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阿部 秀明 編著

『地域経済の進化と多様性』

（泉文堂、 2013年、 232頁）

化をもたらす観光と、住民や地域企業など多様な

主体の参画と合意に基づく地域の自立的な取り組

みによる地域振興が結合した概念と定義し、この

展開が地域に魅力ある観光対象を作り出すととも

東京農業大学生物産業学部 笹木 潤 に、地域住民の地域への愛着や活力のある地域社

1 概要

本書は、編著者等執筆メンバーが進めてきた地

域戦略ブロジェクトの研究成果を取りまとめたも

のである。編著者等の研究拠点がある北海道と沖

縄という 「地域」を背景に、観光、情報、地方財

政、地域企業、エネルギーをテーマに、各々の専

門分野から「地域経済の進化と多様性」に関して

幅広く話題が提供されている。

II 構成と内容

本讐は、上梓した背景と各立の概要が示されて

いる序章を含め13の章で構成されている。一つ

の章を一人が担当して執筆しており、独立して読

み進めることができる。以下、第1章から各迂の

内容を紹介したい。

第1章 「経済格差に関する多面的な現状認識と

施策立案に向けた進化的課題（廣瀬牧人） 」は、

地域の経済的な豊かさを把握する方法について、

なかでも経済格差の捉え方を整理している。地域

（県）の経済状況を検討する際、 一人当たり県民

所得など平均的な数値が多用されるが、地域の実

情を把握するには地域間や地域内のバラッキに焦

点を当てることが肝要であることを、ジニ係数や

主成分分析の結果を示して論じている。

第2章「「観光まちづくり」への進化一回顧と

展望一 （東徹）」は、パブル期のリゾート開発に

よる地域振興の問題点を指摘、 「その反省に立っ

た新たな方向」 (p.30)として観光による地域振

興のあり方「観光まちづくり」の展望を述べてい

る。 「観光まちづくり」を、地域の持ち味を活か

し住民生活を尊重しながら地域社会に緩やかな変

会の形成につながると主張しでいる。

第3章「沖縄県観光産業の展開と方向性（鴻池

幸雄）」は、沖縄県の観光資源をより効果的に活

用し観光収入を増加させる手段として、観光客数

の年間を通した平準化と観光客一人当たり消費額

を増大させる対策について検討している。観光客

数の平準化対策については、修学旅行者の確保と

リゾートウエディングの可能性を論じている。 一

人当たりの観光消費額増加対策は、アクティビ

ティ目的の旅行者は一人あたり消費額が高いこと

を指摘し、来訪者の確保だけでなく「支出額の増

加が行われるような施設・設備、環境を整えてい

くこともまた必要」 (p.55) と提案している。

第4:i'!t「持続的な地域観光とコモンプール資源

のあり方についてーエコツーリズム ・グリーン

ツーリズムの展開可能性の視点から．ー （阿部秀

明）」は、 北海道観光を事例に持続可能な観光の

可能性について実証分析を踏まえ検討している。

北海道の自然資源をコモンブール財として捉え、

持続的な観光には 「経済発展のみを求めるだけで

は長期的には観光地の魅力を失ってしまう

（略）、地域の自然環坑に及ぽす環境負荷がどの

程度であるか」 (p.76)も考察すべきであると主

張している。本章では、北海道への観光需要の増

加による環境負荷の程度を土地利用許容量で検証

し、現在の環境負荷は許容範囲内だが将来的には

限界を超える可能性があることを指摘している。

第5章「沖縄県における情報産業の現状と将来

展望（安里肇）」は、沖縄県が進めてきた情報産

業分野における県外企業の誘致について経緯と成

果を概観し、県内の人材輩出 ・人材教育の現状と

課題について考察している。この中で沖縄県では
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初年度離職率が高く職種のミスマッチ問題が課題

であることに着目、誘致企業の定着を促すために

も産学連携による人材育成ブログラムなどにより

情報産業が必要とする人材を一定数輩出しなけれ

ばならないと指摘している。また 「沖縄独自のコ

ンテンツ産業やスマー・トグリッド関連技術をクラ

ウドコンピューティングで結びつけて、観光や情

報産業に活かしていくことが今後の沖縄の発展に

つながる」 (D.104) と主張している。

第6章「沖縄県における観光情報のコンテンツ

化の可能性について（仲村篤）」は、沖縄県読谷

村を事例に、村内観光施設の入り込みは増加して

いるものの、村内の宿泊者数は減少傾向にあるこ

とを示した上で、ユピキタス技術により 「観光資

源と観光施設に連動性を持たせ通過型観光から周

遊型観光へ、さらに体験型観光または滞在型観

光」 (p.119)への転換の可能性と課題について

論じている。2010年から運用されている「読谷

ユビキタスガイド」の実績を考察し、定期的な観

光情報の更新 ・精査、外国人観光客が利用できる

コンテンツ作成、情報を受信するための端末の整

備、 • そして観光情報を発信できる人材育成が必要

であると提言している。

第7章「沖縄県内企業の成長性分析ー商業に属

する企業の分析を中心に一（清村英之）」は、沖

縄県企業（商業）の成長過程を、売上高や付加価

値額の推移から考察し、地域間格差の存在を検討

している。売上高（一事業所及び従業員一人あた

りの売上高、売上高営業費率も含む）の分析で

は、地域間格差が認められると主張している。ま

た、付加価値額（一事業所及び従業員一人あたり

の付加価値額も含む）の分析では、地域全体の付

加価値額には著しい地域間格差が認められるもの

の、一事業所あたりの付加価値額は年々格差が縮

小していること、従業員一人あたりの付加価値額

は格差が存在しないと結論づけている。

第8章「企業におけるコンブライアンス体制の

構築ーマネジメントシステム導入の意義一（田辺

隆司） 」は、既存の研究成果を辿りながら、法令

を遵守した企業活動には、経営者の倫理観の確立

と経営者の倫理観を全社員に浸透させることも含

め不正防止システムの構築が不可欠であると論じ

ている。しかし、現在は企業の法令違反に対する

内部告発者に対する保護制度が整っていない状況

など 「企業倫理の確立が一刻の猶予もないにもか

かわらず、行動力の低さや危機感の希薄さ」

(p.156)が表れていると分析、その改善には

IS014001のPDCAサイクルを企業の法令遵守プ

ログラムに援用することが効果的であると主張し

て具体的な当てはめ方法を示している。

第9章「地方分権と自治体の歳入 ・歳出の動向

（前村昌健）」は、地方分権を推進することで

「自治体が地域のニーズに応じた公共サービスを

供給できることにより、住民の満足を高め、 （中

略）地方に活力が生まれ、これが地域経済の再生

に結びつくのであれば、我が国全体の活力を呼び

起こすことに繋がる」 (p.166)という観点か

ら、自治体の歳入・歳出動向と今後の財政構造に

ついて論じている。特に、少子高齢化、国際化、

情報化が自治体の財政運営に影響を及ぼす要因と

なるとし、地方分権を踏まえ自治体は財政の構造

改革を進め、地域住民のニーズに応じた効率的な

行財政運営に取り組まねばならないと指摘してい

る。

第10章「エネルギー供給の多様化に向けたコ

メ燃料化政策（柳川博） 」は、コメをバイオマス

資源として利用するための現状分析と政策課題を

検討している。従来の国の取り組みは、 「食料と

してのコメとの競合を意識してコメのパイオ燃料

化に消極的であった」 (p.185) と評価した上

で、コメのパイオマス資源利用は、多収呈米の栽

培によっておこなわれるため主食用のコメと競合

しないことを指摘、多様なエネルギー源も確保で

きることから、我が国の食料とエネルギーの安全
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保障に寄与すると主張している。

第11章 「持続可能な低炭素経済への転換に向

けた環境エネルギー政策のあり方一PV施設導入

政策などにおけるドイツと日本の比較を通して一

（佐藤博樹）」は、 ドイツと日本の環境エネル

ギー政策の比較を通して、今後の日本がとるべき

環境エネルギー政策の方向性を論じている。 ドイ

ツの環境エネルギー導入による効果は、 「環境ピ

ジネスを産業として育成しつつ雇用も増加させ、

CO2の排出最削減を実現しながら 1999年以降も

ブラス経済成長を達成」(p.211)したとして、エ

ネルギー転換にとどまらず産業政策や経済成長戦

略としても機能していると評価、我が国でも原子

力発俎への依存を減らす環境エネルギー政策を立

案することが求められると主張している。

第12章「中国のレアアース資源戦略（伊藤昭

男）」は、日常生活で使用する製品およびその製

造に欠かせない素材であるレアアースを安定的に

確保する必要性が高いにも関わらず、 「資源戦略

的観点に立ってレアアース問題の本質や中長期的

な対応を考察した研究は国内外において少ない」

(p,218) という問題意識から、中国におけるレ

アアース資源戦略を考察している。世界のレア

アース需給状況と中国への生産集中の背景を整理

した上で、中国国内のレアアース生産の現状問題

を踏まえ中国政府によるレアアース資源戦略の方

向性と個別目標を解説している。その結果から、

今後日本はレアアース資源戦略を中長期的次元に

おいて構築するべきであると提案している。．

m コメント

「地域」 「創生」 「共生」というキーワードが

注目される今日、地域の発展と進化について多様

な分野から検討を進めることをテーマに掲げる本

書に興味を抱く読者は多いのではないだろうか。

本来であれば、各章ごとにコメントを述べるべき

であるが、ここでは評者が特に指摘したい2点を

述べて脱稿したい。

第ーは、構成に関わる感想である。編者は「各

執箪者間での用語の統一性や本書全体の体系性

等、不十分な点も認めざるを得ない」 (p.6) と

述べている。確かに多数の著者が各々の専門分野

から論じたものを統一的にまとめるのは大事業で

あろう。各章の冒頭で本書のテーマとの関連性を

示すだけでも章の位置づけが読者に伝わり、読者

の本書全体への理解に繋がったのではないだろう

か。特に第8章や第11章は、その内容が「地域の

発展と進化」にどのように関連するのかについて

補足する記述が必要だったと感じた。

第二は、内容に関わる感想である。いくつかの

迂では、論の展開が十分になされていないのでは

ないかと思えるもの、分析方法について補足説明

が必要ではないかと思えた。例えば第7章では、

昭和57年から平成19年の売上高の増減について

言及しているが、 20年以上の長期データに対す

るデフレート方法、平成4年で期間を分けて分析

した理由などが省略されている。丁寧な説明は、

本書を参考に他地域で検証する際に大いに参考に

なる。特に事例分析をもとに論述している章につ

いては、他地域への適用可能性についての記述が

あれば、本術はさらに充実したものとなると感じ

た。一般化・普遍化した結論を提示することはな

かなか難しいが、読者としては、各章で得られた

知見や課題が、地域固有のものか、それとも他地

城も共有できるものか、について関心は高いと思

われる。

しかし、本書を通読して地域の発展と進化につ

いて多様な分野からの論点がわかり、今後解明し

なければならない課題について興味と関心を深め

ることができたことも事実である。特に地域活性

化の研究に興味を持つ人には、研究課題を考える

上で良いヒントが得られるのではないだろうか。
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