
日本国際経済学会第 77 回全国大会 
企画セッション【論文】 

- 1 - 
 

地域経済からみた財・サービス貿易と地域内経済循環の可能性 
－宮崎県における動向分析を中心に－ 

 
 

小山 大介（宮崎大学） 
Email:rigerufu@green.ocn.ne.jp 

 
キーワード：地域経済のグローバル化、財・サービス貿易、地域内経済循環 
 
はじめに 
 全国の都道府県や市町村では、政府が推し進める「地方創生」戦略との関係もあり、財・

サービス（インバウンド）を含む域内資源の輸出促進政策を進めている。これは宮崎県に

おいても例外ではなく、県が中心となって政府の各種の政策パッケージが実行されている。

しかし、その政策を大きく揺るがすニュースが飛び込んできた。2015 年 3 月に就航したば

かりの宮崎空港を発着する国際線、宮崎－香港線が 2018 年 10 月末に運休することになっ

たのである 1)。路線を運行する航空会社は、運休の理由を「経営上の理由」と説明している

が、着陸料や空港使用料などに約 1 億 5,000 万円の補助金を投入して開設した国際線が運

休したことで、県はインバウンド戦略の見直しを迫られている。このように「地域経済」

における国際関係の拡大と域内資源を活用した貿易の促進は、一朝一夕には進まず、多く

の地域では世界経済との関わり方を含めたグローバル化への模索が続けられている。 
 とはいえ、全世界を鳥瞰すると、多国籍企業の海外事業活動、知財・情報、短期資金の

流れや人の往来などは、高度にグローバル化しており、多国籍企業の海外展開を含めた貿

易・投資に関する分野では、GVCs（グローバル・バリュー・チェーン）の議論が活発に行

われている。また、これらの経済活動を支える自由貿易体制や地域経済統合に関する議論

も国内外、推進派・慎重派を問わず議論が活発化している。欧州、アメリカにおける移民

問題に端を発する反グローバル化の動きが勢いを増しているが、経済活動の分野における

国際関係の深化は、第二次世界大戦後、着実に進展してきたと考えられる。 
 そのようななかで、「国境」というハードルが継続的に低下し、世界経済と我々が生活す

る「地域経済」とが直接的に影響し合う、あるいは融合する時代が到着している。それは

「地域経済」の構造をこれまでのものとは異なる「形」へと変容させ、地域内経済循環の

あり方を変えるものに他ならない。本論文の課題は、この「地域経済」の構造変化を少し

でも明らかにし、域内資源の輸出を含めた「地域経済」のグローバル化の実態と可能性、

そして限界を検討することにある。そのため、まず「地域経済」のグローバル化プロセス

                                                   
1)  運休に至った経緯は、航空会社と県との補助金を巡る交渉の折り合いが付かなかったことが

背景となっている。また宮崎－香港線の搭乗率は 70％を超えていたが、路線の収支は赤字であ

った（宮崎日日新聞、2018 年 8 月 4 日付、朝刊）。 
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について検討したのち、宮崎県を事例として財・サービス貿易の実態を分析し、最後に「地

域経済」の能動的なグローバル化の可能性、限界、課題について検討したい。 
 
1、「地域経済」のグローバル化プロセス 
（1）「地域経済」の範囲と定義 
 「地域経済」、「地域」という言葉は、多くの論文や白書・報告書、行政文書等で多用さ

れているが、その領域や定義は曖昧である。北米や欧州、東アジアをひとくくりとして「地

域」と表現することもあるが、国内の行政単位を超えた経済圏域を「地域」と呼ぶ場合や、

単に基礎自治体、集落をそう呼ぶこともある。多国籍企業研究や国際経済研究においての

「地域」とは、北米や欧州、アジアであることが多いだろう。世界経済は 1990 年代以降、

グローバル化とリージョナル化がともに進展し、経済の一体化が進んだ。この場合の「地

域」とリージョナル化は、「近隣の国・地域間あるいは北米、東南アジアといった地域内に

おいて貿易や投資などの経済活動が拡大し、相互依存関係が深まること」と定義できる

（UNCTAD 2007）。しかし、「地域」とはそのような広い領域のみを指すだけなく、「町村

や集落レベルから地域規模レベルに至るまでいくつかの階層を積み重ねた重層的な構造を

持つ人間社会の空間的な広がり」や「階層ごとに独自の運動法則が働いている」空間とも

考えることができる（岡田 2005）。また、グローバルな政治空間には、グローバル、リー

ジョナル、ナショナル、ローカルというように階層化された政治的多層空間が存在してお

り、各階層間の動きが瞬時に影響し合う構造が形成されている（ヘルド 2006）。 
 本論文で想定している「地域」とは、北米、欧州といった広域的で国境横断型の領域、

あるいはグローバル経済と近接する空間を指すのではなく、より狭い領域、あるいは我々

が日々の生活を営んでいる経済活動の「場」を指す。このような「地域」を本源的な意味

で定義するのであれば、「人間生活の場」、生活領域 2)ということになり、これらが積み重な

ることによって一国経済、世界経済が成立している（岡田 2005）。とはいえ、このような

「地域経済」における財・サービス貿易の実態を明らかにする時、「地域」を「人間生活の

場」と定義するのでは分析に限界が生じる。各種統計資料、政策動向からのアプローチを

行うためにも、「地域」を県・基礎自治体単位、周辺自治体を含めた経済圏と定義したい。 
 ところで「地域経済」を日本国内のものとして議論する時、「中央」と「地方」との関係

が必然的に登場することになる。「中央」とは国の省庁や多国籍企業の本社、外資系企業の

日本法人が集中する東京のことであり、厳密には東京以外の領域は、すべて「地方」とい

うことになるがここにも階層性が存在している。「中央」である東京を頂点として、大阪、

名古屋、仙台、札幌、広島、福岡などの中核拠点が経済的・政治的にも「中央」と隣接し、

さらにその周辺部としての「地方」が広がっている。本論文では宮崎県を事例として分析

を進めるが、ここで想定される「地域」は、経済的にはグローバル経済、さらにナショナ

                                                   
2)  「人間生活の場」、「生活領域」は、概ね人口 1 万人、都市部における小学校区単位であると

考えられる。 
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ル経済の下部にあり、大企業を中心とした GVCs の末端に位置する存在であり、政治的に

は「中央」に対して「地方」に位置し、貿易・投資の自由化などに関する国際的な合意が

国内制度の変容として現れる最終到達的であると考えられる。 
 
（2）「地域経済」におけるグローバル化の影響 
 ここでは「グローバル化」とはどのようなものなのか確認したい。いまやあらゆる場面

で「枕言葉」のように使われているグローバル化だが、グローバル化（Globalization）と

いう用語が認知され、使われはじめたのは、1980 年代末から 1990 年代であり、それまで

は「国際化（Internationalization）」という言葉が頻繁に用いられてきた。例えば、1985
（昭和 60）年の『通商白書』においては、日本企業の海外展開や円の国際化、日米貿易摩

擦が主要論点となっており、「国際化」という表現が中心的に用いられ、グローバル化とい

う用語は使われていない（経済産業省 1985）。グローバル化は、1990 年代以降に進んだ事

象であると考えることができる。その定義も多様で多くの論争が存在しているが、国際機

関である欧州諸共同体（European Communities）における 1997 年の定義付けが的を射て

いると考えられる。それによると「グローバル化とは財とサービスの貿易や投資活動の、

また技術移転のダイナミックな動きによって、違った国々の市場と生産が相互依存性を深

める過程であると定義できる。これは新しい現象ではなく、かなりの期間にわたる発展が

続くなかで起こったことである」（European Communities 1997）と定義されている。第

二次世界大戦後の貿易・投資の世界的拡大プロセスがこれにあたるとされている。 
 多国籍企業や世界経済の視点から「グローバル化」を捉えると、先進国間の相互投資か

ら新興国・発展途上国への領域的な拡大、企業内貿易や生産・販売ネットワークの拡大と

世界的な波及などの事象として分析することでき、それを GATT、WTO などの国際協調体

制が後押ししたと考えることができる。また、「グローバル化」と ICT 革命が進展したこと

により、「第 2 のアウバウンドリング」が進み製造業では、オフショア化とともに製造セク

ターが先進国から新興国や発展途上国・地域へと移転しているとされている（Baldwin and 
Evenett 2015）。また、この動向は「モノ」の貿易だけでなく「ノウハウ」の貿易を促進し、

「ニュー・グローバリゼーション」によって比較優位は無国籍化したとされている（ボー

ルドウィン 2018）。つまり、グローバル化とは各国・地域の距離を縮め、経済活動におけ

る相互依存性を高めるとともに、各国経済を世界経済へと融合するプロセスであると考え

ることができる。だがそこには階層性が存在している。 
 地域経済論の視点では、経済のグローバル化プロセスは、「住民の生活領域としての地域」

と「資本の活動領域としての地域」との間の乖離として分析される（岡田 2005）。つまり、

「住民の生活領域としての地域」は、これまでと同様に地域を軸として存在しているのに

対して、多国籍企業の登場や外資系企業の参入によるグローバル化の進展によって、経済

活動は、国という枠を超え、全世界へと広がり対立関係を生んでいるということである。

結果として、地域経済が国内の他の地域だけではなく、世界各国の地域と経済関係を密に
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することによって、地域経済が世界経済の政治的・経済的な情勢変化に大きく左右される

ようになり、住民の生活や中小企業の経営基盤を大きく揺るがすことになる。また、政治

的には多国籍企業による政策要望、グローバル化の推進、自由化や規制緩和が最優先され、

住民生活や地域の持続的発展が脅かされている（小山 2016）3)。 
では「地域経済」のグローバル化とはどのようなプロセスで進んだのであろうか。地域

経済のグローバル化は、経済的な動向と政治的な動向の相互作用によって進み、しかも第

二次世界大戦後の貿易・投資の自由化、多国籍企業活動の活発化と連動して進んだ。そし

て 1990 年代以降、急速にグローバル経済へと包摂されようとしている。 
図 1 を参考に経済面から地域経済のグローバル化プロセスを見ると、世界経済情勢の変

化や IT 革命の進展が大きく作用しているだけでなく、国内大手企業の工場立地や撤退など

が地域経済のグローバル化を促進している。また、近年では数は少ないながらも地元企業

の輸出・海外進出や外資系企業の進出などもグローバル経済化を進める要素となっている。

この出発点をなしているのは、世界経済情勢の変化では 1971 年のニクソン・ショックや

1974 年の第一次石油危機であり、国内大手企業の工場立地や産業構造の転換という視点で

は、1985 年のプラザ合意や 1986 年の前川リポートが転換点となっている。 
政治面では、日米通商摩擦による輸出自主規制や日米繊維協定の締結が、直接的に地域

経済の産業構造の転換を促し、1995 年の WTO 発足や GPA（政府調達協定）は、公共調達

制度の変更やサービス分野の規制緩和として直接的な影響を与えている（岡田監修、小山

                                                   
3)  ボールドウィンは、グローバル化以前の世界を「生産」と「消費」が同一地域内で行われて

いた経済と想定しており、産業革命や IT 革命によって輸送コストや通信コストが低下すること

で、貿易が促進されてとしている（ボールドウィン 2018 年、22 ページ）。 

出所：著者作成。

図1 国内地域経済におけるグローバル化の過程

景気変動等の外部経済環境変化、IT革命

国内大手企業の工場・支店の立地、進出

撤退や再編などの事業見直し

地元企業による輸出・海外展開

外資系企業の進出・工場立地

海外航空路線の新規就航と撤退

経済面

通商摩擦と二国間協議（日米摩擦）

多角的通商交渉やWTO協定

TPP等自由貿易協定の締結

グローバル化に伴う国内制度の変化

政府による行財政改革

政権交代等による政策転換

政治面
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編著 2013）。これら長期的な変化によって地域経済の構造そのものが変容するとともに、

グローバル経済への融合が進むことになったのである。 
 結果として国内の周辺部に位置する地域では、人口減少や中小企業の廃業が進み、地域

経済の活力は失われつつある。政府主導による「地方創生」や輸出・インバウンドの促進

は、そのような地域経済の再活性化に向けた取り組みであるといえる。 
 
2、宮崎県における財・サービス貿易動向 
（1）宮崎県内における地域経済関係 
 本節では、宮崎県とグローバル経済とがどのように繋がっているのか貿易動向を中心に

分析するが、その前に宮崎県各地の経済的特徴、地域間関係について検討したい。 
 宮崎県は南北に長く、西側には山間部および中山間地域、東側には平野部の農業生産地

域が広がっており、海と繋がっている。大分県、熊本県、鹿児島県と県境が接しており、

特に南部の鹿児島県との関係が深い 4)。だが、県庁所在地である宮崎市から隣接 3 県の県庁

所在地へと行くためには、高速道路を利用しても約 2 時間を要する。また鉄道の本数は少

なく不便であるため、長距離移動には高速バスや航空路線が利用されている。 
 このような地理的特徴を有する宮崎県だが、県内人口は宮崎経済圏、延岡・日向経済圏、

都城経済圏に分散し、それぞれが独自の域内経済を形成している（小山 2018）。まず、人

口 50万人の経済圏を形成している宮崎経済圏では、県庁所在地の宮崎市を中心として商業、

サービス業を中心とした経済が形成されている（図 2）。また、隣接の宮崎空港へのアクセ

スも良好であり 5)、羽田空港へは空路で 2 時間以内の所要時間となっている。宮崎市周辺部

には工業団地が造成され、国内大手製造企業を中心とした分工場が立地するようになって

おり、市内中心部にはコールセンター等も立地しているだけでなく、農業生産が盛んな地

域となっている。宮崎市は重要港湾である宮崎港 6）を要しているが、南部の一級河川から

の土砂の流入が激しく大型船が入港することができない。そのため現在のところ、宮崎カ

ーフェリーによる宮崎港と神戸港を結ぶ国内線フェリーが主力航路となっている。宮崎空

港には、羽田便、伊丹便、福岡便を中心とした国内線とともに、国際線が就航し韓国、台

湾、香港への路線が開設されており、同空港からの輸出も行われている 7)。宮崎経済圏は、

                                                   
4)  宮崎県は 1876 年から 1883 年の間、鹿児島県と合併され、宮崎支庁が置かれていた。また、

宮崎県都城市は廃藩置県以前には薩摩藩に属していたため、鹿児島県との深い経済関係を有して

いる。 
5)  宮崎空港へは JR 九州の宮崎空港線が乗り入れており、旭化成の支社が立地する延岡市から

約 1 時間で空港へと到着できるようになっている。 
6） 重要港湾とは、1950 年に制定された港湾法によって「国際海上輸送網又は国内海上輸送網の

拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるもの」とされている。

宮崎港は 1973 年に重要港湾の指定を受けている。 
7)  宮崎空港を発着する国際線は、ソウル（仁川）間が週 6 往復、台北間が週 3 往復、香港行が

週 2 往復（2018 年 10 月に運休予定）である。また、門司税関資料によると、宮崎空港からの

輸出額は、2016 年実績で 19 億 9,900 万円となっている。 
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空路等を通じて東京、大阪、福岡などの大都市圏や東アジア各地域と結合しており、製造

業というよりも、商業・サービス業、観光業が発展しており、その周辺部には農業地域が

広がっている。 
次に北部の延岡・日向経済圏を見ると、人口 20 万人の経済圏が形成されている。県北部

に位置していることから、熊本県との関係も深く、熊本空港へのアクセスも可能となって

いる。また、東九州自動車道によって大分県や福岡県（北九州市）へのアクセスも良好で

ある。延岡・日向経済圏の大きな特徴は、延岡市内に点在する旭化成の工場群によって形

成された企業城下町であるという点である。延岡市は当初、半農半漁の農村地帯であった

が、1923 年に日本窒素肥料株式会社の延岡工場が設立されたことで、企業城下町としての

道を歩むことになった 8)。また隣接の日向市には、重要港湾である細島港があり、国内・国

際航路が開設されていることから、工場誘致が進むことになる。そのため、延岡市・日向

市には、旭化成グループをはじめ東ソー日向、第一精糖、東郷メディキット、旭有機材な

どの工場が建ち並んでいる。統計からもこの経済構造を如実に読み取ることができる。「平

成 26 年経済センサス 活動調査」によると、延岡市の製造業売上高は、2,947 億 8,100 万円

であったが、そのうち 2,416 億 6,500 万円は支所・支社・支店によるものであった 9)。結果

として県内では、グローバル経済と最も直結した地域となっており、世界経済情勢や外国

為替相場の変動、立地企業の業績等に大きく左右される経済構造となっている。いわば、

GVCsの末端に位置する地域であるといえる。 
 最後の都城経済圏は、南九州の中核地域としての役割を持ち、人口 20 万人の経済圏が形

成されている。また都城市から見て東部の日南市・油津港、南部の鹿児島県志布志市・志

布志港との経済的連携の強い地域となっている。この地域は、農畜産業を中心として発展

し、食品加工業との連関が強く、霧島酒造、ハンズマンなどの中核企業を有している。経

済構造としては、宮崎経済圏、延岡・日向経済圏と比べ域内循環的な経済であり地元中小

企業の役割が強い地域でもある。だが、近年の工業団地の造成によって企業誘致が加速し

ており、住友ゴムなどの製造拠点や物流拠点が立地していることから、分工場経済の色彩

も強まりつつある。都城経済圏の強みは、農畜産業であり、特に和牛（宮崎牛）生産が盛

んな地域となっており、農産物の輸出促進への期待が高まっている地域といえる。 
 このように宮崎県は、主として 3 つの経済圏が相互に結び付きながら地域経済を形成し、

グローバル経済や GVCs、多国籍企業のネットワークとの結節度合いには、地域的な違いが

存在している。宮崎経済圏では東京など大都市圏を介して、あるいは宮崎空港を発着する

国際線を介してグローバル経済と繋がり、延岡・日向経済圏では、分工場経済や企業城下

町として直接的にグローバル経済と融合している。都城経済圏はこれまでグローバル経済

との関係性が比較的希薄であったが、農産物輸出振興や企業誘致の促進等の動きによって、

                                                   
8)  延岡が発祥の地である旭化成の本社は、東京都にあることから延岡市は、企業城下町であり

ながら分工場経済の色彩が強い地域となっている。 
9)  支所・支社・支店による売上のうち、域内企業の支所・支社・支店によるものは、2 億 9,700
万円であり、ほとんどが域外企業によってもたらされたものであった。 
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世界経済との関連性を深めているといえる。 
 
（2）県内企業の貿易動向 
 本項では宮崎県内企業の貿易動向について検討するが、その前に統計上の課題について

説明する必要がある。財務省から毎年発表される貿易統計は、各税関統計を集約すること

で集計される。だが宮崎県は、重要港湾、空港ともに門司税関の管轄となっており、税関

単位での統計では、県内企業の貿易動向を把握するにも限界がある。そのため、ここでは

宮崎県商工観光労働部が毎年行っている「貿易企業実態調査」を参考に議論を展開したい 10)。

この資料は、県内企業を対象としたアンケート調査であり、例えば 2016（平成 28）年の貿

易実績に関する調査ではアンケート対象企業 1,306 社のうち 679 社（回答率 51.9％）から

の回答を得ている。そのうち貿易実績のある企業は、238 社であり、貿易額の重複について

は調整がなされている（宮崎県商工観光労働部 2018）。この調査によると貿易実績のあっ

た企業 238 社のうち、「輸出のみを行っている企業」は 123 社、「輸入のみを行っている企

業」は 65 社、「輸出入とも行っている企業」は 50 社となっている。 
 この調査によると宮崎県内企業の貿易は、1993 年以降増加傾向が続いているものの、リ

ーマン・ショックによって一度大きく後退し、2016（平成 28）年ではリーマン・ショック

以前の水準を回復しつつある。輸出額が大きく減少している時期を見ると、1994 年の超円

高期、2009 年の世界同時不況期、そして 2011 年における口蹄疫および東日本大震災発生

                                                   
10)  平成 26 年データによると細島港および油津港での貿易は、その多くが輸入であり、しかも

原材料輸入が中心となっている。細島港では主として金属鉱、石炭を輸入し、油津港では木材チ

ップが輸入されている。当該地域に立地している大規模工場の影響を色濃く示す結果となってお

り、細島港では東ソー日向、油津港では王子製紙日南工場がこれにあたる。 
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時となっている。2016 年の貿易額は、輸出で 1,567 億 7,800 万円、輸入で 969 億 6,200 万

円となっており、県内企業の貿易収支は黒字となっている。貿易形態については、輸出で

は「直接行っている企業」が 39.1％、「親会社を通じた輸出」が 9.8％、「商社を通じた輸出」

が 51.1％となっており、輸入では「直接行っている企業」が 43.1％、「親会社を通じての輸

入」が 9.9％、「商社を通じての輸入」が 50.0％となっている。輸出・輸入ともに商社を介

した貿易が半数を占める状況にある。 
 貿易に利用されている港湾・空港を見ると、輸入では原材料調達の比重が比較的大きい

ことから、宮崎県内の細島港、油津港、九州管内の門司港、関門海峡を挟んだ下関港から

の輸入が多くなっているが、輸出についてはより多様な港湾が利用されており、細島港の

みならず、名古屋港、門司港、東京港、神戸港などの港湾の利用が多くなっているだけで

なく、宮崎空港、福岡空港、関西国際空港、成田空港からも輸出が行われている。名古屋

港からの輸出がある点を考えると、自動車産業における GVCs の一端を宮崎県内企業が担

っていることを物語っている。 
 次に貿易品目を見ると、輸入においては「原材料」や「鉱物性燃料」が一定の割合を示

しているものの、工業製品については同一産業内において貿易が展開されている。特に、「化

2004年 2016年 2004年 2016年
総額 128,285,796 156,777,835 100.0% 100.0%
食料品及び飲料 180,971 4,325,489 0.1% 2.8%
原材料 333,332 1,424,934 0.3% 0.9%
鉱物性燃料 58,099 6,317 0.0% 0.0%
化学製品 20,672,376 38,935,172 16.1% 24.8%
ゴム製品 15,583,287 827,603 12.1% 0.5%
木製品及びコルク製品 0 97,996 0.0% 0.1%
紙類及び同製品 1,088,213 1,938,042 0.8% 1.2%
繊維製品 12,312,473 28,139,698 9.6% 17.9%
非金属鉱物製品 46,510 186,421 0.0% 0.1%
金属及び同製品 1,390,638 3,449,440 1.1% 2.2%
機械器具 76,295,676 76,463,099 59.5% 48.8%
雑製品 324,221 455,824 0.3% 0.3%
特殊取扱品 0 527,800 0.0% 0.3%

2004年 2016年 2004年 2016年
総額 81,212,077 96,962,400 100.0% 100.0%
食料品及び飲料 9,774,115 5,171,404 12.0% 5.3%
原材料 13,111,419 14,934,261 16.1% 15.4%
鉱物性燃料 2,685,341 6,771,413 3.3% 7.0%
動物性油脂 38,782 0 0.0% 0.0%
化学製品 7,617,899 14,890,822 9.4% 15.4%
ゴム製品 216,094 224,260 0.3% 0.2%
木製品及びコルク製品 8,913,082 8,215,677 11.0% 8.5%
紙類及び同製品 3,013 10,934 0.0% 0.0%
繊維製品 570,022 93,472 0.7% 0.1%
非金属鉱物製品 785,348 2,375,337 1.0% 2.4%
金属及び同製品 1,469,511 990,414 1.8% 1.0%
機械器具 23,347,880 37,822,376 28.7% 39.0%
雑製品 12,679,571 3,198,500 15.6% 3.3%
特殊取扱品 72,880 2,263,530 0.1% 2.3%
出所：宮崎県『貿易企業実態調査』平成20年、平成28年より作成。

第1表 宮崎県内企業における貿易の動向（単位：千円、％）
輸出（金額） 輸出（構成比）

輸入（金額） 輸入（構成比）
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学製品」や「機械器具」についての貿易は、一方通行ではなく相互貿易が行われている。

2004 年と 2016 年を比較すると輸出では、「食料品及び飲料」が約 24 倍に拡大しており、

宮崎県産の農産物およびその加工品の輸出額が増大しているものと考えられる。 
貿易相手国・地域については、2016 年データでは、輸出でアジアが 67.2％、ヨーロッパ

が 16.9％、北米が 12.9％であった。輸出は主としてアジア向けに行われており、中国が全

輸出額の 24.8％、韓国が 9.4％、台湾が 8.7％を占める。北米はそのほとんどがアメリカ向

けとなっている。輸入については、アジアからが全体の 48.3％を占め、次いでオセアニア

が 20.6％、そして北米（12.0％）の順となっている。アジアからの輸入では、中国、タイ、

韓国、台湾が、オセアニアではオーストラリア、ニュージーランドが主たる貿易相手国と

なっているが、オセアニアからは「食料品及び飲料」、「原材料」、「鉱物性燃料」、「木製品

及びコルク製品」が多くを占める。アジアからについては、「機械器具」が半数以上を占め

ており、「木製品及びコルク製品」、「化学製品」など工業製品の輸入が多く見られる。この

ことから、宮崎県内企業はアジア地域との経済関係を深めており、工業製品を中心とした

東アジアの分業体制の一角を担っている。なお、輸出額が急増している「食料品及び飲料」

については、県内企業の貿易収支は 2016 年で 8 億 4,592 万円の赤字となっている。 
 
（3）インバウンドの状況 
 次にインバウンドの状況について見てみたい。『観光白書 平成 30 年度版』によると訪日

外国人旅行者数は、2016 年に 2,404 万人に達し、2017 年においても 2,869 万人と過去最高

を更新している（国土交通省 2018）。宮崎県内においても外国人旅行者は着実に増加して

いるものの、全体の観光客数から比べると、その数は未だ少数に留まっている。図 4 は県

内外国人宿泊客数の推移を示したデータであるが、これによると訪日外国人観光客の県内

での宿泊数は、2016 年には 18 万 9,386 泊に達している。2011 年には県内で発生した口蹄
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疫の影響もあり、大幅な減少となったが、その後は順調に増加しているといえる。とはい

え、県外観光客の宿泊数が 200 万回泊を超えており、訪日外国人観光客による宿泊数は、

全宿泊数の 4.6％に留まっている 11)。国籍・地域別では、韓国、香港、台湾の 3 地域で 80.3％
を占め、さらに中国、アメリカ、シンガポール、タイからの観光客がこれに続いている。 
 この訪日外国人観光客の動向は、宮崎空港を発着する国際線の就航航路や本数と深く関

連しており、1999 年の国際線ターミナル完成以降、利用者数が増加し、2015 年の香港便就

航とともに観光客が急増することになっている。このほか、福岡空港や熊本空港、鹿児島

空港から入出国を行う九州周遊ツアーによる宿泊も多く存在すると考えられる。また、県

内宿泊客においては、宮崎県観光推進課によって観光消費額の推計も行われている。それ

によると 2016 年の外国人宿泊客による観光消費額 12)は、70 億 5,100 万円に達し、宿泊客

全体の 9.5％を占めており（宮崎県観光推進課 2018）、そのうち、日本国内における非居住

者へのサービスの提供については、サービス輸出として取り扱われることになる 13)。 
 このように宮崎県内における財・サービス貿易動向を分析すると、以前から存在する原

材料輸入からの加工貿易、製造業におけるアジア、北米を中心とした GVCs への包摂過程

が存在するとともに、農産物・食料品輸出やインバウンドという新しい関係が生まれてい

ることが分かる。そこで、次節では、地元資源を発掘し輸出促進を地元企業が中心となっ

て展開する取り組みに着目し、その可能性と課題を探ってみたい。 

                                                   
11)  訪日外国人観光客による日帰りによる観光については、観光地点、行祭事・イベントにおけ

るサンプル数が少ないため産出ができてない。 
12) 観光消費額は、宿泊費、飲食費、交通費、娯楽等サービス費、買物代等が含まれている。 
13) サービス貿易の第 2 モード（海外における消費）と第 3 モード（業務上の拠点を通じたサー

ビスの提供）がこれに該当すると考えられる。 
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3、地域資源を活用したグローバル展開と地域経済循環拡大への課題 
（1）「地域経済」のグローバル化と「地方創生」 
 ここまで、宮崎県における貿易の実態からグローバル経済との接続状況について検討し

てきた。県内経済は、大手企業の旭化成、王子製紙といった大企業の工場、支店などを介

して貿易を実施することで、GVCs の末端を担い、また国内市場向け製品生産のため、原材

料の輸入を行っている。これは 1980 年代以降の国内経済、国内大手企業による国際化、そ

してグローバル化のなかで、県内経済を部分的にグローバル経済へと組み込む過程であっ

た。そのようななか、近年、地元企業や自治体が主体となって財・サービス輸出に挑戦す

る動きが見られるようになっている。この取り組みは、政府の「地方創生」戦略とも深く

関わっており、政策パッケージのなかで各種施策が実施されている。 
 この「地方創生」のなかでは、東京一極集中の是正、地域資源の発掘、中核企業の育成・

支援による域内ネットワークの拡大が示されており、各省庁では「地方創生」関連の政策

が実施されている（まち・ひと・しごと創生本部 2017）。また、観光振興等については「ク

ールジャパン戦略」とも深く関わっており、農産物・食料品の輸出、訪日外国人観光客の

誘致、観光消費と中心市街地の活性化は、その中心的施策となっているだけでなく、外資

系企業の誘致等も行われている。 
 これら政府の基本戦略をもとに宮崎県では、「みやざきグローバル戦略」を策定し、具体

的な政策の柱を 5 つ設定している。それが①県内生産品の海外への展開促進、②海外から

の誘致促進（観光客および投資）、③経済交流の基盤整備、④グローバル人材の育成・確保、

⑤海外との連携・多様な交流の促進である（宮崎県 2016）。これらの施策により、宮崎県

に海外の成長力を導入し、地域経済の付加価値向上と経済・産業の活性化を図ることが主

目的とされている。だがこれらの政策は、必ずしも地域経済の実情を反映して実施されて

いるとは限らず、県内における農畜産物・食料品輸出についても、政策サイドの動向と地

元企業の動向が異なり、地域内経済循環の促進度合いについても大きな隔たりが存在して

いる。次項では県内における農産物・食料品輸出の動向について分析を試みる。 
 
（2）地元産農畜産物・食品輸出の可能性と限界 
 宮崎県は比較的温暖な気候にも恵まれ、農畜産物の生産が盛んな地域である。畜産品、

果実、茶をはじめとして多様な作物が生産されている 14)。だが、これまで日本国内におけ

る原材料供給地としての役割を担ってきたため、独自の販路開拓やブランド構築が遅かっ

たといえ、県産品の輸出促進についても2000年代半ば以降、本格的に取り組まれはじめた。 
 第 6 図は、県内における農畜水産物輸出の動向を示している。これによると、2006 年に

は 1 億円にも満たなかった輸出額が 2016 年には 34 億 4,900 万円と大幅に増加しているこ

                                                   
14)  例えば、県内飼育される肥育素牛は、全国のブランド牛産地へと販売され、茶はペットボ

トル用飲料の原料として供給されてきた。また、かんしょ（サツマイモ）は、そのほとんどが芋

焼酎の原料として供給されている。 
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とが分かる。そしてこの増加分の多くは、畜産物（牛肉）の輸出で占められている。つま

り、宮崎県の農畜水産物輸出の主力産品は、牛肉ということになり、ブランド牛である「宮

崎牛」を輸出することで数量的にも金額的にも増加してきた。そのため、2011 年の口蹄疫

発生時には、輸出額が大きく減少することになっている。数量的には、かんしょ（サツマ

イモ）の輸出拡大も見られる（第 2 表）。また、貿易相手国・地域では、全体の 68.1％を香

港が占め、次いで台湾、シンガポールの順となっている。中国への牛肉輸出が存在しない

のは、中国政府が BSE 発生国からの牛肉の輸入を禁止しているためである。 
 ではこの貿易の担い手は誰なのであろうか。まず牛肉輸出を金額的あるいは数量的に見

ると、その担い手がほぼ 1 社に絞られる。それは宮崎県経済連や農協、宮崎県等が共同出

資する形で設立されている県内企業によって行われている。この企業は、生産者から農協

を経由して和牛等を加工・全国へと販売する役割を担い、その年商は 2017 年度実績で 559
億円以上に達する。この官民一体となった企業と宮崎県が持つ香港事務所とが連携するこ

とで、販路を拡大し、輸出促進を図ってきたといえる。畜産農家自身による輸出促進への

動きも一部あるものの、道半ばの状態となっている。また、かんしょ（サツマイモ）の輸

出増加については、串間市に本社のある農業法人による海外輸出拡大が大きい。この農業

法人は、それまで南九州において、芋焼酎への加工用として生産されてきたかんしょ（サ

ツマイモ）を食用として加工し、香港へと輸出したことで人気が高まり、それを事業拡大

に繋げている。人口減少が進む宮崎県南部の串間市における農業法人の事業拡大は、地域

の雇用創出や経済の活性化を促している。一方で畜産品輸出については、これまで国内市

場向けに出荷していたものを海外市場へと振り向けることによって成り立っており、宮崎

県内の畜産業が必ずしも活性化しているわけではない。同農業法人による自主的な販路拡

大がより地域内経済循環型だといえる。 
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（2）酒類輸出とブランド力向上への取り組み 
 「地方創生」戦略など政府主導による海外販路拡大戦略とは別に、独自の経営戦略のも

とで海外市場との関係を構築しているのが酒造業である。宮崎県では、近年焼酎生産が拡

大しているが、これは県内大手 2 社の霧島酒造（都城市）、雲海酒造（綾町）の生産拡大に

よるところが大きい。この 2 社は企業規模も大きいことから自社で海外展開を行っており、

海外バイヤーと独自のルートを有している。国の政策による販路開拓では、2015 年に開設

されたジェトロ宮崎事務所による取り組みがある。この取り組みは、県内 7 社の中小規模

の酒蔵がニューヨークで販路開拓のためのプレゼンテーションを行うというものであり、7
社のうち 4 社が現地バイヤーとの契約にこぎ着けている。とはいえ、この取り組みは始ま

ったばかりであり、輸出実績としての成果はこれからとなっている。 
 直接的な輸出は行っていないものの、海外の品評会に出品・受賞することで自社のブラ

ンド力の向上を図っているのが県央の都農町にあるワイナリーである。同ワイナリーは、

都農町の第三セクター事業として 1996 年に設立されたが、イギリスや香港のワイン品評会

に出品し、賞を受けることによって、国内市場での知名度向上や販路拡大を図っている 15)。 
 これらの取り組みを独自の視点でさらに踏み込んで展開し、各国・地域への輸出促進に

よって地域内経済循環の拡大を自社の発展と結び付けているのが、延岡市に本社を置くク

ラフトビールメーカーであろう。同社は 1996 年 6 月にクラフトビールを生産するため 16)、

県内企業の一事業部として設立されたが、2010 年 7 月にEBO（Employee Buy-Out）によ

って独立した企業として現在に至っている。同社は地ビールの生産に特化しているが、販

路開拓に積極的に取り組み国内では、東京が最大の市場となっている。また、海外展開へ

の取り組みも進めており、台湾、香港、アメリカ、欧州への輸出を実現している。同社が

独創的なのは、商社などの既存の販売ルートを活用することなく、自社独自に海外バイヤ

                                                   
15)  都農町の同ワイナリーは、2016 年に飲食店大手のエー・ピーカンパニーの出資を受け、組

織改編され、株式会社となっている。 
16)  1994 年の酒税法改正により、ビールの製造免許申請に必要となる最低生産量がそれまでの

2,000 キロリットルから 60 キロリットルに引き下げられ、地ビールの生産が可能となった。 

数量 金額 数量 金額
農産物 912.3 351.0 東アジア 1,948.0 2,171.7
　かんしょ 846.6 245.7 　香港 1,275.8 1,478.9
　花き（千本） 590.9 29.2 　シンガポール 113.0 297.5
　茶 33.0 59.1 　台湾 302.0 218.9
　その他 32.7 17.0 　その他 257.2 176.5
畜産物 680.9 2,623.4 東アジア以外 227.9 1,277.4
　牛肉 280.1 2,520.8 　アメリカ 117.0 973.6
　その他 400.8 102.6 　EU 87.8 237.1
水産物 582.7 474.7 　その他 23.2 66.7
合計 2,175.9 3,449.1 合計 2,175.9 3,449.1
出所：宮崎県農業連携推進課ヒアリング資料より作成。

平成28年（品目） 平成28年（国・地域）
第2表 宮崎県における農畜水産物の輸出品目と相手国・地域（単位：トン、千本、百万円）
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ーとの契約を行っている点であり、海外輸出向けビールの開発と製造を行うだけでなく、

台湾では独自にクラフトビールの普及活動を展開している。また、海外品評会へも積極的

に出品し、各種賞を受けることによってブランド力の向上にも努めている。この戦略の背

景には、「値引きをしても海外市場では競争に勝てない」であれば「富裕層にしか商品を提

供しない」との確固たる方針が存在している。 
 さらに同社の独自性を特徴づけているのは、地域内経済循環への取り組みである。それ

は、まず県内産品を利用したビールの製造から開始され、現在では自社開発した酵母にく

わえ、地元農家との協力によるホップの自社生産を実現している。数量はまだ少ないなが

らもビールの原料となる大麦を地域の契約農家とともに生産する取り組みも進められてお

り、100％県内産地ビール製造への取り組みが続けられている。これだけに留まらず、ビー

ル製造設備の域内調達にも挑戦し、製造したビールを貯蔵するタンクを延岡市の鉄工業者

と協力し製造することにも成功している。延岡市という地域内で同社が中心となって、域

内での投資が新たな投資を生むという地域内再投資 16)が実現している好例といえよう。ま

た、本社工場での地ビールに関するフェスタの開催や、地元酒蔵 3 社との連携による販路

拡大への取り組みなど、地域経済の再活性化へも積極的である。これらの取り組みは、事

業規模や地域への波及効果としては、まだ大きく発展しているわけではないが、地元の事

業主体を中心とした、地域内の生産者や地元企業間での域内ネットワークが形成されつつ

あり、グローバル時代における地域経済の再活性化や地域内経済循環の拡大に向けた可能

性を示している。 
 
（3）県主導による訪日外国人観光客の受け入れ 
 これに対して、国・県主導によって推進されているのが訪日外国人観光客の誘致、いわ

ゆるインバウンドの促進である。インバウンドの拡大については、本稿冒頭でも取り上げ

たように国際線の誘致、路線の維持に補助金が投入され、港湾改修などの大型公共事業に

よって大型客船の入港を進める施策が実施されている。くわえて、スポーツの国際大会や

国際学会に誘致にも積極的に取り組まれている。 
 大型クルーズ船の誘致は、貨物船の入港が伸び悩むなかで港湾施設の活用を進める取り

組みとして、特に注力されている。中国や台湾向けのクルーズ企画を行うことによって、

2017 年には、県全体で 40 回（外国船 30 回、国内船 10 回）の入港が実現している 17)。ク

ルーズ船を積極的に誘致する理由は、その集客力と消費額にある。2017 年のクルーズ船の

入港では、約 9 万 4,000 人の観光客が訪れ、寄港地では観光客が一度に観光バス 20～30 台

                                                   
16)  地域内再投資とは、地域内において繰り返し再投資が発生し、拡大再生産が行われること

を指す（岡田 2005）。 
17)  県内の重要港湾のうち、細島港については 7 万トンまでの客船が入港可能であり、油津港

については改修工事によって 22 万トンの大型客船が入港することができる。だが、宮崎港につ

いては、隣接する大淀川からの土砂の流入が激しいため 3 万トン以下の船舶しか入港すること

ができない。 
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に分乗してオプショナルツアー等に参加する。県の試算では、1 人当たりの消費額は 2 万円

程度あり、16 万トン級の客船が入港すると、一度に 6,000 万円の域内消費が発生するとさ

れているからである。さらに商店街での消費を促すため、シャトルバスや周遊バスを用意

することもある。 
 とはいえ、免税商品の購入については、大型ショッピングモールやドラッグストアなど

を利用することが多く、商店街の全ての事業者に経済効果があるわけではない。また、訪

日外国人観光客の観光スタイルは、ツアー型から周遊型・体験型へと変化しつつあり、い

わゆる「爆買い」と呼ばれる現象は下火になりつつある。くわえて地元企業への負担も大

きい。16 万トン級のクルーズ船等が入港する場合、その都度地元自治体がレセプションを

催す必要があり、その際一度に大量の観光バス需要が発生することから、地元企業は近隣

の事業者からも観光バスをかき集める必要にも迫られ、日常業務に影響を及ぼすこともし

ばしばである。今後は、体験型の観光を促進するとともに、東アジア地域に集中している

観光客の多様化を進めると同時に、個人による訪日やリポーターを増やしていくことが必

要である。また政府によるインバウンドの拡大政策は、地域間・自治体間競争をさらに助

長するとも考えられ、訪日外国人観光客の受け入れ拡大における宿泊事業者の姿勢も一枚

岩ではないことから、さらなるインバウンドの促進にはすでに限界も見え隠れしている。 
 
おわりに：地域経済のグローバル化と域内循環拡大への課題 
 ここまで宮崎県を事例として、地域経済のグローバル化を「貿易」という視点から分析

してきた。1980 年代以降の国内経済や企業の国際化、グローバル化の進展によって、地域

経済はグローバル経済へと包摂されつつあり、その影響を直接的に受けるようになってい

る。本論の分析では、地域経済における貿易ルートは、主に 3 ルート存在し、まず国内大

手企業の分工場を介して行われている。このルートに地元企業が部品を供給することで貿

易構造に奥行きが生まれ、GVCs の一端を担うようになっている。国際貨物航路において宮

崎県は、東アジアにおけるネットワーク網の末端に位置し、中国や台湾、韓国と接続し、

国内物流網から欧米各国へも繋がっている。第 2 のルートは域内産品の輸出であり、国・

自治体が音頭を取り行われる場合もあれば、地元企業が主体となって実施しているケース

も存在した。第 3 のルートは、インバウンドであり、政府が進める「地方創生」や訪日外

国人観光客の誘致とも深く関わり、地域内における観光消費の一部はサービス輸出として

計上される。 
 しかし、地域内再投資や域内循環の拡大という視点では、本社との関係が中心となる分

工場・支店による貿易では、地域への経済的な波及効果に限界があるだけでなく、世界経

済情勢の変化にともなう事業再編や撤退の可能性すら存在する。これまで地域経済では、

大規模工場を誘致しながら、企業の海外進出と国内工場の再編によって産業の空洞化が進

んだことを考えると企業誘致による経済振興は、必ずしも持続的かつ域内循環型であると

はいえない。さらに、企業誘致の結果として生じる進出企業との人材獲得競争によって、
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地域の中小企業の雇用環境が激変し、事業拡大はおろか事業継続にも支障をきたすことす

らある 18)。また政府が重点的に予算を配分して行われる「地方創生」による観光振興や輸

出促進についても、地域経済に過度な負担を強いることになりかねず、予算措置の終了と

ともに事業が自然消滅してしまうことも十分に考えられる。 
 農産物・食料品輸出の促進についても、これによって県内の農業従事者や農業生産額が

増加しているわけではなく、これまで国内市場向けに供給していた産品を海外市場へと振

り向けることで成り立っており、2017 年実績において、日本全体で 6,445 億 1,800 万円の

食料品輸出に対して 7 兆円以上の輸入が行われているだけでなく、県内企業による農産物・

食品貿易においてもその収支は赤字となっている。食糧自給率の向上こそが急務であろう。 
 他方で地域の中小事業者による主体的な事業展開は、地域に存在する農産物、資材、企

業間ネットワーク、人材等の経営資源に根ざしたものであり、輸出拡大によって海外の購

買力を地域経済発展への足掛かりとしているとしても、その経済活動は持続的かつ地域循

環的であり、地域内再投資の起点をなすものである。確かに世界経済の周辺部に位置する

地域経済においても、多国籍企業を含めた GVCs のなかで一定の役割を担っているが、外

部経済環境の変化に翻弄されない地域経済の構築を同時に進めるためにも、地元企業や事

業者の小さな取り組みを支援し、それらの活動を繋ぎ合わせることが必要となっている。 
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