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は じ め に

本土復帰後 20年余りを経た沖縄は,現在,経済

の自立化を最 も重要な政策課題の一つとしてい

る1)。 基地経済からの脱却, そして復帰後の財政

依存型の経済あるいは本土資本支配の経済構造か

らの離脱を図るためには,県内外の多様な市場需

要のニーズに対応しつつ,沖縄特有の風土的及び

歴史的条件を踏まえた上で,与えられた生産資源

を最も有効に活用して社会的及び私的便益の最大

化及びその増進拡大を可能とするような開発の方

途を見い出すことが,何よりも必要である。農業

の開発振興も,経済の自立的発展を遂げる上でそ

の基礎をなすとともに, きわめて重要な一翼を担

うものであるといえよう。経済の自立化と並行し

て,拡大の一途をたどりつつある本土との所得格

差を是正することは, もう一つの重要な経済的課

題である。とりわけ全国平均の水準はいうに及ば

ず,県内の他産業部門との比較においても,格差

の大きい農業部門の所得を引き上げかつその格差

是正を図ることは,経済的厚生という観点あるい

は県内産業間の所得均等化という意味において急

務である。いうなれば,経済の自立化と所得の均

等化を進めるにあたって,農業の発展は,そ のた

めの要諦をなすものであるといえよう。

それでは,所得の均等化を伴う自立的発展を遂

げるために,いかなる発展ビジョンを築き, この

ビジョンの下で農業をどのように位置づけ,そ の

開発振興を図っていったらよいのであろうか。本

論文は, こうした実際的な目標を達成するための

論理的な枠組を,現実の動向を踏まえつつ地域開
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発経済論の視点から再構築 しようと試みるもので

ある。

本論文は,次のように構成される。まず,第 1

節では,沖縄経済の基本的課題である経済の自立

的発展の遅れと経済格差の拡大という事実認識を

行い, またその事実の理論的解釈を試みる。第 2

節では,「第 3次沖縄振興開発計画」にみられる開

発振興の基本方向の枠組に沿いながら, 自立的発

展のための外的並びに内的条件を明らかにしつ

つ, 自立的発展に整合的な地域開発モデルを地域

開発経済論の視点から提示する。第 3節では,提

示した開発モデルのより具体化したものを「外向

き地域資源活用型開発モデル」と表現し,そ の性

格と内容並びに開発主体,そのモデル上で期待さ

れる農業の役割と関わり合いについて明らかにす

る。第 4節では,全体を要約するとともに沖縄の

経済開発に対する若千の提言,さ らに今後に残さ

れた課題について付言する。

1.沖縄経済の構造把握

(1)経済の基本構造と主要課題―経済の自立的

発展

沖縄経済の基本構造を最も端的に示す指標は,

県内総生産及び就業者総数に対する第 3次産業の

比率が圧倒的に高いということである。第 3次産

業は,総生産の実に78%を ,ま た就業者総数のほ

ぼ 70%近 くを占めている。この経済構造にみる

第 3次産業の肥大化は,元はと言えば,戦後一貫

して続けられてきた米軍基地需要,そ して復帰後

は財政支出の拡大によって主導された種々の商業

活動,サービス活動の展開によるものである2)。
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軍用地料,米軍人軍属の消費等によって代表され

る基地需要は,基地周辺を中心に様々な卸小売

業,サービス業を族生させ,一方経済水準の本土

並み化を目指した財政支出の拡大は,社会資本・

生産基盤の拡充等公共投資の増大と連動した建設

業の躍進とともに政府サービス業等の活動を勢い

づかせた3)。 とはぃぇ, 県民総生産に対する軍関

係受取額の比率は,今 日では5%程度にしか過ぎ

ず,ま た財政関係純移転額の比率も,依然として

高いとはいうものの年度を追うごとにその比率は

低下 し,現在では20%を若千上回る程度である。

こうして,最近では,基地需要及び財政支出の相

対的重要性は薄れ, これらに代わり,県外から押

し寄せる旺盛な観光需要が,第 3次産業の肥大化

を誘因している。

沖縄県観光振興課の資料によれば,平成 3年の

観光入域客数は,つ いに300万人の大台に達し,

302万人となった。 県外から来る観光客を当て込

んだ宿泊施設, レストラン・土産物店等が, これ

までになく活況を呈していることは,い うまでも

なかろう。この空前のブームを迎えたいわゆる観

光産業は,いまや沖縄経済を牽引するリーディン

グ 0セ クターとしての地位を固めようとしてい

る4)。

このように観光産業を主要な柱として,第 3次

産業は成長発展を遂げているわけであるが,反

面,第 2次産業とりわけ製造業部門は,生産額並

びに就業者数ともに全体のわずか6%余 りを占め

るに過ぎない。加えて, この比率は趨勢として低

下傾向を続けており,過去増勢に転じたことは決

してない。製造業部門における従業員一人当りの

出荷額並びに付加価値額は,全国平均の 6割から

せいぜい7割程度にしか過ぎず, しかも製造業事

業所数及び製造品出荷額のおよそ40%以上を製

糖業等伝統的な食料品部門が担っている。低迷を

続ける製造業にあって,そ の内容 も小規模零細

で,付加価値の低い食料品加工業で占められてい

るのが実情である5)。 また, 農業等の第 1次産業

にしても,就業者数こそ全体の 10%を 占めるも

のの,生産額比率では3%で しかなく,経営基盤

が脆弱であることと資本投下,技術の水準が低い

ことと相侯 ってその比較生産性はきわめて低

ぃ6)。

要するに,製造業や農業等の物的生産基盤が極

度に脆弱であるにもかかわらず,地域経済のサー

ビス産業化が異常なまでに発展しているのが,現

在の沖縄経済が直面している偽わらざる姿である

といえよう。

ところで,物的生産の分野が不振で,低迷を続

けているということは,取りも直さず,必要な物

資を外部から移 (輸)入せぎるを得ない構造にお

かれていることを意味しよう。事実,経常収支 (貿

易収支十貿易外収支)に 占める移入の割合は,60%
近 くにも達しており, この収支の赤字を観光収入

や国庫からの財政移転さらには軍関係受取で一部

補填せざるを得ない状況となっている。

いま,経常収支の均衡化が実現されることを

もって,経済の自立化が達成されたものとみなせ

ば, 自立収支=(商品移輸出+サービスの受取)一

(商品移輸入+サ ービスの支出), という等式が成

立する。ここでいう自立収支とは, 自前の経済活

動で得た県外からの収入でもって, どの程度県外

からの生産物やサービスを購入しているかを示す

指標である7)。
第 1図は, 自立収支の推移を示し

たものであるが,最近では,自立収支の赤字幅が

縮小 し,経済の自立度が上向く傾向にあること

が, うかがえる。これは,商品の移輸出が増大し

たというよりも,前述したように観光収入の大幅

増に依拠するところが大きいといえる。何をもっ

て経済の自立化というべきか, これを簡潔に定義

づけることは容易でないが,こ こでは,一応,「 自

らの有する資源を,最 も有効に活用しうる技術で

もって商品化しうる産業が存立し,かつその産業

の生み出す商品の市場が自己発展的かつ持続的で

あること,そ して市場経済の連鎖の中で収奪・従

属関係が止揚され,対等な相互依存の経済関係が

創出されること」と規定しよう。この定義に従え

ば,観光産業も,「観光」という独自な資源を有効

活用してそれを商品化し,市場需要に対応すると

いう点では,確かに県経済全体の成長発展を担う
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第 1図 自立収支の推移

資料 :沖縄県企画開発部統計課「県民所得統計」ほか

重要な産業であるといえよう。しかしながら,観

光が自己発展的かつ持続的なもので, しかもそれ

が単独で経済の自立化を導くかといえば,いささ

か疑問なしとしない。観光に対する需要は,概 し

て所得弾力性が高く, したがって観光産業は,景

気の動向に左右される要素が極めて強い。また,

しばしばこれまでにも指摘されてきたように,県

外から進出してきた観光資本は, とかく観光資源

の開発と密接に結びつくところの観光に関連した

商品並びにサービス等を直接本土から取り寄せる

ことが多く,県内の内発的な経済活動とは無縁と

なりがちであった。観光がブームとなればなるほ

ど製造業産品,農産物等の製品移入が増高し, こ

のことが,い きおい自立収支に対 して悪影響を及

ぼすことになるのが, これまでの常であった。か

かる意味において, ブームを迎えた観光産業とい

えども,現状では地域経済の自立化を築き上げる

うえで,主要な柱とはなりにくい。健全な物的生

産基盤が欠如 した状態では,依然として,経済の

自立的発展を基本的な政策課題とせざるを得ない

のである。

´ ´ ｀ ・、 /・
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経済の自立的発展と並んで,沖縄経済が直面し

ている重要な政策課題は,一時縮小していた一人

当り所得格差が,最近になって再び拡大 しはじ

め,そ の格差を是正する必要に迫られているとい

うことである。いわゆるバブル経済期を含む過去

10年間の実質成長率は,全国平均が 4.5%で ある

のに対 し,沖縄はそれよりも0.3ポ イント低い

4.2%で あった。こうした成長の伸びの違いによ

り,一人当たり国民所得を 100と する県民所得の

比率は,昭和 61年に76%ま で縮小していたもの

が,平成 2年には71%へと拡大してしまった (第

2図参照)。 こうした格差は, また県内の地域間に

おいても,すなわち本島と離島部さらには都市と

農村の間でも急速に拡大 しつつある8)。 例えば,

一人当たりの県民所得は,およそ 200万円である

のに対 し,農家一人当たり所得は,そ のわずか

60%水準に過ぎない 120万円でしかない。雇用者

所得との比較では,こ の格差がさらに大きくな

る。もっとも格差といっても, フロー概念として

の年間所得の水準でもって,単純に比較してよい

のかという意見もある。格差は, しばしば公共施

設の整備状況とか一人当たり緑地面積等といった

ストックを含めて論 じられる必要があるとされ

る。また,所得でもってしては簡単に計り得ない

“ユイマール"のような労働力交換の慣行をどの

ように評価すべきかという難しい問題もつきまと

う。とはいえ,所得水準が「生活のゆとり」を示

す一つの重要なパラメーターであり,活力に満ち

た経済発展の結果が所得に反映されることを考慮

に入れるならば, この所得の格差自体の大きさを

問題視することも,あながち不当なことではある

まい。

それでは, こうした所得格差の存在とその拡大

という現象に対して, どのような理論的解釈を与

えたらよいのであろうか。

新古典派的アプローチの国際貿易理論であるヘ

クシャー=オ リーンの要素賦存比率論にしたがえ

ば,2国間で交易を行うある国は, その国に相対

的に豊富に存在する要素 (例えば資本)を集約的に

用いる財 (例 えば資本集約財)の生産に比較優位を
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(2)所得格差の拡大とその理論的解釈
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もつとされる9)。 また, 財やサービスが自由に取

引される結果,資本と労働のそれぞれの限界生産

力は2国間で均等化し, したがって要素価格も等

しくなり,両国を通 じる価格メカニズムの作用

は,結果として資源の最適配分をもたらすとい

う。もちろんこれが国内地域間での交易となれ

ば,財やサービスの取引を経ずとも,要素価格の

違いに応じて直接生産要素が移動する結果,要素

の限界生産力はすべての地域で同一となり,地域

間の一人当たり所得水準は,収欽する傾向をもつ

であろう10)。 このように貿易理論にしたがえば,

地域間の格差は是正されるはずなのに,何故その

ようにならないのか。これには,多分に経済外的

な要因の説明によるほかないであろう。

ハーシュマンは,経済成長の地域的波及効果を

説明する際に,浸透効果 (Trickling―Down Efects)

と分裂効果 (Polarization Erects)と いう概念を設

定し,浸透効果に対する阻害要因が有効に作用し

はじめ,分裂効果が浸透効果を凌駕する事態に至

れば,成長地域の発展推進力が後進地域に波及せ

ず,む しろ後進地域は以前よリー層悪化した停滞

の中に取 り残されてしまう危険性さえあるとし

た・ )。 ここでいう浸透効果とは,成長地域 (工業地

域)が,後進地域 (農業地域)に対して好ましい直

接的な経済的反作用を与える効果をいう。成長地

域が,後進地域の生産する財を購買したり,後進

地域に対し投資を行い余剰労働力を吸収すれば,

74.4 71.4
72.1

後進地域における労働の限界生産力と人ロー人当

り消費の水準は,引 き上げられることとなるに違

いない。一方,分裂効果とは,成長地域が後進地

域の経済発展に対し不利な影響を及ぼす効果をい

う。成長地域は,市場競争の結果,それまで後進

地域が有していた製造業,輸出活動等を駆逐させ

るだけでなく,後進地域から成長地域へ向けて有

用な人材 (企業家精神に富む若年の熟練労働力,希少

な技術者,経営者等)と 同時にそれに付随した資本

を流出させることになるかもしれないのである。

またミュルダールは, この浸透効果と分裂効果

にはぼ対応する概念をそれぞれ波及効果 (Spread

Efect)及 び逆流効果 (Backwash Ettct)と して規

定 し, これを用いて循環的・累積的因果関係の原

理を築き上げた12)。
彼は,因果関係の累積という

悪循環の結果として,波及効果が地域間不均衡の

拡大を阻止できるほど強力でないとした。そして

立地条件とか資源の賦存に恵まれている一部に開

発が集中する傾向があり,その他の地域は停滞や

失業を招きやすいというのである。

2.自立的発展のための諸条件とその論理的

枠組

ハーシュマンやミュダールの唱える仮説が,沖

縄県と本土とのあるいは県内産業間の格差拡大と

いう現象を説明する上で,決 して妥当性をもち得

るというわけではないが, さりとてあながち否定

73.7

69.6

4 6

70. 0

71.1

69.2 4   69.669.4
所

得
格
差

65.0 8____

(年度)昭和47 4 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63平 成 2

第 2図 所得格差の推移 (1人当たり国民平均所得 =100)

資料 :沖縄県企画開発部統計課「県民所得統計」ほか
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することもできないであろう。特に,復帰後在来

の製造業等が,本土の市場競争に組み込まれて

いった過程で駆逐されていったのは事実であろう

し,ま た企業家精神に富む有用な人材や技術者が

流出し, このことが,地域特性を生かした製造業

等の再編を困難なものとしたのも,一面の事実で

あろう13).県 内産業間の格差でも, まったく同じ

ことがいえよう。第 1次,第 2次を踏襲 し,平成

4年度を開始年度とする「第 3次沖縄振興開発計

画」の中でも,経済格差を是正し自立的発展の基

礎条件を築く上で,産業基盤の整備が立ち遅れて

いるのに加えて,企業の経営力,組織力が脆弱で

あることを指摘している。 したがって,格差を是

正しつつ物的生産部門の拡充を伴う経済の自立的

発展を遂げていくためには,産業基盤の整備,有

用な人材の育成確保,民間企業の経営力及び組織

力の培養に努めることはいうまでもなく,沖縄経

済を取り巻く外的並びに内的条件とその変化に照

応させながら,論理的に裏付けられた確固とした

自立的発展のためのビジョンを再構築することが

必要であろう。第 3次振興開発計画の基本方向に

おいても,自立化を目指した特色ある産業の振興

に最も高い優先順位が与えられている。

(1)自立的発展のための外的並びに内的条件

自立的発展のための外的並びに内的条件として

は,華南経済圏への参入可能性,Free Trade

Zonesの積極的活用,地域資源の見直しとその有

効利用及び独自な伝統文化の活用等が考えられ

る。

イ)華南経済圏への参入可能性

中国南部の沿海開放諸省 (特 に広東省と福建

省)と香港及び台湾との間で,貿易・投資の関係

を通じて形成されている華南経済圏は,現在世界

の中で最も活力に温れ高度成長を遂げている地域

として,脚光を浴びているM)。 またこの地域は,

21世紀に向けて世界経済の成長センターとして

発展することが期待されている。沖縄は地理的に

華南経済圏に近接しているばかりでなく, とりわ

け福建省とは歴史的・文化的にも多くの共有した

面をもち,現に人的及び学術文化面で活発な交流

が展開されている。また台湾とは,従来から密接

な経済関係を保持しており,沖縄が台湾企業と業

務提携する等して,福建省等との交流を密にして

いけば,華南経済圏のもつ成長力を内部化するこ

とにより,経済自立への有効な足がかりになるも

のと考えられる。

口)Free Trade Zonesの 積極的活用

Free Trade Zones(自 由貿易地域)は,貿易の

振興と企業立地の促進を目指 して昭和 63年 に開

設された。Free Trade Zonesと は,外国から輸入

される原材料,部品,半製品等を無税で持ち込む

ことのできる地域であり,そ れらを再包装,加工

または製造し,完成された商品が主として輸出に

向けられれば輸出加工型,商品が国内市場に向け

られれば輸入加工型,ま た特定の港湾地域におい

て通関業務及び税金の撤廃あるいは簡素化等を通

じ,外国船舶の出入りを自由にし, もって国際的

な商取引及び商品の貯蔵活動を活発にしようとす

れば中継貿易基地というように分類することがで

きる15)。 沖縄の場合, いずれの形態をとるもので

あれ,実際これまでのところ地域に進出してきた

企業に対してこれといった優遇措置がなされてこ

なかったために,現時点で Free Trade Zonesが

必ず しも成功 しているわけではない。関税の低

率・軽減化,輸入制限措置の緩和等制度的条件の

整備改正を通 じて進出企業を優遇する等,Free

Trade Zonesの 積極的活用が望まれる。

ハ)地域資源の見直しとその有効利用

亜熱帯性気候の下にある沖縄には,サ トウキビ

等をはじめ豊かなバイオマス資源が存在し,加え

て温暖な気象条件を利用した多彩な野菜,果樹,

花丼の生産が盛んである。また島嶼性に由来した

豊かな観光資源を有している。一方において,地

元志向性が強く移動性の小さな若年労働力が,他

県に比 してより多く存在し,経済活動のための人

的エネルギーには比較的恵まれている16)。 さら

に,様々な地域資源を効率的に活用して特産的な

「モノ」を製造する技術や,そ れにとどまらず生産

物を加工・貯蔵し,ま た在来の様々な経路を通じ
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て輸送・流通していくノウハウや技術,生産物,

特に地場農産物に独特の工夫を加えて風土,嗜好

に合うよう調理するといったような消費上にみら

れる技術等,要するに生産一流通―消費に関わる

ところの伝統的な技術やノウハウが温存されてい

る17)。 したがって,今後亜熱帯性気候の下での豊

富なバイオマス資源を利用したバイテク技術の積

極的導入及びそれと在来技術との有機的結合によ

る資源の有効活用,活力ある若年労働力を投入し

た労働力活用型の企業立地の可能性等が期待され

よう。

二)独 自な伝統文化の活用

沖縄は,歴史的な背景の違いを反映して,本土

とは違う独自性の高い文化を形成 している。異質

な文化は,典型的には伝統芸能,伝統工芸等の形

で表われると同時に独特な共同体意識の存続,価

値観及び県民意識の相違といった無形の形態でも

表われ,受け継がれて今日に至っている。こうし

た有形,無形の異質な文化は,地域特性をなすも

のとなって, これを地域資源の開発・利用に生か

すことにより,付加価値の高い新たな製品の創出

と創造的な地域づくりに寄与することとなるに違

いない。

(2)自立的発展に整合的な地域開発モデル

上述した諸条件とその変化を考慮に入れつつ
,

→

物的生産部門の拡充を伴う市場志向型の自立的発

展を遂げていくためには,その前提として理論的

モデルの構築による発展 ビジョンの形成を図る必

要がある。そのための論拠として, ここでは地域

経済学 (Regional Economics)を 構成する分野の中

で地域開発経済論 (Theories of Regional Economic

Growth and Development)な かんずく North=

Tiebout=Thompsonの 提唱す る Economic

Base Modelを 取り上げることにしたい。

すでに広く知られているように,「地域経済学」

とは,あ る一定の地域の内部及び地域相互間の経

済諸活動を把握・ 計量・分析すること等を通 じ

て,地域の経済・社会構造を認識するとともに,

主として産業・経済面に関連した地域的課題の解

決に向けての有効な指針なり政策手段を提示しよ

うとする極めて実践的な学問分野である18)。 ある

いはもっと広義に解釈 して,地域の経済構造をよ

り豊かな方向に改善するための様々なアプローチ

を生み出すための分析手法を取り扱う学問体系と

もいえよう。第 3図は,地域経済学の展開方向を

フローチャー ト化 したものである。これによる

と,地域経済学は,主に経済的側面からの地域課

題の認識に始まり,地域経済の実態把握と分析を

経て,地域経済の活性化に有効な政策の導入を行

い,一定の経済振興効果を達成することを目的と

している。

→

/Poucv  ヽ/EconOnlic  ヽ
ヽヽ 4akingノ  Iヽ〕evelopmentノ

(Facts― Finding)   (Analysis)

|(フ ィー ド・バ ック)

第 3図 地域経済学のフローチャート

資料 :沢井安勇著『地域の経済と空間』ぎょうせい,1991年
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また「地域開発経済論」は,地域経済学の学問

体系を受けて,地域レベルの経済の成長 (こ こでい

う成長とは,あ る特定地域における所得,産出量あるい

は生産能力等の経済的諸量の増進をいう)をいかにし

て実現していくべきか,よ り明確にいえば,いか

にして地域経済の自立性を高めながら経済活動を

拡大し地域の人口・所得の増加を達成 していくか

という命題に対 して,そ のための開発戦略,解決

策を提示あるいは解決のためのプロセスを明確に

することを主要な研究課題としている19)。

地域開発経済論には,地域成長の乗数理論, シ

フト0シ ェア分析等様々なアプローチの仕方があ

るが, なかでもEconomic Base Modelは ,最も

古典的なものであり,かつ地域経済の将来を予測

する上で,最 も簡潔なモデルといわれている20)。

このモデルは,地域経済を二つの部門すなわち

地域外需要に存在する移 (輸)出産業部門 (Export

Sector)と 地域内需要に依存する地元市場産業部

門 (Local Service Sector)と に分割する。移出産業

は,地域経済全体を成長させる「基盤」(Base)と

しての役割を果たし,ま た地元市場産業は,移出

産業の成長発展に伴って派生 してくる需要を域内

需要として受けとめ,そ の需要増大に依存して成

長していく産業である。この場合,移出産業は地

域外の同種産業に対し比較優位を有しているもの

であり,ま たそれは,市場の変化,資源・環境の
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制約,技術革新の創出等に対応させつつ,そ の比

較優位性の維持・強化を図らなければならない。

ある特定の産業に特化 (Specialization)し た移出

産業が,国内や世界の市場へ向けて移輸出し,域

外需要に対応した成果として得た所得でもって,

生産に必要な資材 (中間財)や労働者 0経営者の消

費する消費財 (最終財)等を域内で調達しようとす

る場合,様々な業種からなる地元市場産業は, こ

れによっておおいに生産の刺激を受けて地域成長

が促進され,地域内での経済循環の拡大が期待さ

れよう。こうした移出産業の成長によって地元市

場産業の発展が誘発され, これを契機に地元市場

産業の構造が多様化 (Diversincation)し ていくこ

とになれば,地域経済は持続的成長への経路を辿

りはじめ, 自立的発展の基礎を固めることとなる

に違いない。

この場合,地元市場産業部門は移出産業部門の

関数として表される。この関係が安定的であると

いう仮定の下で,全体としてみれば,移出産業部

門の生産量の将来水準を予測することにより,当

該地域の将来活動水準を推定することが可能とな

るのである。

このモデルで重要な点は,い うまでもなく移出

産業と地元市場産業との連関効果である。第 4図

は,両産業との連関および地域外需要・供給との

関連を示したものである。繰り返せば,移出産業

<そ の他の地域> <地域経済>

・→需要の流れ (反 対方向に供給の流れがある)

地 域 外 需 要 移 出 産 業

地域外産業による供給

地元市場 産業

第 4図 移出産業と地元市場産業の連関及び地域外需要・供給との関連

資料 :宮本憲―・横田 茂。中村剛治郎編『地域経済学』有斐閣ブックス,1991年
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の成長つまり移出の増大は地元市場 (中間需要と最

終需要)を拡大し,地元市場産業の成長を導く。地

元市場産業を構成する各業種の成長は互いの市場

を拡大し,そのことがさらなる成長を引き出すこ

とになるものの,地元市場産業のある業種におい

て生産性水準が低い場合には,そ の産業・業種が

産出すべき製品は,地域外からの移入品によって

充足せぎるを得ない。これに対応して地元市場産

業の当該業種が,革新技術の採用によるコストダ

ウンのための努力,製品の革新・ 改良を行えば,

その競争力が高まり,移入品を域内生産で代替す

るという事態を迎えることになろう。そして当該

産業・業種の競争力がさらに強化されることにな

れば,新たに移出産業として転化することも考え

られよう。そうでなくとも,十分に競争力を備え

た地元市場産業によって生み出された製品を,投

入財として移出産業が利用すれば,移出産業の競

争力は一段と強化されることになる。

移出品が新たに増大すれば,再び地元市場の拡

大を生み,地元市場産業の成長,移入品の増加と

その域内生産代替化,地元市場産業の競争力強化

をテコとする移出産業の伸長と新たな移出産業の

転化 0創出がもたらされる。この過程を繰り返す

ことによって,移出産業の強化とその多角化が図

られ,結果として,地域経済は持続的成長のため

の内部構造を確立するとともに自立的発展への軌

道を築くことに至るのてある21)。

3.外向き地域資源活用型開発モデルの提案

Economic Base Modelを 論理的な枠組として,

先述した沖縄経済を規定する内外の諸条件を考慮

に入れる時,今後沖縄が経済格差を是正しつつ自

立的発展を遂げるにあたって, どのような具体的

かつ実践的なビジョンが描かれるのであろうか。

そのためのビジョンとして,「外向き地域資源活

用型開発モデル」なるものを提示したい。

ここで,「外向き」というのは,移出産業が対象

とする市場を,国内域外市場 (本土市場)は いうに

及ばず,台湾と中国・福建省を中心にすえた華南

経済圏にも拡大するということであり,む しろこ

の経済圏との交易関係を以前にもまして活発化さ

せるという意味合いが込められている。交易関係

を円滑なものとする制度的条件として,Free

Trade Zonesの 整備拡充が急がれることはいう

までもない。移出産業の成長は,地元市場産業の

成長発展を誘発するにとどまらず,自立収支の改

善にも大きく寄与してこよう。

つぎに「地域資源活用型」というのは,地域に

独自に存在するところの資源または余剰な生産資

源を新たなあるいは在来の技術を用いて活用し,

それが商業的な採算ベースに見合うような付加価

値を高めつつその製品化を図っていくということ

である。そして製品化する際に考慮すべき点は,

そこに沖縄特有の有形,無形の伝統的生活文化を

盛り込んでいくことである。

こうして,「外向き」と「地域資源活用型」の概

念を組み合わせたものは,地域資源の活用に十分

配慮した移出産業の生成ということであり,地元

市場産業との連関から,移出産業として何を据え

るかということが,今後の沖縄経済の発展にとり

決定的に重要な意味をもつことになってくる。

平成 4年 3月 に沖縄経済同友会から発表された

『ボーダレス時代の沖縄経済に関する提言』によ

ると,今後沖縄経済をリードする産業として,情

報サービス産業とりわけその中核をなし, システ

ム開発等を総合的に取り扱うソフトウェア産業を

戦略産業として位置づけている22)。
周知のように

情報サービス産業は,情報化社会の伸展とともに

急速に成長 し,将来さらに大きな発展を遂げるも

のと期待されている。加えてこの種の産業は,良

質な若年労働力を多く必要とし,ま たテクノスト

レスの解消のためには, 自然・風土に恵まれてい

ることを条件とする。こうした条件に,沖縄はま

さに適合しているといえよう。それだけでない。

提言によると,必要な労働力 0技術者等を台湾・

中国からも求め, これらソフトウェア産業に従事

する人材を受け入れかつソフトウェアに関する研

究・教育の機能をあわせもつ「ソフトウェア国際

自由都市」を建設しようというのである。この都

市建設により,華南経済圏との交流が促進され,
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ソフトウェア産業以外の諸産業とも交流する素地

が築かれると同時にここを新たな観光資源に加

え,む しろこの都市を拠点として観光開発を再編

しようということが期待されている。

この構想は確かに傾聴に値しようが, ここでい

う情報サービス産業が,移出産業として明確に意

識化されているわけでなく,ま た労働力以外の地

域資源を有効活用して産出される製品の移出化,

それによる格差是正を伴う自立的発展のためのシ

ナリオが必ずしも明らかにされていない。

そこで,こ こではこれに代わるものとして,「一

次産品加工製造業」もしくは「1.5次産業」を移出

産業に据え, この産業の成長発展を助長する限り

において,脚光を浴びている観光産業及び将来性

豊かな情報サービス産業をもこれに連動・包摂さ

せた形で経済構造の複合化を図るという発展 ビ

ジョンを提起したい。

一次産品を加工した製造業を自立的発展の基底

に置き,そ の製品の移出化を通じて種々の関連産

業を誘発・発展させるいうビジョンは,実はこれ

までにも, ことあるごとに提起がなされ,い く度

となく試行錯誤が繰り返されてきた23)。 そぅした

意味では, ことさら斬新なアイデアというもので

はない。ただし, これまでとは一次産品加工製造

業なりの置かれている客観的条件が大きく異な

る。そのうちのいくつかは,すでに述べた。第一

に,域外市場として近隣に成長力に富む華南経済

圏が形成されたこと,第二に,地域活性化取り組

みへの全国的な気運の高まりの中で,地域資源並

びに伝統的技術,伝統文化等の活用の在り方が見

直されつつあること,そ して第二に,最近バイテ

ク技術等新しい生物生産技術の開発が急速に進ん

で,そ の一部はすでに実用化の段階に到達してお

り, この技術を駆使して産出される農畜産物の活

用の仕方に無限の可能性が宿されていること,

等々である。

それでは,何故に,一次産品加工製造業でなけ

ればならないのか。ハイテク企業等の誘致は,地

方経済の浮揚策として確かに速効力をもつが,周

知のように国内の経済不況が定着する中で,企業

の収益率は悪化し,そ の地方への工場誘致はいよ

いよ困難な状況を迎えてきている。まして沖縄の

ように,産業立地のための生産基盤の整備が不十

分な地域では,誘致はよリー層厳しいといえる。

また中央官庁サイドで,最近策定された地域振興

政策をみても,外部からの投資注入による開発よ

りは,地域の主体性を尊重 した内発的な地域振

興, 自立的産業化を重視せざるを得ないことを認

めている24)。 そのために, これまで再三述べてき

たように地域に固有に存在する資源を新しいある

いは伝統的な技術で最大限生かしつつ,比較優位

をもつ一次産品とその加工製造品を移出すること

は,開発戦略として依然有効性を失っていないと

いえよう。

ただし, ここで一次産品加工製造業と表現する

時には,い ささか注意を要する。文字通り砂糖き

び,野菜及びパイン等の果実,畜産物,水産物等

を加工すること,あ るいは原料米を輸入し泡盛を

生産すること等がこれに相当しようが,それだけ

では余りにも狭義に解釈 し過ぎる。これに加え

て,生産物の成分表示並びに調理法等の情報提

示,地方色豊かなデザインをこらした包装など,

いわゆる農畜産物の付加価値を高めるために必要

な情報 0流通等に関わる業界,さ らに食品の調理

加工業・ レストラン等が必要とする食材料を,要

求される規格,使用量,時間帯に見合って手元に

届けること等の要するに農畜産物の加工とその配

送・流通に関わる業界等をもこれに含めることが

可能であろう。

このように広義に解釈された一次産品加工製造

業を移出産業化して,その振興を図っていけば,

農畜産業の成長が促進され,農村の活性化ととも

に農業就業者の所得水準が上昇して,県内産業間

に存在する経済格差が是正されよう。またそのこ

とが,第 5図のフローチャートでも小すように,

情報サービス産業並びに観光産業との連関も深化

させて,沖縄経済の重層的かつ自立的な発展を引

き起こすことへと結びつくに違いない。ことに,

情報サービス産業は,市場の動向,消費者ニーズ

等を明らかにするためマーケッティング情報の収
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第 5図 地域開発モデルのフローチャート

集と分析を通 じて,一次産品加工製造業に何が求

められているかという情報を提供するすぐれて重

要な機能を果たすであろう。また観光産業でも,

飲食業界が食材料として県内の農畜産物及びその

加工品の品質の良さ,定時・定量の納入の正確さ

を認識 して,それを積極的に用いることになれ

ば,そ れだけ一次産品加工製造業に対する域内市

場の安定拡大に寄与することになろう。いうなれ

ば,一次産品加工製造業は,用いる投入財の側面

では,近代的なバイテク技術と伝統的な在来技術

とを組み合わせて,沖縄の風土条件に見合う農畜

産物の増収安定を図るということに深い関心を払

う一方,生産物の加工販売の側面では,伝統文化

を含めた地域特性,時代性を生かして加工し, ま

たデザイン・包装等に工夫をこらして製品の差別

化を図り, もって域内外の市場条件に適応させる

ということに相当の配慮を与えなければならない

のである。このように一次産品加工製造業は,投

入財として後方に連関をもつ農畜産業と生産物を

加工し販売するという前方に連関をもつ広い意味

でのマーケッティングとのちょうど結節点に位置

しており, このバランスの上にたって,は じめて

成長発展が約束される業種といえるのである25)。

問題は, この農畜産物生産とその加工販売のプ

ロセスとを結びつけ,商品化するところの技術革

新いわゆるイノベーションを誰が担い,そ してま

たこのイノベーションをいかにして合目的的に組

織化 して,新たな市場の創造開拓のために生かし

ていくべきかということである。イノベーション

の創出とその担い手は,基本的には民間企業家で

あり, これを採用することによるリスクは,当然

民間企業家が負担しなければならないが,地方自

治体もまた,イ ノベーションの創出に協力すると

ともに人的ならびに制度的インフラの整備を通

じ,民間企業家の負うリスクを軽減 してやらなけ

ればならない。人的インフラとは,人的資源の蓄

積に関わるインフラであり,具体的には,地域内

外に人材のネットヮークを形成したり,優秀な人

材のストックを築くことをいう。事実,沖縄では,

すでに県の主導によって内外の経営コンサルタン

ト,技術開発等に携わる人材を登録 した「人材バ

ンク」のラインが出来上がっており,民間企業家

を支援する体制が整いつつある。一方制度的イン

フラとは,民間企業家に対する研修,金融,相談,

指導等に関わる制度的基盤を意味し,現在その整

備が急がれているところである。また,様々な業

種がもつ複数の経営資源 (技術,マ ーケッティング,

各種サービス等)を合目的的に融合して,経営資源

の「新結合」を図り, これによる新たな製品開発

を通じて潜在的な市場需要を発掘するというタイ

プのイノベーションすなわちインキュベーション

(Incubation)も また,民間企業家によって遂行さ

有効活用

地域資源の 新しい技術の創出

地域技術の活用

独自な伝統

文化の活用

情報産業

一次産業 一次産品加工製造業 自由貿易地域

域内市場

域外市場

近隣アジア市場観光産業



れなければならない26)。 この場合でも,地方自治

体が政策主体となってインキュベーション展開の

ための政策的支援を行うことが必要となろう。具

体的には,企業が技術・経営ノウハウ・資金等の

経営資源を融合するための受け皿,例えば,事業

開発センターとでも称すべき組織を地方自治体が

用意する必要がでてこよう。

いずれにせよ,移出産業とすべき一次産品加工

製造業を育成発展させていくためには,イ ノベー

ションとインキュベーションの継起的な創出とそ

の培養,そのための政策的支援体制の強化,そ し

て何よりもこれを担う優れた人材の養成が,急務

といえるのである。

4.全体の要約と今後に残された課題

以上,沖縄経済の自立的発展ビジョンを再構築

することを主要な研究目的として設定し,所論を

展開してきた。以下,論 じられた主要な点を,簡

潔に要約整理することにしよう。

(1)沖縄経済は,観光等の第 3次産業に大きく

偏重した構造となっており,そ の成長発展が

製造業,農業等の物的生産部門と必ずしも融

合していないために, 自立的な発展構造がそ

の内部に構築されていない。また, このこと

が本土及び県内産業間の所得格差を引き起こ

すこととも密接に関連しており,格差是正を

伴う自立的発展のビションを確立する必要性

に迫られている。

(2)自立的発展のビジョンを確立していくため

には, まず最初に現在の沖縄経済がおかれて

いる諸条件について正しい認識をもつことが

大切である。華南経済圏への参入可能性,

Free Trade Zonesの 積極的活用,地域資源

の見直しとその有効利用,独自な伝統文化の

活用等が,それである。

(3)次に, ビジョン確立のための論理的枠組を

用意しなければならない。そのために, ここ

では地域開発経済論の中で も,Economic

Base Modelを アプローチの手法として取り

上げ,移出産業の成長発展が地元市場産業の
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発展を誘発し, これにより自立的発展の基礎

が築かれるという仮説を借用した。

(4)先 の諸条件と論理的枠組を照合させた場

合,「外向き地域資源活用型開発モデル」なる

発展ビジョンが提示される。そして, このモ

デルにおける移出産業には,一次産品加工製

造業を据え,そ れを発展の中核的存在としつ

つ,その成長を助長する限りにおいて,情報

サービス産業及び観光産業もそれに連動・包

摂されるという構図を設定する。

(5)一次産品加工製造業の成長は,その産業が

用いる投入財としての農畜産物の需要増加ひ

いては農畜産業の発展を誘引するとともに加

工製造業自体,様々なマーケッティングに関

わる業種の発展をも促進することとなるに違

いない。一次産品加工製造業の成長発展のた

めには,そ れを担 う民間企業家のイノベー

ションとインキュベーションの有効継起が鍵

を握ることになるが,人的,制度的インフラ

の整備に果たす政策的支援の役割も重要なも

のとなろう。

さて,本論で提示された自立的発展のビジョン

に対して,具体的な実態と論証を与えると同時に

そのビジョンを推進することによって得られる経

済効果を分析 0予測しなければ, この提言も単な

る画餅にすぎず,完結するまでには至らないであ

ろう。残念ながら,そ のための紙幅はすでに残さ

れていない。若干の事例を述べれば,サ トウキビ

のバカスのようなバイオマス資源に化学的処理を

加えてこれをパルプ化し漂白して,製紙を生産・

移出することや台湾等と協力 した花きの中継栽

培,例えば, コチョウランの苗を台湾で栽培し,

開花する 1カ 月前に沖縄で室内栽培してブランド

化 し本土市場へ向け配送すること27),野
菜 0果実

等の生鮮農産物を完熟化 して製品の差別化を図

り, これに栽培情報等の付加価値を加えて近隣ア

ジアを含む域外市場に移出すること, さらには,

中国・福建省に高付加価値農産物の生産技術を移

転 し,生産物を沖縄へ輸出してその加工製品化を

図 り,本土市場へ向け移出するという構想等,
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様々な試みや構想が蓄積されつつある。その綿密

な実態分析等については,稿をあらためて他日に

期することにし,今後の課題としたい。

注

1)沖縄開発庁『第 3次沖縄振興開発計画』(平成 4年

9月 )の第 2章 ;振興開発の基本方向では, 基本的

課題として 6点を掲げ,そ のうち経済の自立的発展

の基盤整備に最も大きな重点を置いている。基本的

課題として,1)企業の経営力,組織力の強化及び技

術革新,国際化への対応,2)交通通信体系,水資源

等社会資本の整備,3)経済社会の振興発展を担う人

材の育成と確保,4)貴重な自然環境の保全・継承,

5)福祉 。医療基盤の整備とサービスの充実,6)都
市基盤の整備と農漁村の活性化,を挙げている。

2)沖縄経済のサービス産業化に言及した論文は,数

多い。とりあえず沖縄県経済企画部から刊行されて

いる『沖縄県経済の概況』各年版を参照せよ。

3)復帰後の公共投資の増大に基づく建設業の躍進ぶ

りは,つ とに強調されている。真栄城 守定『沖縄

経済―格差から個性へ』(ひ るぎ社,平成 2年 )で言

及されている。

4)沖縄県では,平成 3年 に「沖縄 トロピカルリゾー

ト構想」を公表し,総合保養地域の整備に努力を注

ぎつつある。

5)製造業が全般的に低迷している中にあって,最近

石油製品の出荷額の伸びが高く,注目されるが,決
して安定的な傾向をたどっているわけではない。沖

縄県企画開発部『沖縄県勢のあらまし』(平成 4年 9

月)を参照せよ。

6)沖縄農業の構造,現状及び課題等については,す

でに来間 泰男 (沖縄国際大学教授)が まとめた

数々の一連の論文・ 著者で,詳 しく論 じられてい

る。

7)こ うした観点から,経済の自立化を論 じたものに

は,嘉数 啓「沖縄経済自立への道」『新沖縄文学』

(沖縄タイムス社,1983年 6月 ),さ らに百瀬 恵夫

編著『沖縄の地域開発と産業振興―経済の自立化を

目指して―』(白桃書房,平成 3年)の第 7章 ;比較

優位性を活かした地域開発とその条件,等 々があ

る。このほかに,経済の自立化を論じたすぐれた著

書・論文としては,伊藤 善市・坂本 二郎編『沖

縄の経済開発』(潮新書,1970年 ),知念 清憲「沖

縄経済自立への構想」『中央公論』(中央公論社,

1971年 11月 ),原田 誠司 。矢下 徳治編『沖縄経

済の自立に向けて』(鹿砦社,1979年)等があ。

8)県内の地域格差は,本土平均と県平均との 1人当

たり格差以上といわれている。百瀬編著,前掲書,

第 2章 ;沖縄県の地域特性,を参照にせよ。

9)要素賦存比率論は,『国際経済学』の基本的な原理

であり,山澤 逸平の著したテキスト『国際経済学』

(第 2版,東洋経済新報社,1993年 )で的確に解説さ

れている。

10)国際経済学の基本的原理を国内の地域間交易の説

明枠として用いたものに,ゲ ヴィン●マックローン

著,加藤 譲監修・ 杉崎 真一訳『イギリスの地域

開発政策』(大明堂,昭和 47年)がある。

11)H.0.ハ ーシュマン著,小島 清監修 。麻田 四郎

訳『経済発展の戦略』(巌松堂,昭和 36年)の第 10

章;経済成長の地域的・国際的波及,をみよ。

12)G.ミ ュルダール著,小原 敬士訳『経済理論と低

開発地域』(東洋経済新報社,昭和 34年)の 第一部 :

国内および国際間の経済的不平等の機構,をみよ。

13)沖縄県の製造業は,復帰前の保護体制から復帰後

の通貨切り替え等本土並「自由化」措置等により,

大きな打撃を被るとともにその大幅な再編合理化を

迫られた。

14)華南経済圏については,すでに数多くの文献,解

説書がある。農林中金研究所でまとめられた「華南

経済圏の発展と展望一広東省を中心に一」 (『農林金

融』,平成 5年 2月 )で は,当経済圏についての最近

の動向が,要領よく解説されている。

15)Free Trade Zonesは,こ れまでにも,その構想,

形態,成果予測等が幾度となく県当局等で活発に議

論され,法規の整備が検討されてきた。

16)ち なみに,14歳以下の人口比率は,平成 2年度

で,全国平均が 18%で あるのに対 し,沖縄では

25%に も達している。

17)真栄城 守定,前掲書,63～76頁を参照せよ。

18)地域経済学は,地域経済政策への高まりを背景と

して,1950,60年 代に経済の地域的展開を研究対象

として創始された比較的新 しい学問分野である。

W.ア イサードの主著『地域分析の方法』 (邦訳,朝

倉書店,1969年)は ,「地域経済学の原典」といわれ

ている。地域経済学についてのまとまった教科書,

解説書の類いは,そ れほど多くないが,近刊の書で

ある宮本・横田 。中村偏『地域経済学』(有斐閣ブッ

クス,1991年 )は ,好適の教科書といえる。

19)地域開発経済論 (Theory of Regional Economic

Growth and Development)に ついて,論説した英

語文献は数多い。 とりあえず RichardH.W"TZ′

S″″ ο/RοgjοπαJ EεοποπたSiИ S%ηοッスγ′Jεた



沖縄経済の自立的発展ビジョン再考

International RegiOnal Science iReview, Vol. 3,

No.1,pp.1-48,1978 を参考にせよ。

20)ア プローチの方法 としては,Eω
"π

jο 助 彰

動「OαO′ のほかに, R響あπαJ Iη夕Z′-0“″″ ■イοaοム

Rοgjοπαι Eοοποπο″jε Mοα′みS″ターS力α
“
′五πα″―

sふ T力ο Gπυj′y Mοα′ι等がある。同上書,pp.11～

21。

21)こ うした論理展開の基礎を築いたすぐれた論文と

してr, Morth C.M.,Lο Oα′じοπ T力ι01り′απα ROgjοπαι

Elοοποη2Jο Gγοωιヵ,The JOurnal of political Econo―

my,Vol.63,No.3 June 1955.及 び Tiebout.C.M.,

Eχ夕οπS απα Rag,οπαJ E00π Oπ JO GЮω滋,The
Journal of political Econorrly,Vol.64,No.2 April

1956.等がある。

22)沖縄経済同友会『ボーダレス時代の沖縄経済に関

する提言』,平成 4年 3月。同友会の関係者に直接イ

ンタビューしたところ,今後の沖縄経済発展を表す

キーワー ドは,国際関係の深化を背景とした情報

ザービス産業の興隆,国際観光 リゾート化並びに地

域資源を活かしたバイオ研究の 3点 ということで

あった。

23)嘉数 啓の前掲論文は,論理的に積み上げられた

その代表的な主張提言である。

24)第 4次全国総合開発計画 (四全総)では,「多極分

散型の国土形成」を政策目標にしている。ここでい

う多極分散型の国土とは,「安全でうるおいのある

国土」を前提として,「特色ある機能を有する多くの

極が成立し,特定の地域への人口や経済機能,行政

機能等諸機能の過度の集中がなく,地域間,国際間

で相互に補完,触発しあいながら成立している」国

土をいう。

25)沖縄では,生産物の生産もさることながら,む し

ろそれを市場の消費者ニーズに対応させながら加工

し販売促進していくためのノウハウ,技術等が不足

しているとしばしば指摘されている。

26)清成忠男『地域再生のビジョンー内需拡大と地域

振興―』(東洋経済新報社,1989年)の中の第 3部 :

地域経済活性化の戦略,159～ 222頁 を参照せよ。

27)平成 5年 3月下旬に,沖縄と台湾の関係者の間で

経済懇談会が開催され,両地域間の貿易と投資,研

究並びに人的交流の在り方について,活発な論議が

繰り広げられた。その模様については,琉球新報で

3月 27日 から4月 2日 までに掲載された特集「交流

を求めて」に掲載されている。

/受付 平成 5年 5月 27日ヽ

＼受理 平成 5年 7月 7日ノ
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