教育や研究開発などを通じた総合要
素生産性も加えれば，ソロー型による地域経済成
長理論（301-305）ともつながるはずである．
　人口として長期的にみるならば，家族の世代的
な再生産としても，人口減少や高齢化の中では大
きな問題となるわけである．こうした短期と長期
の「時間的リズムと空間的パターン」が「空間組
織」（空間的パターン）を形づくり，変動させて
いくことになるだろう．

（3）空間的分岐と関係論としての地域
　「経済地理学の対象をなす「地域」は国民経済
循環の「空間的分岐」として位置づけられる」（74）
と述べられる．国民経済の地域構造に代えてこの
表現を用いたのは，「地域構造の構成要素をなす
地域が国民経済を構成しつつ

4 4 4 4 4

，同時に（国民経済
によって規制されている

4 4 4 4 4 4 4

点を明確にできないか」
（26）と考えたからだという．両面があるという
わけだが，マクロな国民経済の中にあるとはいえ，
理論的にみると構造から「分岐」が規定されてく
るのか，市場を通じた企業や個人・消費者の動き
が折り重なって，部分としての地域経済が編成さ
れ，その集合として国民経済が成り立っていると
みるのかが，前述した少し気にかかる論点である．
前者のニュアンスで地域構造からの分岐とも読め
るし，上記の引用では後者のようにも理解できる．
　もう少し整理させてもらうと，ミクロの主体の
単なる集合がマクロではなく，経済的にも両者の
不整合（合成の誤謬）が市場のゆがみや景気変動
をもたらす．ここには方法論的にミクロ・マクロ・

ループ（塩沢，1999），あるは中間領域（中範囲，
メゾ単位）としての地域の位置づけを議論するポイ
ントがありそうである．
　また，矢田は同じような産業構造であっても，地
域構造を見るためには立地配置についての独自の分
析が必要であると述べていた．この点をさらに具体
化するため，例えば日本を典型として考えるために
は，一般的な組織論にとどまらず，企業行動や産業
組織，産業政策などの媒介項や，それらの多様で
多元的な関係性を捉えることが必要となる（富樫，
1998）．より広くいえば，レギュラシオン理論のよ
うに蓄積体制や調整様式の変容や，その国民経済的
な類型性を視野に収めていくことができるだろう．
この点も後で再論する．
　関係論としての地域論における，関係自体をめ
ぐる相克となる．こうした「関係性」について
は，企業間関係や生産連鎖のネットワークのように
'relational turn’ は比較的平板に論じる傾向がある．
しかしながら，市場による「選択と淘汰」（悪魔の
ひき臼）はグローバル経済の中で逃れ難い力として
作用する．また，中央国家の政策も地方政府や住民
の動きに対して，上からの権力的な，あるいは誘導
的なものとして働いてきただろう．他方で，市場と
社会の相互浸透を通じた地域産業の再生や，自立的
な地域づくりへの動きも生まれている訳である（4

（2）へ）．宮本や中村の「内発的発展論」は，後者
の方のオールタナティブとして展開されてきた．地
域構造論を受け継ぐ山川編（2014）などでも同様
である．同書における矢田と山川の議論の違いも興
味深い．
　加藤は地域の境界の設定にこだわるが，英語圏の
地域論の中では「地域の境界線では混在化と不明
瞭化が生じており，そこでは物質的，シンボル的，
権力的な諸関係が融合している」や，「空間と場所
は空間化された社会的諸関係として構築され続け
ること」のように相対的な見方の方が強い（富樫，
2005）．ここで「空間と時間について考えるための
関係主義的アプローチ」が登場してくる，
　ただし，加藤・大沢（2005）が地域経済循環の
実証として帯広都市圏を取り上げて，その中で「狩
勝峠」のように地形的にも歴史的にも境界が明瞭に
意識されて，まとまった領域としての性格を強く持
つ場合は当然，あるだろう．
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3. 市場と社会の二重運動としての空間
　形成

（1）二重運動の視点
　さらに加藤が大きく理論を展開するのは，ポラ
ンニーによる「市場と社会の二重運動」である．
ポランニーは大恐慌や第二次大戦前後の独裁問題
に対して，市場経済を相対化するために再分配と
互酬の 3 つの原理を立てている．その中で，市
場経済は本来は商品ではない労働力と土地をも

「擬制商品」とすることから，さまざまな矛盾が
吹きだすのであり，「市場を社会に埋め戻す」こ
とを説いていた．
　加藤は池田善長の経済開発と社会開発の二元論
の延長上に，この二重運動論との類似性を見いだ
している．基底にある「自然と人間との関係」（＝
物質代謝レベル）と，「地域を作り出す関係」（＝
二重運動レベル），地域間関係（＝市場社会レベル）
として加藤は理論を組み上げる．
　社会ということは，空間や地域もこの二重運動
の中にあるということにある．ポランニーの方法
は，資本主義による労働力や土地の市場化におけ
る「無理」を指摘する宇野弘蔵とも近い．加藤の「地
域差の処理機構」という表現も，ポランニーや宇
野の発想を想起させる．加藤はこの表現は今は用
いないとしている．資本主義市場経済が土地と同
様に，地域の経済や社会に問題を引き起こし，地
域政策を必要とし，しかも必ずしもその矛盾を解
決できないわけであるから，こうした考え方が生
かされてもいいのかもしれないが．
　市場を通じた空間の形成の次元と，市場を抑
えることも含めた社会による空間のレベルは，
かならずしもスケールとして一致するものでは
ない．このことは，中村の自治体経済論と地域
構造論の大きな違いでもあった．

（2）社会の多元化と空間スケール
　市場と「社会」の二重運動であるが，社会も，
政治とそれ以外の「社会」に分けた 3 次元論
の方がいいのかもしれない．農業経済学の馬場

（1955）から，生活圏・政治圏・社会圏という
三区分も引かれている．次項のように政策や政
治をめぐる動向は，独自の課題があるからであ

る．ポランニーでも，自己調整的な市場経済に
対する，社会の防衛としての労働力や土地を守
るための法や規制は政治的なかたちで現われる．
また，市場，再分配，互酬の３つの経済のうち，
再分配は権力機構も経由するが，互酬はむしろ
コミュニティベースの相互関係といえるだろう．
中澤（2016）は「互酬と再分配は共同生活機会
に相当することになると考えられる」とするが，
財政的・政治的な側面の方が大きいだろう．
　いずれにしても，「制度や文化，さらには地域
社会といった非経済的な要因，あるいは歴史的
側面に配慮した地域経済論の構築は，いまや共
通の認識となっている」（116）という点をめぐっ
ては同意できる（富樫，2014）．
　国土政策は国家や自治体を通じた政策の選択
として論じられるし，ローカルなスケールでの
地域づくりは自治体政策とともに，住民や NPO
などを通じた社会的な活動としてとしても行わ
れるといえるだろう．両者のグレーゾーン（後
掲の図 1）については，「” 消費機会 ” と ” 共同
生活機会 ” の間には多分に代替性が存在する」

（140）と付け加えている．

（3）国土開発をめぐる問題群と地域政治
　地理学サイドからの経済地理学は，どうして
も空間面，地域論に偏りがちなことがあるが，
経済学，経済政策出身の加藤は，マクロ経済政
策や通貨，金融（加藤，1993）など，経済のフ
レームワークそのものまで論じることにおいて
ユニークである．
　20 世紀システムとしての大量生産と併せて，
先述したように大恐慌以降のケインズ主義にお
ける管理通貨制度が，国内重視の経済的ナショ
ナリズム（152）の枠組みとなったとする．
　大恐慌は，一国内でも特定に地域に大きなダ
メージを与えたので，財政・金融政策とともに，

「社会資本」の空間的配分という課題に対して，
「「経済的公正」問題の典型例ともいえる「地域
間格差」解消の有効な手段として「空間政策」
の役割がクローズアップされた」（157）と述べる．
アメリカの TVA や，イギリスの特定地域法，日
本の東北地方振興策などを思い浮かべることが
できるだろう．
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　章別の順では前後するが，まず第 9 章の「戦
後日本における国土政策展開の初期条件」では，

「（国内）開発主義」と「貿易（立国）主義」の
論争（第 9 章）を取り上げて，緊急避難的「自
給化」は高コスト問題，生産性向上の必要性と
いう．その「負の遺産」を精算するための不可
避な選択肢として「開発主義」的指向，「徹底し
た産業政策」への「通路」につながったとする．
　「「構造」は，かくして「問題」群を生みだす
のみならず，個別主体の利害状況をも作りだす
ことによって，「政策」形成を呼びこす「問題」
の選択を基礎づける」（第 8 章）という，フレー
ムをかたちづくる．
　さらに「戦後高度成長期の立地政策」では，
貿易主義への移行と，産業合理化政策の一環と
しての立地政策が登場することを『工業の近代
化と立地』から読み解く．所得倍増計画におけ
る「太平洋ベルト地帯構想」に対しては，地方
圏からの反撥が強く，政治的な妥協も含めて，
第一次全国総合開発計画における「拠点開発構
想」へとつながる．さらに言及させてもらえば，
通産省型の産業ナショナリズム（官僚たちの夏）
であり，村上泰亮（1992）のいう「開発主義」
である．ここで進んだ重化学工業化が前述のフ
ルセット型産業構造の形成となり，地域構造論
の前提となったはずである．
　第 7 章の「経済現象としての地域開発」では，
現実の経済過程と，部分的な政策の影響が，さ
らに一定の運動や新しい政策体系を要請すると
される．高度成長にともなう地域間格差の拡大
や，公害・環境破壊の深刻化に対して 2 つの政
策体系が対峙するが，それにもかかわらず両者
には共通項があるという．つまり「特定の立場
からなされた実践的要求に具体的に回答を与え
ることが，研究上の指針として自明視されてき
た点」（167）である．
　その２つとは，①政策の推進主体である国や
地方自治体サイドから要請されたプランニング
の手法としての「地域科学」，②各地で発生した

「地域開発」に対する批判的運動の要請に基づく
研究としての「マルクス主義経済学派」「自治体
経済論」である．しかし，「特定の立場からなさ
れた「実践的要求」を自明視して，その「期待」

をア・プリオリに前提することはできない」（169）
のであるから，「「実践的要求の基礎に向けて分
析を進める」研究スタイルへと転換すること」

（171）が必要であると論じる．
　そこで「絶対主義（個別主義）的定義」では
なく，「相対主義（多数派）的定義」をとって「期
待」の選択プロセスへと向かう．第一の「絶対
主義的定義に基づく「地元問題」（地元利益）―
地方政府―地元振興策」と，第二の「「問題地域」

（グランド・デザイン）―中央政府―国土政策（地
域構造の再編政策）」の二系列の論議が，いかな
る相互関係にあるかと問うわけである．「各「地
域」の経済状態は，地域間競争でのポジション
によって規定されるから，「地元問題」の解決に
あたっても，地域間競争におけるポジションを
規定している地域構造の再編成が決定的な意味
を持ってくる」（175）．
　経済過程と政治過程の交差を論じていくこと
になるわけであるが，ミュルダールの民主主義
と福祉政策の方法自体がこうした枠組みをもっ
ていた．またハーシュマンの不均衡成長戦略や

「拠点開発方式」は不均等からの地域的な対立や
分裂をダイナミックな開発戦略で克服しようと
する意図に近いものであった．
　しかし，実際に「ア・プリオリ」な前提とは
問われることはなかったのだろうか．島（1970）
の場合でも，資本の投資戦略としてハーシュマ
ンを批判したが，自治体の現場からは「後進地域」
の現状をどうすればいいのかという問いが，自
治体労働者から投げ掛けられたという．中央政
府の側でも，日本の場合，自由民主党が選挙の
基盤は地方や農村に置きながら（一票の不平等），
産業界向けの成長戦略をとる，あるは田中角栄
のように地方への利益誘導と「開発主義」が一
体化するといったように，矛盾をはらみながら
の国土政策だったのではないか．
　別のケースを挙げれば，イギリスでは労働党
政権は北部の工業地帯への分散政策を図りなが
ら，分工場経済の限界を引き起こし，保守党は
ロンドン周辺などの南部を基盤とするという，
政治勢力と地域構造との南北分裂を抱えていた．
アメリカでも共和党と民主党の州別の支持基盤
と産業構造の違いが政治的な焦点として話題を



富　樫　幸　一

 

8

集めている．地域政策を考える際にも，国家に
よる経済的・政治的な具体的多様性を直視して
もよかったのではないだろうか．

（4）段階論，類型論と地域構造
　加藤が宇野弘蔵やその後継者たちの理論に強
い関心を持っていることも，特色の一つである．
原論—段階論—現状分析の三段階論，さらには
重商主義—自由主義—帝国主義の歴史的段階論
を踏まえて，現在の現状分析と進むことで，加
藤が抱いているビジョンも明らかにされてくる．
　さて宇野派では，自由主義段階では 19 世紀の
イギリスを純粋資本主義の典型とすることで原
論が成り立つとされるが，帝国主義段階では積
極的な典型をドイツに求めて，イギリスを消極
的な類型とする．
　さらに 20 世紀システムとして見れば，世界の
中枢となるアメリカ資本主義をどのように位置
づけるのかが，宇野の後継者達によって論じら
れていく．加藤らの経済地理学会大会における
ラウンドテーブル「20 世紀システムの経済地理」

（2005 〜 2007）も，長期的なパースペクティブ
をめぐって議論を続けたものである．さらにい
えば、1980 年代には日本資本主義の成長性と競
争力こそが論じられなければならなくなる．伊
丹のような「人本主義」も立場は違うが，日本
の経済や経営を特徴づけるものといえよう．
　高度成長期の日本についていえば，川島はそ
の後進性と急成長が大都市への産業集中の要因
として説明し，「徹底した産業政策」としての立
地政策をも問題としていたわけである．こうし
た川島の視点を継承して，加藤や富樫も加わっ
た松原編（2003）の『先進国経済の地域構造』は，
地域構造や地域政策の国際比較の観点から当時
の G7 諸国についてそれぞれを論じたものであ
る．前節で少し触れたように，第二次大戦後の
先進諸国の経済は，ブレトン・ウッズ体制の下
でのケインズ主義をほぼ同じようにとっていた
とはいえ，資本主義の多様性や経済政策の違い，
そして各国の地域構造の違いをどのように分析
するのかが問われた．
　加藤はマクロな経済政策と空間政策のフレー
ムワークまでは提示するが，こうした類型性に

ついてまでは意外に論じていない．松原編で加
藤が担当した日本経済の歴史とその特長，そし
てその下での地域構造にもっとも焦点を当てて
いたからだろうか．
　また，ケインズ主義から新自由主義への転換
でも，どちらかといえばグローバル経済化の側
面から論じられる．多国籍企業の活動や，金融
の国際化，つまりグローバル経済化の進展にと
もなう以下の課題として示される．

「グローバル化」とは経済現象の空間的な「拡
張」「凝集（＝センター形成）」にかかわる問
題であり，とりわけ経済活動の空間的な拡大
に伴う分布と凝集の変動のいかんが重大な関
心事となっている．これに対して「ボーダー
レス化」の焦点は，空間的な「領域」ないし「境
界」と経済現象との関連にあり，境界の弛緩
がいかなる影響を経済運営に及ぼすかが問題
となる．（162-3）

　グローバル競争下での都市や地域政策が，企
業主義的色彩を帯びてくる点では共通している
が，同時に国内で都市・地域間での連携や，狭
域的な生活圏における社会的な包摂もが，re-
scaling として課題になってきている（Brenner，
2004）．これも市場と企業，国家と自治体，さら
には社会的セクターが織りなす「二重運動」の
今の姿であろう．

（5）市場と社会のマルチスケールな関係性
　中村の自治体経済論では，生活の場としての

「地域」を所与にしているところに問題がある．
中村は地域構造論に対して，地域に自律性を認
めず，多様で個性的な発展の単位として地域を
認識し，諸地域の集合体として国土を理解する
地域経済学の問題意識を否定するところから生
まれていると批判する．しかし，その場合の「地
域」が自然から経済，政治，文化まで多元的な
ものであるが，それは一つの固有の単位として
の「地域」ではないはずである．各次元がどの
ような空間的スケールをそれぞれもっているの
か，相互の違いと関係性はどのようなものであ
るのかが，問題とされていない．
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　平成の大合併を経た現在，基礎自治体の市町
村のスケールの上に定住自立圏や広域連携中枢
都市圏といった広域化，さらに小さな拠点への
集中と選択の政策を国は打ち出している．他方
では，地方自治法や合併特例法（終了）の地域
自治区，都市内分権，地域運営組織，さらには
小規模多機能自治といったように，基礎自治体
の中で複数の住民自治の単位をめざす動きが進
んでいる．同時に NPO やボランティア組織など，
地域的にもテーマ的にも多様な市民や企業によ
る連携も進んでおり，自治体行政の境界を越え
ていることは普通である．加藤も，図 1 のグレ
イで示された領域にも注目しているわけである．
　より大きな空間スケールでは，広域自治体と
しての都道府県を超えて，しばしば政策上で論
争されてきた道州制だけでなく，関西広域連合
のような大都市圏もしくはブロック型の広域連
携もすでに存在する．河川・沿岸流域のように，
自然的な環境・資源の視点からの政策が必要で
あるし，河川の上下流のように中山間地域と都
市部をつなぐ連携も必要であろう．
　経済地域としてみても，企業活動ではかつて
のような狭域的な産業集積が縮小する一方，よ
り広域的なネットワークへとシフトしている．
同時にグローバルなリンケージも形成されてい
る．グローバル・シティ・リージョンのように
大都市圏域の競争関係だけでは捉えきれず，地
方都市や農山村との格差といった現実もある．
　ここではこちらの側から論を広げすぎたのか
もしれないが，加藤がよく議論しているという
中澤（2013）が引く 'relational turn' を，現在の
日本の文脈により引きつけて具体化してみると，
以上のようなことがいえるのではないか．
　市場と社会の「二重運動」自体を，マルチスケー
ルで多様な関係性として具体的に論じる必要性
があるということもできよう．「「地理学的思考」
について」において，高橋潤二郎を引いて「「全体」
と「部分」の関係を固定的にとらえるのではなく，
その重層的な展開を積極的に認める」（19）とは，
以上のようなことにほかならない．
　中村は地方自治体を地域の単位として重視し
ているが，住民自治論なので「ガバナンスが基本」
であると述べたことがあった（富樫他，2002）．

政治的，社会的にも空間的に多元的なスケール
があることを認めるのであれば，こうした「マ
ルチスケールなガバナンス」と，地域経済とし
ての重層性との関係論としてみれば，自治（体）
論と経済地理学との違いは縮まるはずである．
　市場によって形成される地域と，広義の社会
によって形成される地域との二元性と，両者の
ズレは明確に指摘されている．加藤もこうした
現実を踏まえて，よりネットワーク的な地域の
把握の視点を打ち出している．境界で区切られ
るような固定的な地域や地域経済の把握の先へ
と実際には進もうとしているのではないのか．
　例えば，日本の地域社会学でも前記の地理学
者のブレナーの 'rescaling' の議論が注目されて
いる．ブレナーによれば，ヨーロッパにおける
都市圏・地域間の競争と同時に，国境を越えた
都市間でのネットワークが生まれ，さらに狭域
的な都市・地域においては雇用や生活をめぐる
社会的な包摂が求められている．市場を社会に
embed するとは，環境や労働，地域の自立など
をマルチスケールな関係性のなかで展開するこ
とになるはずである．

4．「経済学としての経済地理学」から
　  「地理学としての経済地理学」へ

（1）戦前の経済地理学と地誌学派から
　最初に経済地理学の方法論で述べたように，
戦後日本の経済地理学は，マル経であれ近経で
あれ，経済学の理論に基づいて，立地論や地域
構造を論じようとしてきた．経済学系の経済地
理学者であれば当然のことだろう．地理学系の
出身の経済地理学者たちも，経済学や立地論を
吸収する中で同様の傾向を持っていた．
　加藤は戦前の経済地理学史についても造詣が
深い．今回も大阪市立大系の福井孝治や名和統
一が経済地理学について論じていたことを初め
て知らされた．そこで福井（1939）を読んでみ
ると，「経済と空間」について早くも現象学のハ
イデッガーを引いている．和辻哲郎の『風土』
もあったとはいえ，英語圏であれば 1970 年代か
ら始まる「現象学的地理学」「人間主義的地理学」
に先んじているのである．当時の経済学者の哲
学的な素養の高さがうかがわれる．また，経済
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空間，社会空間，政治空間の三元論も，ここで
の加藤の論に近いものがあるだろう．
　一方，ヴィダル・ド・ラ・ブラーシュについ
ての野澤の研究も引いている．従来いわれてき
たように地域的な個性を統一的に論じるものと
しての地理学ではなく，東部フランスの研究に
着目して，19 世紀後半から 20 世紀初頭までの
工業化をフランス全体との交通や分業のなかで
見ていたことを重視している．
　ブラーシュを翻訳した飯塚浩二が，「生活様式
論」を「生産様式論」へと転じて，社会科学的
な地誌学を目指し，高度成長前半までの日本の
経済地理学の大きな影響を与えたことは周知の
ことである．上野登（1972）による，その後の
より一層の社会科学的な理論化への発展の前身
ともなっていた．
　野澤のブラーシュ論を超えるが，フランス国
内というよりも，この時代，この地域であれば
普仏戦争によるアルザスとロレーヌのドイツ領
への編入（言語的にはドイツ系）から，第一次
大戦によるフランス領への復帰といった歴史的
な経緯や，アルザスの産業，ロレーヌの鉄鋼業
などの発展があったことが想起されるはずであ
る．孤立的な地方の小都市や農村といった，フ
ランスの他の地域とは明らかに違った状況にお
かれていた．
　さらに第二次大戦後であれば，ドイツ，ベル
ギー，ルクセンブルグ，フランスをつなぐこの
地帯の石炭＝鉄鋼産業群が石炭鉄鋼共同体の基

盤となって，その後の EEC から EU につがなっ
ていく．こうした交流の交差点にあるストラス
ブールに EU 議会の一つが置かれ，また LRT の
導入などサステナブルシティとしても注目を浴
びてきた．境界に位置することが交流の拠点へ
と転じていることになる．

（2）空間的組織の諸局面とサービス経済化
　「社会経済システムの時間的な展開に対応して
変移をとげていく空間秩序」について，加藤の

“Ver.2”（図 1）から見てみよう．ある意味では，
上記の東部フランスの変貌もその一つの事例と
なるはずである．
　長期的に見た資本主義の歴史，あるいはその
発展段階に即して，プレ市場社会，19 世紀，20
世紀，21 世紀のそれぞれのシステム（Phase）
として捉える図式が提示されている．「家族を有
機的細胞とする伝統的な共同体の内部において
原生的な結合を見ていた諸要素は，“ 所得機会 ”
と“消費機会 ”，さらには “ 共同生活機会 ” とい
う三契機へと分離していく」（117）．
　サービス中心社会（21 世紀システム）への移
行にともなって，「従来は流動化要因だった“消
費機会 ” が，一転して「空間的組織化」を促進す
る要因となった」（121），「所得機会」は必要条
件で，「消費機会」が十分条件となるという点に
ついては，少し議論を保留しておきたい．ネッ
トワーク社会化によって，むしろ生産と消費の
相互浸透や融合（プロシューマー，トフラー，

図 1　空間的組織化の諸局面 Ver.2

出所：『経済地理学再考』，p.138
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1980）とでも呼ぶ方が相応しいのかもしれない．
　「（「選択の幅」では）市場規模の面で有利な大
都市圏が人々の居住地として魅力を増す」，「優
秀な人材の確保」（142）として，サービス経済
化にともなう空間組織の方向を述べている．「年
収は「住むところ」で決まる」（モレッティ，
2014）ともいうが，アメリカの場合には，既存
の大都市のニューヨークだけではなく，シアト
ルなどのアメニティの高い地方都市でも情報や
サービス産業は成長してくる．日本の東京一極
集中だけを大都市型のサービス産業論として前
提とする必要はないだろう．
　まちづくりや観光でも，地方都市や農山村の
魅力が高まっている．そうだとすれば地方にお
いても，「暴走するグローバル経済化への歯止め
としてサービス経済化を位置づけ，これをテコ
とした社会再生の具体的なデザインの構想も十
分に可能であろう」（123），「「グローバル経済化」
への「シーアンカー」としての役目をサービス
経済化に期待できるように思う」（144）という
別の可能性への言及も生きてくる．加藤がしば
しば論じているポーターのクラスター論の北海
道への適用（加藤，2002）でも，ハイテク産業
ではなく，農業や食品などの在来産業の方に注
目している．また実際の政策に関与していた観
光開発でも，自然環境の保全と経済性の成立の
両面への配慮を説いていた（加藤，1991）．

（3）地理的現実と広義の地域経済
　矢田（1982）は経済地誌学派や類似した傾向
をもつ地域主義に対しても，方法論的な批判を
行なっているし，自治体経済論についても同様
であった．ところで，地域主義に立った玉野井
芳郎（1978）は，経済人類学のポランニーに着
目していた．ここで再び，二重運動論と交差す
る地点に出てくる．“地理的現実 ” を加藤が近年，
強く打ち出すのはここに関心を向けているから
であろう．
　経済学としての経済地理学を目指してきたこ
とに対して，加藤は「地理学としての経済地理学」
を再び説く．地域経済学の側でも，市場を中心
とした狭義の経済から，環境・資源から，文化，
社会までの「広義の地域経済」へと向かおうと

している（富樫，2014）．political economy は，
（市民）社会の経済学という意味であるから，原
点への回帰といっても過言ではない．ecology と
economy の語源的な由来を語っていたのが玉野
井である．
　しかし，企業や個人の行動や，市場を通じた
経済空間の形成は，それ自体の論理を当然，持っ
ている．自己調整的な市場とはいっても，制度
的な枠組みが必要であり，その市場がさまざま
な問題を生じさせること（市場の失敗）から，
社会的な規制も不可欠である．人間や組織の行
動自体も，国家や地域によって異なる文化的・
社会的な背景を背負っているので，「社会に埋め
込まれている」側面もある，他方で，社会やそ
の空間も，経済空間の形成や再編を通じて，歴
史的に変化していく．こうした二重運動や，多
元的な地域論から，加藤はどのような展望を引
きだしていくのだろうか．

5．関係論としての展望
　加藤は，日本の経済地理学史の長期的なパー
スペクティブから，以下のようにまとめている．

日本の経済地理学研究は，戦前期におけるラ
イトモチーフであった「自然と人間の関係」，
そして戦後に国民経済の地域構造論が中心的
なテーマとした「地域間関係」と，これまで
少なくとも二つの関係に注目してきた．いま
求められているのは，それらに続く第三の関
係として「地域を作り出す関係」―もっとい
えば「関係としての地域」を位置づけること
であろう．“ 地理的現実 ” が三重の関係をもっ
て存立している点を明確にすることが，こ
こにきて重要な課題となっているのである．

（145）

　「地域構造論の理論的枠組を，社会経済システ
ムの新しい “ 地理的現実 ” に対応しうるよう再整
序するための努力」（31）のその方向性が問われ
てくる．「経済学としての経済地理学」から「地
理学としての経済地理学」へという，根本的な
機軸の転換を主張しているからである．その根
拠として，市場経済だけではなく，市場と社会
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の二重運動論を踏まえて，「市場メカニズムに非
市場的なファクターが絡みつく現実過程におけ
る経済循環の分岐をどう把握するかが問題とな
ろう」（43）と述べる．
　関根友彦（1995）の「脱資本主義過程」から，
新たな「段階論」「現状分析」として「地理学と
しての経済地理学」の可能性が終章で論じられ
る．しかし，「脱資本主義」をどのように捉える
のかは明確ではない．社会主義計画経済が終焉
し，資本主義自体もまた，市場や組織，政策に
おいて大きな変容の中にある．「みえざる手」（ス
ミス）から 'visible hand'（チャンドラー）へ，
さらには再び市場取引にコーディネートされた

「消えていく手」(vanishing hand，ラングロワ，
2011）へとも論じられている．情報化やサービ
ス経済化が，かつてのような「ものづくり」にとっ
て代わるところから，GAFA のように新たな超巨
大企業組織が Internet 上に出現している．
　サービス欲求の高度化と多様化を背景に顕在
化してきた若者の大都市指向（地方バナレ）（31）
の一方，先述のようにクラスター政策でも北海
道のような農業や食品加工などの在来産業の可
能性も論じている．「世界はフラット」となって
いる大きな流れと同時に，ローカリティの再評
価も起こっているといえるのではないか．「脱資
本主義過程」や「ポスト 20 世紀システム」とい
うよりは，「ポスト開発主義」への志向という方
が明確ではないだろうか（富樫，2014）．
　狭義の市場経済だけではなく，一方では自然
との新陳代謝を通じた環境・資源・エネルギー
などのサステナビリティを前提とした市場経済
へと規制や誘導が必要なことは，地球温暖化対
策などを見ても明らかだろう．他方では，産業
や経済が，文化やコミュニティとも融合し，創
造都市，創造農村などが論じられ，地域政策で
も取り組みが行われている．グローバルなネッ
トワークや交流と，ローカルな地域固有の文化
やアイデンティティの交錯が起こっているとも
いえよう．それと並行して，政治的，社会的，
文化的な地域の自立と，広域的・国際的な交流
のパースペクティブが広がっているのではない
だろうか．以下の引用から，われわれの視点と
近いところにいることは分かる．

いうところの「市場地域」と「地域社会」は，
ともに現実の「地域」に備わった二つの側面
なのである．しかも，両者は，これまでの経
緯を巨視的に見る限りは，拡張し浸透する前
者と侵食され縮小する後者という対比が可能
であるとしても，その過程で「地域社会」が

「市場社会」の侵食に対して反発する局面もあ
りうるし，このところイノベーションの母胎
として注目を集めている産業集積のように「地
域社会」が「市場社会」の展開に対して親和
的な関係に立ち，そのパフォーマンスを支え
るといった事態もありうるから，一般に対立
関係にあるとして片づけるわけにはいかない．

（83）

　グローバル経済の激動の中で揺り動かされて
いる国家や都市・地域であり，それに対する社
会的な防衛としてのセーフティネットや社会的
包摂が，地域やコミュニティのレベルで必要と
なる．人口減少や高齢化が進めばすすむほど，
狭域的な生活圏（コンパクト・シティや農山村
の小さな拠点）の役割が重要となる．と同時に，
こうした地域の中で新たな創業や住民のネット
ワークが生まれ，市場や技術，消費者とも適合
しながら存立を図っていく方向性もありえる（里
山資本主義，田園回帰など）．
　狭義の経済地理学や地域経済学のレベルにお
いて，こうした企業や市場，消費の動きを的確
にトレースする役割は当然，必要とされるだろ
う．それに自然環境や社会，文化，政治などを
どのように接合していくのかは，地理学だけで
なく，経済学や法学・政治学，社会学，あるい
は思想や文学などのさまざまな領域との協力や
交流を通じて進められていくべきではないだろ
うか．加藤が掘り起こした戦前の福井の「空間論」
は，その嚆矢だったといえるのかもしれない．
　終章では以下のように述べる．

経済学が，その「残効性」さえも使い果たして
いる現在，社会科学研究における窮極の課題を
なす「現状分析」の遂行は，地理学に，とりわ
け「地理学としての経済地理学」にこそ期待さ
れているというのが本書の理解である．「＜狭
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義の経済学＞が立ち止まるところから，地理学
としての経済地理学が始まる」と書き改められ
るべきなのである．（247）

　この地点において，最初に挙げた二つの課題，
つまり経済学の原論から段階論，現状分析へと，
経済学から経済地理学への二つの議論の軸が収
斂させられている．ただし，これを「地理学と
しての経済地理学」といってよいのだろうか．
　「地理学としての経済地理学という言い方で終
わらせるのは，経済地理学の意義を矮小化してい
るものではないか」という異論があるだろう（経
済地理学会大会共通論題シンポジウム，2013，
松橋の発言）．我々もちょっと踏み出しすぎでは
ないのか，という印象を抱く．
　同じようにマッシィも "Geography Matters" と
して経済から政治，ジェンダー，ロカリティま
での「接合」「関係性」を説いていた．これを松
橋（2000）は経済地理学では収まらない「社会
諸関係の地理学」を目指したものとして評価し
ている．地域自体が多元的な社会のシステムで
あり，政治，社会，文化などそれぞれに独自の
空間的なスケールがあるだろう．文化経済学や
地域社会学はその間を埋める試みをしているし，
経済地理学もこうした諸分野との「関係性」の
中で，共同作業を進めていくことが必要である．
刊行予定の「経済地理学の成果と課題　第Ⅷ集」

（2018）では，こうした近隣の分野との交流に
も取り組んでいる．
　加藤自身が，経済政策から開発経済学，さら
には経済地理学へとトラヴァースしてきた経路
を持っていると語っている．経済学や社会科学
の方法論としても，従来の経済地理学の議論よ
りは明らかに視野が大きい．本書には収められ
ていない論稿では，さまざまな理論や思想，学
説史にまで及ぶ幅広い視野を提供してくれてい
る．これらについてもまた，加藤の引き続く研
究のまとめを期待したい．「地理学としての経済
地理学」よりは，「総合的な社会科学としての広
大な視座を備えた経済地理学」の方が相応しい
ように思えるのだがどうだろうか．
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