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工業都市（ヨーロッパ、ロシア） 解説・解答
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Ⅰ

ヨーロッパの工業の変化
ヨーロッパでは第二次世界大戦後、高度経

付録

ンダは北海油田の石油を利用し、アムステル

ロシア・インド・中国の４か国）の一員とな

ダムでは機械・造船・化学工業、ロッテルダ

っている。

ム（ユーロポート）は石油化学・造船業。ル

ロシア西部はサンクトペテルブルクの造

クセンブルクは鉄鉱石産地で鉄鋼業が発展。

船・繊維業、ノヴゴロドは化学工業。ムルマ

⑥ スイス

ンスクは不凍港で木材積出港。モスクワは総

アルプスの水力発電を利用して、バーゼル

合工業、ニジニーノヴゴロドは自動車工業。

ス産業。ザール地方のザールブリュッケンは

では化学工業と絹織物工業。ビール、ヌーシ

ヴォルガ・ウラル地方はボルガ川の水運とヴ

フランスのロレーヌ鉄山と結びついて発達し

ャテルは高級腕時計などの精密機械工業。

ォルガ・ウラル油田から得られる石油からの

た鉄鋼都市。ザクセン地方ではライプツィヒ

⑦ スウェーデン

電力で、ヴォルゴグラードは金属工業。マグ

済成長を支えた北フランス・ルール・ロレー

の機械・印刷工業、ドレスデンでは機械工業。

ヌは衰退し、消費地や臨海部に工業の中心が

③ フランス

移動している。イギリス南部からドイツ西部、

2010年度3学期号

パリ都市圏では日用品工業や自動車工業

キルナ、イェリバレは鉄鉱石産地でおもに

ニトゴルスク、ニジニータギル、チェリャビ

輸出用。イェーテボリは特殊鋼による自動車

ンスク、エカテリンブルクでは鉄鋼業、ウフ

（ボルボ社）・造船業。スンツヴァルは森林資

ァでは石油化学工業。シベリア・極東地方の

源を利用した紙・パルプ業、木材加工業。

クズネツク工業地域は、クズネツク炭田、オ

⑧ スペイン

ビ川の水力発電、アバカンの鉄鉱石、チュメ

フランス東部、北イタリアにかけて先端産業

（シトロエン社）・航空機産業。北フランスで

と交通網の発達で経済発展が著しく、その形

は炭田と石油の輸入でダンケルクの鉄鋼・石

から「青いバナナ」とよばれる。

油化学工業。ローヌ川沿いのリヨンは絹織物、

① イギリス

地中海沿岸のマルセイユ、フォスは西アジア

あり鉄鋼業。マドリードは自動車工業。

グズネツクは鉄鋼業、ケメロヴォは石油化学

産業革命の発祥国。首都ロンドンは大消費

や北アフリカからの石油を利用した港湾立地

⑨ 東ヨーロッパの工業

工業。アンガラ・バイカル工業地域はチェレ

地で生活用品などの生産地。バーミンガムは

型の石油化学工業。トゥールーズは航空機産

チェコはボヘミア地方の石炭をもとにガラ

ンホヴォ炭田、エニセイ川・アンガラ川の水

鉄鉱石産地でブラックカントリー（黒郷）と

業（エアバス社）、グルノーブルでは近くの

ス工芸が発達、プルゼニュにはビール業。ス

力発電を利用して、イルクーツクは機械工

いわれた鉄鋼業地域。かつては、ランカシャ

ボーキサイト産地と豊富な電力でアルミニウ

ロバキアではブラチスラバの石油化学工業。

業・紙パルプ業、ブラーツクの紙パルプ業、

ー地方は綿工業地域でマンチェスターが工業

ム工業、ボルドーはブドウ産地でワイン醸造

ポーランドはシロンスク炭田があり、その石

ハバロフスクは製油・木材業、ウラジオスト

都市、リヴァプールが原料の輸入港であった。

業、また、港湾があり石油化学工業。

炭を利用しヴロツワフでは鉄鋼業、ワルシャ

クの造船業・水産加工業。

ヨークシャー地方は毛織物業地域で、リーズ

④ イタリア

ワは自動車工業、グダンスクは造船業。ルー

ウクライナでは、ドネツ炭田、クリヴォイ

バスク地方にあるビルバオはかつて鉄山が

ニの石油を利用。ノヴォシビルスク、ノヴォ

などが工業の中心であった。スコットランド

ミラノ、トリノ、ジェノヴァを結ぶ工業の

マニアのプロエシュティは原油産地で石油化

ログ鉄山、ドニエプル川の水力発電を利用し、

にあるグラスゴー、エディンバラでは人件費

三角地帯が中心で、アルプスの水力とポー川

学工業。ハンガリー西部ではボーキサイト産

ドニエプロペトロフスク、ドニエツク、クリ

が安価などで外国企業が進出して先端産業で

周辺の天然ガスで発達した。北東部から中部

出によるアルミニウム工業。

ヴォイログで鉄鋼業、ハリコフでは農業機械

ある電子工業が盛ん。

で皮革・服飾業（ミラノは絹織物・靴・バッ

② ドイツ

グ・香水）。トリノは自動車・航空機・エレ

ヨーロッパ最大の工業地域を形成。ルール

クトロニクス産業、ジェノヴァは鉄鋼・造船

工業。
Ⅱ

ロシアとその周辺の工業の変化
ソ連の時代はコンビナート方式（鉄山と炭

地方にはルール炭田があり、ルール川の水運

業、ヴェネツィアは化学・アルミニウム工業、

田が結びつき工業都市が成立）であったが、

も利用できるため、重化学工業が発達。エッ

南部のタラントは鉄鋼・石油化学工業。

1991年のソ連邦解体後は民営化され古い設備

セン、ドルトムントは鉄鋼・化学工業、デュ

⑤ ベネルクス３国

が残され、技術革新が遅れている。豊富なエ

ッセルドルフは金属・化学工業、ゾーリンゲ

ベルギーでは北西部のリエージュなどは鉄

ネルギー資源と鉱物資源を利用し、日本や中

ンは刃物の生産地。ライン川の中流にあるフ

鋼・化学工業。首都ブリュッセルは繊維・金

国など外国資本の導入を進めている。ロシア

ランクフルト、マインツは自動車・化学工業、

属工業、フランドル地方のブルッヘ、ヘント

では豊かな石油と天然ガスを輸出して、2000

シュツットガルトは自動車とエレクトロニク

は伝統産業の毛織物業（じゅうたん）。オラ

年以降は経済成長を続けBRICs（ブラジル・

アゼルバイジャンにはバクー油田があり、
バクーは石油化学工業。
ウズベキスタンのタシケントは綿工業・農
業機械工業。
カザフスタンのカラガンダには炭田があり
機械工業。

■ 解答 ■

省略

