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目　　的

　宮崎県は日本有数の農畜産業県である。特産物のマンゴーは沖縄県に次いで第 2 位の生産量
であり（農林水産省 , 2016）、その認知度は「太陽のタマゴ」を代表ブランドとして、全国的
に高いと言える。また、茶については平成 30 年度栽培面積が全国第 6 位、あら茶生産量が第
4 位、釜煎り茶生産量は全国第 1 位と茶の主要生産地である（農林水産省　2019）。これらの“お
いしさ”に関する特徴は明確に差別化されてなく、このことからアピールポイントや販売戦略
は十分とは言えない状況である。
　一方、宮崎県の観光に関して、かつては新婚旅行のメッカであったが、最近では知名度が低
下している。宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」( 宮崎県　2019) では産業や観光とフー
ドビジネス推進が掲げられている。これらのことから国内外からの観光客・消費者・流通業者
に対し、宮崎県が誇る「食」に関する情報発信をさらに行う必要がある。
　このため、まず日本人および外国人観光客に宮崎県産農産物に対する食味性を明確にし、そ
の結果を基にホームページなど情報発信を行うことが効果的と思われる。
　そこで、宮崎県の茶とマンゴーを用いて、海外からの観光客、留学生、日本人による官能評
価を実施することとした。

方　　法

　①外国人の茶とマンゴーの官能評価
日南市油津港入港のクルーズ船（サファイアプリンセス号（台湾））の乗客乗員および宮崎大
学留学生に対して、宮崎県産茶（釜煎り茶と煎茶）、宮崎県産マンゴー（太陽のたまごと完熟
マンゴー）について、官能評価を実施した。茶については、それぞれの茶葉 40g を温湯（90℃
程度）200ml に約 1 分浸し、茶葉を取り出した。やや冷めた（ぬるめ）状態で紙コップに注
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ぎ、2 種類を提供した。評価項目は香り、渋み、後味、おいしさについて評価を行った（図１）。
評価用紙は日本語、英語、中国語作成し、それぞれの項目について「これ以上無い好ましさ」、

「非常に好ましい」、「好ましい」「やや好ましい」としてプラス方向からマイナス方向の計 8 段
階で評価とし、中央値は設けない方法とした（家畜改良センター 2010）。マンゴーについては
1-2cm 角にカットし、小皿に入れ爪楊枝を付けて 2 種類を提供した。評価項目は甘味、酸味、
柔らかさ、おいしさについて茶同様の 8 段階で評価した ( 図２)。

②日本人の茶の官能評価
　宮崎大学学生および教職員の合計 26 人に対して、宮崎県産釜煎り茶（宮崎五ヶ瀬、小笠園）、
宮崎県産煎茶（五ヶ瀬銘茶、戸髙園と市販のティーバック（香り広がるお茶、株式会社伊藤園）
の 3 種類を用いた。提供方法は、釜煎り茶と煎茶は①の方法と同様とし、ティーバックは一つ
を 200ml の温湯に約 1 分浸し、ティーバックを取り出して提供した。評価項目は、香り、苦み、
渋み、甘味、後味の強弱と総合評価の好ましさとした。評価方法はスケール法として、各評価
項目について、「強い」から「弱い」までを 10cm のスケールで被験者がどの位置に感じるか
で評価した（図３）。

③統計処理
　外国人観光客と留学生の茶とマンゴーの官能評価では、各評価項目の「これ以上無い好まし
さ」を 8 点として、「これ以上好ましくないものはない」を 1 点とし ( 古川 2001, Jeremianh et 
al., 1988)、得られた評価値について、国別にサンプル間で差があるか分散分析を行った。なお、
留学生は日本に滞在している期間が観光客より長く、日本のの食文化に馴染んでいると思われ
ることから、集計は別に行った。
　日本人の茶の官能評価については、最も弱い地点をゼロとして、各距離を測定しその評価値
の値とした。得られた評価値についてサンプル間で差があるか分散分析を行った ( 糸井と風間 
1968)。

結果および考察

①－１外国人観光客の茶とマンゴーの官能評価
　クルーズ船の乗客乗員に対する茶の官能評価について、18 カ国（１名不明）60 名の協力を
得られることができた。そのうち、有効回答は 18 カ国 54 名であり、1 国 5 名以上の各国の評
価値と全評価値を表１に示した。どちらの茶も香り、渋み、後味、総合評価について 8 点中 6.0
から 6.4 点と「好ましい」から「非常に好ましい」という評価であった。全ての評価項目でサ
ンプル間に差は見られなかった。国別では差は見られなかったが、平均値だけを見るとすべて
の項目で日本人とフィリピン人が煎茶より釜煎り茶を好ましいと評価していた。コメントでは
釜煎り茶と煎茶とも好ましい内容であったが、やや釜煎り茶を高く評価しているコメントが多
かった。
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 ( 主なコメント )　No1：釜煎り茶、N0.2：煎茶
・No.1 is more flavor then 2
・I prefer No.2 more than No.1.
・Very nice a healthy tea
・No1 が日本のごぼう茶と似ている、No2 が台湾の緑茶に似ている
・The first one is little stronger than the second one. But the second one is more
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・I prefer No.2 more than No.1. 

・Very nice a healthy tea 

・No1 が日本のごぼう茶と似ている、No2 が台湾の緑茶に似ている 

・The first one is little stronger than the second one. But the second one is more 

 

 

Sensory Evaluation Sheet Tea

Nationality： Sex： Male　・　Female　・　無 Age:

Please check where applicable

No.1
Flavour/Smell

Astringency/Bitterness

Aftertaste

Overall Evaluation of Taste

No.２
Flavour/Smell

Astringency/Bitterness

Aftertaste

Overall Evaluation of Taste

Comment:

Don't like it at all
Nothing is worse

than this

Dislike Don't like it at all
Nothing is worse

than this

Dislike
Nothing is better

than this
Love Like Sor of like

Sort of dislike

Nothing is better
than this

Love Like Sor of like Sort of dislike

Nothing is better
than this

Love Like Sor of like Sort of dislike

Sort of dislike

Dislike Don't like it at all
Nothing is worse

than this

Nothing is better
than this

Love Like Sor of like Sort of dislike Don't like it at all
Nothing is worse

than this

Sort of dislike

Dislike

Don't like it at all
Nothing is worse

than this

Nothing is better
than this

Love Like Sor of like Sort of dislike Dislike Don't like it at all
Nothing is worse

than this

Nothing is better
than this

Love Like Sor of like

Dislike

Dislike

Don't like it at all
Nothing is worse

than this

Nothing is better
than this

Love Like Sor of like Sort of dislike Dislike Don't like it at all
Nothing is worse

than this

Nothing is better
than this

Love Like Sor of like

図１英語による茶の官能評価用紙 
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感官評估問巻調査表 芒果

國籍： 性別： 男　・　女

請選勾你的回答

No.1
甜味

酸味

柔軟度

整體上的味道如何

No.２
甜味

酸味

柔軟度

整體上的味道如何

意見・評語

年齡

沒有比這更好的 相當喜歡 喜歡 有點喜歡 不太喜歡 不喜歡 一點都不喜歡 沒有比這更糟的

沒有比這更好的 相當喜歡 喜歡 有點喜歡 不太喜歡 不喜歡 一點都不喜歡 沒有比這更糟的

沒有比這更好的 相當喜歡 喜歡 有點喜歡 不太喜歡 不喜歡 一點都不喜歡 沒有比這更糟的

一點都不喜歡 沒有比這更糟的

不喜歡 一點都不喜歡 沒有比這更糟的

沒有比這更好的 相當喜歡 喜歡 有點喜歡 不太喜歡 不喜歡

沒有比這更好的 相當喜歡 喜歡 有點喜歡 不太喜歡

一點都不喜歡 沒有比這更糟的

沒有比這更好的 相當喜歡 喜歡 有點喜歡 不太喜歡 不喜歡 一點都不喜歡 沒有比這更糟的

沒有比這更好的 相當喜歡 喜歡 有點喜歡 不太喜歡 不喜歡

一點都不喜歡 沒有比這更糟的沒有比這更好的 相當喜歡 喜歡 有點喜歡 不太喜歡 不喜歡

図２ 中国語によるマンゴーの官能評価用紙 
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　マンゴーの官能評価について、18 カ国（１名不明）60 名の協力を得られることができた。
そのうち、有効回答は 18 カ国 58 名であり、1 国 5 名以上の各国の評価値と全評価値を表 7 に
示した。宮崎県産マンゴー（「太陽のタマゴ」と「完熟マンゴー」の食味性の強弱に関する官
能評価の結果には差は見られなかった ( 表 2)。平均値では「太陽のタマゴ」の方が値が高かった。
どちらのマンゴーも甘味、酸味、柔らかさ、総合評価において 8 点中 6.1 点から 6.8 点の間で「好
ましい」から「非常に好ましい」という評価であった。また、国別でも差は見られなかった。
コメントでは「太陽のタマゴ」が良いとする人と「完熟マンゴー」が良いとする人がいたが、「太
陽のタマゴ」が好ましいとする評価が多かった。
( 主なコメント ) 　No.1：太陽のタマゴ、No2.：完熟マンゴー
・No1 is better
・No1 果肉質感細　軟甜 No2 果肉軟不容易消化　繊維有
・No1 さっぱりして、No2 もっと甘くておいしかった
・No2 is softer and sweeter.
・The first one is much better than the second one, but the2nd is more acidic, I really prefer 
the 1.
・both mongo is very good.

マンゴーの官能評価について、18 カ国（１名不明）60 名の協力を得られることができた。そのうち、有

効回答は 18 カ国 58 名であり、1 国 5 名以上の各国の評価値と全評価値を表 7 に示した。宮崎県産マンゴ

ー（「太陽のタマゴ」と「完熟マンゴー」の食味性の強弱に関する官能評価の結果には差は見られなかった

(表 2)。平均値では「太陽のタマゴ」の方が値が高かった。どちらのマンゴーも甘味、酸味、柔らかさ、総

合評価において 8 点中 6.1 点から 6.8 点の間で「好ましい」から「非常に好ましい」という評価であった。

また、国別でも差は見られなかった。コメントでは「太陽のタマゴ」が良いとする人と「完熟マンゴー」

が良いとする人がいたが、「太陽のタマゴ」が好ましいとする評価が多かった。 

(主なコメント) No.1：太陽のタマゴ、No2.：完熟マンゴー 

・No1 is better 

・No1 果肉質感細 軟甜 No2 果肉軟不容易消化 繊維有 

・No1 さっぱりして、No2 もっと甘くておいしかった 

・No2 is softer and sweeter. 

・The first one is much better than the second one, but the2nd is more acidic, I really prefer the 1. 

・both mongo is very good. 

 

官能評価用紙 コップNo.１
氏名：

香り
強い 普通 弱い

渋み
強い 普通 弱い

苦み
強い 普通 弱い

甘み
強い 普通 弱い

後味
強い 普通 弱い

総合評価
望ましい 普通

〇各項目について強弱でお答えください。
〇あなたが感じる程度のところに　レ　を入れてください
〇一番端はあなたが感じる”これまでに無い香りの強さ”や”これまでに無い香りの弱さ”となります。

望ましくない

図３ 日本人の茶の官能評価用紙 
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①－２　留学生の茶とマンゴーの官能評価
　宮崎大学留学生 46 名に対して、同様の官能評価を行った ( 表３)。茶の結果では、台湾人と
日本人において香り、後味、総合評価において釜煎り茶が好ましいと評価し (p<0.05)、台湾人
では渋味についても好ましい傾向を示した (p<0.1)。これらのことから、釜煎り茶は、日本人
と台湾人にとって煎茶より好ましい茶であることが示された。今後宮崎県産釜煎り茶の台湾へ
輸出を検討する指標となった。
( 主なコメント ) No1：釜煎り茶、N0.2：煎茶
・I like both of them. 
・No.1 が良し、No.2 は渋み苦みあり
・No.1 の香りが良いと思う
・1の方が2より明らかに香りが強いです。2の方が渋みが弱いし、子供とかに向いていると思う。
私は 1 の方が好き
・No.1 の方が全体的に甘くすっきりした印象

　マンゴーの食味性の強弱に関する官能評価の結果には差は見られなかった。しかし、日本人
のみでは酸味について、「完熟マンゴー」が好ましいと評価していた。どちらのマンゴーも甘味、
酸味、柔らかさ、総合評価において 8 点中 6.1 点から 6.8 点と「好ましい」から「非常に好ましい」
の間であった。コメントの中にはマンゴーには少し酸味のある方が良いとする意見があり、宮
崎県産マンゴーを海外に輸出する際に検討する必要があるかもしれない。
( 主なコメント ) 　No.1：太陽のタマゴ、No2.：完熟マンゴー
・Both mango are soft and good taste. I choose the 2nd mango, because of flavor, sweetness 
and smell good.
・おいしいです。もっと酸っぱいのが好きです。
・No2 がフルーツらしかった。味的には 1 の方が気に入りました。

②日本人 ( 宮崎大学教職員 ) の茶の官能評価
　宮崎県産釜煎り茶、煎茶と市販のティーパックの 3 種類の官能評価の結果では、香りにおい
て釜煎り茶が 6.11、煎茶が 4.18 と煎茶より釜煎り茶が強いと評価した (p<0.05、表４)。釜煎り
茶とティーパックにいても差のある傾向を示した (p<0.1)。甘味については、煎茶がティーパッ
クより甘いと評価していた (p<0.05)。総合評価では釜煎り茶が 5.75 ティーパックが 4.39 と釜煎
り茶がティーパックより好ましいと評価した (p<0.05)。また、総合評価において釜煎り茶と煎
茶の間には差は見られなかった。
　これらのことから、宮崎県産釜煎り茶は煎茶やティーパックより香りが強い特徴があること
が示唆された。
　以上のことから、宮崎県産釜煎り茶と煎茶の間に外国人観光客は差を見いだすことはなかっ
た。しかし、日本人や台湾人では煎茶と釜煎り茶に違いを感じている。釜煎り茶は宮崎県北部
を中心に生産され、釜で煎って作られる貴重な茶であており、全国 1 位の生産量である。これ
らのことからも茶の文化がある台湾人の宮崎への旅行や台湾での茶の差別化の販売につながる
と考えられた。また、国内においても釜煎り茶と煎茶は区別されることから、茶の差別化販売
につながると思われる。
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　マンゴーについては、外国人旅行客、留学生、日本人ともに「太陽のタマゴ」と「完熟マン
ゴー」の違いは差を見いだすことはなかった。今回用いた「太陽のタマゴ」と「完熟マンゴー」
では約 3 倍の価格であったが、どちらも品質が良く、「太陽のタマゴ」の糖度 15 度以上である
のに対し「完熟マンゴー」の糖度も 13 度以上としていることから、差がわかりにくかったの
かもしれない。これらのことから、最上級の「太陽のタマゴ」には手が出にくい場合であっても、

「完熟マンゴー」でも充分に宮崎県の農産物を味わい満足してくれることになるとも言える。
　今回は宮崎県産の茶とマンゴーについて官能評価を行ったが、今後、宮崎牛などの畜産物や
地元野菜などについても同様の取り組みを行うことで、宮崎県の農畜産物の生産拡大と観光客
の増加につながると思われる。
また、これらの結果を日本語のみならず英語や中国語に翻訳し、ホームページに掲載すること
で、海外への発信が加速される。この情報発信により、日本への海外旅行、特に宮崎への旅
行を検討する際に参考とされ、宮崎への観光客増加につながると期待される（https://oishisa.
jimdo.com/）。
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　本研究は、宮崎大学平成 28，29 年度戦略重点経費（研究戦略）で実施された。本研究に関わっ
た地域資源創成学部教職員、学生に感謝申し上げます。
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男：女：不明

インド(n=5) 4:0:1 6.5 ± 0.8 6.6 ± 0.8 6.5 ± 0.5 6.8 ± 0.8 6.7 ± 0.7 7.0 ± 0.6 6.8 ± 0.7 7.0 ± 0.7
台湾(n=8) 1:7:0 5.9 ± 1.5 6.0 ± 1.3 5.8 ± 1.3 5.6 ± 1.7 5.9 ± 1.3 5.9 ± 1.3 5.9 ± 1.2 6.0 ± 1.6
中国(n=10) 1:8:1 6.6 ± 0.9 5.8 ± 1.2 6.6 ± 1.1 6.0 ± 1.2 6.3 ± 1.1 5.7 ± 1.3 6.4 ± 1.0 5.8 ± 1.2
日本(n=6) 2:4:0 6.3 ± 0.9 5.7 ± 1.2 6.5 ± 1.1 4.8 ± 0.9 6.2 ± 1.5 5.3 ± 1.1 6.5 ± 0.8 5.2 ± 1.2
フィリピン(n=5) 3:1:1 6.4 ± 1.4 5.6 ± 1.0 6.2 ± 1.0 5.8 ± 1.2 6.4 ± 1.2 5.8 ± 1.2 6.2 ± 1.0 5.8 ± 1.2
ペルー(n=5) 1:4:0 5.6 ± 1.4 6.2 ± 1.0 5.2 ± 1.3 6.2 ± 1.0 5.6 ± 0.8 6.2 ± 0.7 6.0 ± 0.6 6.4 ± 0.5
その他(n=15) 7:7:1 6.1 ± 1.0 6.4 ± 0.8 6.0 ± 1.0 6.1 ± 1.0 6.0 ± 1.2 6.1 ± 1.1 6.2 ± 0.8 6.5 ± 1.0
全員(n=54) 19:31:4 6.1 ± 1.2 6.2 ± 1.1 6.1 ± 1.2 6.0 ± 1.2 6.2 ± 1.2 6.2 ± 1.2 6.3 ± 0.9 6.4 ± 1.2

渋み

表１　クルーズ船乗員乗客の国別の釜煎り茶と煎茶の比較

釜煎り茶 煎茶 釜煎り茶 煎茶

後味 総合評価

釜煎り茶 煎茶

香り

釜煎り茶 煎茶

男：女：不明

インド(n=7) 5:0:2 6.9 ± 0.3 6.7 ± 0.7 7.0 ± 0.8 7.0 ± 0.8 6.9 ± 0.3 6.7 ± 0.9 6.9 ± 0.6 7.0 ± 0.5
台湾(n=8) 1:7:0 6.5 ± 1.1 6.6 ± 1.0 5.8 ± 1.9 5.6 ± 2.1 6.6 ± 1.0 5.6 ± 1.1 6.8 ± 1.0 6.1 ± 1.1
中国(n=12) 2:9:1 6.7 ± 0.7 6.5 ± 0.8 6.6 ± 0.9 6.5 ± 0.9 6.8 ± 0.8 6.2 ± 1.3 6.8 ± 0.7 6.4 ± 1.0
日本(n=6) 2:4:0 7.3 ± 0.5 6.5 ± 1.3 6.0 ± 0.8 6.2 ± 0.7 7.0 ± 0.8 6.8 ± 1.1 7.0 ± 0.8 6.7 ± 0.7
フィリピン(n=5) 3:1:1 6.6 ± 0.5 6.2 ± 1.2 6.8 ± 0.4 6.4 ± 1.4 6.8 ± 0.7 6.4 ± 1.4 6.8 ± 0.4 6.4 ± 1.4
ペルー(n=5) 1:4:0 6.6 ± 0.5 5.8 ± 0.4 4.4 ± 2.8 4.4 ± 2.2 6.8 ± 0.7 6.6 ± 0.5 7.0 ± 0.6 6.2 ± 0.4
その他(n=15) 7:7:1 6.9 ± 0.7 6.7 ± 0.9 6.7 ± 0.9 6.1 ± 0.9 6.8 ± 0.7 6.5 ± 1.3 6.9 ± 0.8 6.7 ± 0.9
合計(n=58) 21:32:5 6.8 ± 0.7 6.5 ± 1.0 6.3 ± 1.5 6.1 ± 1.4 6.8 ± 0.8 6.4 ± 1.2 6.8 ± 0.8 6.5 ± 1.0

平均±標準偏差

完熟マンゴー 太陽のタマゴ 完熟マンゴー

表2　クルーズ船乗員乗客の国別のマンゴー（太陽のタマゴと完熟マンゴー）の比較

甘味 酸味 柔らかさ 総合評価

太陽のタマゴ 完熟マンゴー 太陽のタマゴ 完熟マンゴー 太陽のタマゴ

男：女：不明

インドネシア(n=5) 1:4:0 6.2 ± 0.7 6.4 ± 0.5 6.2 ± 1.2 6.0 ± 0.6 6.0 ± 1.1 6.0 ± 0.0 6.0 ± 1.1 6.2 ± 0.4
韓国(n=7) 5:2:0 6.1 ± 1.2 5.9 ± 0.8 5.1 ± 1.6 5.7 ± 1.4 5.0 ± 1.7 6.4 ± 1.0 5.6 ± 1.7 6.1 ± 0.6
台湾(n=4) 4:0:0 7.0 ± 0.7 a 5.8 ± 0.8 b 6.5 ± 0.9 5.8 ± 0.4 7.3 ± 0.4 a 5.0 ± 0.7 b 7.0 ± 0.0 a 5.8 ± 0.4
中国(n=4) 2:1:1 7.0 ± 1.2 6.3 ± 0.8 6.5 ± 1.7 6.3 ± 0.8 6.8 ± 0.8 6.5 ± 1.1 6.8 ± 1.1 6.5 ± 0.9
日本(n=16) 8:8:0 6.8 ± 0.9 a 5.9 ± 1.2 b 6.3 ± 1.0 5.8 ± 1.3 6.5 ± 1.0 a 5.4 ± 1.3 b 6.9 ± 0.7 a 5.8 ± 1.3
その他(n=10) 5:5:0 6.1 ± 1.1 6.2 ± 0.7 6.0 ± 0.8 6.1 ± 0.6 5.9 ± 1.0 6.4 ± 0.7 6.1 ± 0.9 6.1 ± 0.5
全員(n=46) 25:20:1 6.5 ± 1.1 6.0 ± 0.9 6.1 ± 1.2 5.9 ± 1.1 6.2 ± 1.3 5.9 ± 1.1 6.4 ± 1.1 6.0 ± 1.0

平均±標準偏差
国別各項目の異符号間に有意差有り(p<0.05)

表３　留学生の国別の釜煎り茶と煎茶の比較

香り 渋み 後味 総合評価

釜煎り茶 釜煎り茶煎茶煎茶釜煎り茶 煎茶釜煎り茶 煎茶

男：女：不明

インドネシア(n=5) 1:4:0 6.4 ± 0.5 7.0 ± 0.6 6.6 ± 0.5 6.6 ± 0.5 6.8 ± 0.4 6.8 ± 0.7 6.8 ± 0.4 6.8 ± 0.7
韓国(n=7) 5:2:0 6.6 ± 0.5 6.1 ± 1.0 5.3 ± 0.7 5.7 ± 0.7 6.3 ± 1.0 6.1 ± 0.6 6.7 ± 0.5 6.3 ± 0.7
台湾(n=4) 4:0:0 7.5 ± 0.5 7.0 ± 1.0 6.3 ± 0.4 6.8 ± 0.4 6.8 ± 0.4 7.0 ± 0.0 7.0 ± 0.7 7.0 ± 0.7
中国(n=4) 2:1:1 6.5 ± 0.5 7.3 ± 0.8 6.5 ± 1.1 6.8 ± 1.1 6.8 ± 0.4 7.8 ± 0.4 6.8 ± 0.8 7.0 ± 0.7
日本(n=16) 8:8:0 6.7 ± 0.9 6.9 ± 0.9 6.0 ± 0.9 6.7 ± 1.0 6.6 ± 0.8 6.5 ± 1.1 6.8 ± 0.8 7.1 ± 0.7
その他(n=10) 5:5:0 6.5 ± 0.7 6.3 ± 1.0 6.5 ± 0.8 6.4 ± 0.7 6.7 ± 0.6 6.3 ± 0.9 6.5 ± 0.5 6.4 ± 0.8
全員(n=46) 25:20:1 6.7 ± 0.8 6.7 ± 1.0 6.1 ± 0.9 6.5 ± 0.9 6.6 ± 0.7 6.6 ± 0.9 6.7 ± 0.6 6.8 ± 0.8

平均±標準偏差

完熟マンゴー 太陽のタマゴ 完熟マンゴー

表４　留学生の国別のマンゴー（太陽のタマゴと完熟マンゴー）の比較

甘味 酸味 柔らかさ 総合評価

太陽のタマゴ 完熟マンゴー 太陽のタマゴ 完熟マンゴー 太陽のタマゴ

表５　茶の官能評価値(被験者全員26人)

釜煎り茶 6.11 ± 2.13 a 6.20 ± 2.45 5.36 ± 2.41 4.39 ± 2.06 5.68 ± 2.45 5.75 ± 2.22 a
煎茶 4.18 ± 2.06 b 4.90 ± 2.65 4.54 ± 2.32 5.45 ± 2.17 a 4.77 ± 1.92 5.44 ± 2.14

ティーバック 4.72 ± 2.55 5.94 ± 2.75 5.66 ± 2.66 3.96 ± 2.19 b 6.18 ± 2.12 4.39 ± 2.12 b

平均±標準偏差
異符号間に有意差有り(p<0.05)

総合評価香り 渋み 苦み 甘み 後味

男：女：不明

インドネシア(n=5) 1:4:0 6.2 ± 0.7 6.4 ± 0.5 6.2 ± 1.2 6.0 ± 0.6 6.0 ± 1.1 6.0 ± 0.0 6.0 ± 1.1 6.2 ± 0.4
韓国(n=7) 5:2:0 6.1 ± 1.2 5.9 ± 0.8 5.1 ± 1.6 5.7 ± 1.4 5.0 ± 1.7 6.4 ± 1.0 5.6 ± 1.7 6.1 ± 0.6
台湾(n=4) 4:0:0 7.0 ± 0.7 a 5.8 ± 0.8 b 6.5 ± 0.9 5.8 ± 0.4 7.3 ± 0.4 a 5.0 ± 0.7 b 7.0 ± 0.0 a 5.8 ± 0.4
中国(n=4) 2:1:1 7.0 ± 1.2 6.3 ± 0.8 6.5 ± 1.7 6.3 ± 0.8 6.8 ± 0.8 6.5 ± 1.1 6.8 ± 1.1 6.5 ± 0.9
日本(n=16) 8:8:0 6.8 ± 0.9 a 5.9 ± 1.2 b 6.3 ± 1.0 5.8 ± 1.3 6.5 ± 1.0 a 5.4 ± 1.3 b 6.9 ± 0.7 a 5.8 ± 1.3
その他(n=10) 5:5:0 6.1 ± 1.1 6.2 ± 0.7 6.0 ± 0.8 6.1 ± 0.6 5.9 ± 1.0 6.4 ± 0.7 6.1 ± 0.9 6.1 ± 0.5
全員(n=46) 25:20:1 6.5 ± 1.1 6.0 ± 0.9 6.1 ± 1.2 5.9 ± 1.1 6.2 ± 1.3 5.9 ± 1.1 6.4 ± 1.1 6.0 ± 1.0

平均±標準偏差
国別各項目の異符号間に有意差有り(p<0.05)

表３　留学生の国別の釜煎り茶と煎茶の比較

香り 渋み 後味 総合評価

釜煎り茶 釜煎り茶煎茶煎茶釜煎り茶 煎茶釜煎り茶 煎茶

男：女：不明

インドネシア(n=5) 1:4:0 6.4 ± 0.5 7.0 ± 0.6 6.6 ± 0.5 6.6 ± 0.5 6.8 ± 0.4 6.8 ± 0.7 6.8 ± 0.4 6.8 ± 0.7
韓国(n=7) 5:2:0 6.6 ± 0.5 6.1 ± 1.0 5.3 ± 0.7 5.7 ± 0.7 6.3 ± 1.0 6.1 ± 0.6 6.7 ± 0.5 6.3 ± 0.7
台湾(n=4) 4:0:0 7.5 ± 0.5 7.0 ± 1.0 6.3 ± 0.4 6.8 ± 0.4 6.8 ± 0.4 7.0 ± 0.0 7.0 ± 0.7 7.0 ± 0.7
中国(n=4) 2:1:1 6.5 ± 0.5 7.3 ± 0.8 6.5 ± 1.1 6.8 ± 1.1 6.8 ± 0.4 7.8 ± 0.4 6.8 ± 0.8 7.0 ± 0.7
日本(n=16) 8:8:0 6.7 ± 0.9 6.9 ± 0.9 6.0 ± 0.9 6.7 ± 1.0 6.6 ± 0.8 6.5 ± 1.1 6.8 ± 0.8 7.1 ± 0.7
その他(n=10) 5:5:0 6.5 ± 0.7 6.3 ± 1.0 6.5 ± 0.8 6.4 ± 0.7 6.7 ± 0.6 6.3 ± 0.9 6.5 ± 0.5 6.4 ± 0.8
全員(n=46) 25:20:1 6.7 ± 0.8 6.7 ± 1.0 6.1 ± 0.9 6.5 ± 0.9 6.6 ± 0.7 6.6 ± 0.9 6.7 ± 0.6 6.8 ± 0.8

平均±標準偏差

完熟マンゴー 太陽のタマゴ 完熟マンゴー

表４　留学生の国別のマンゴー（太陽のタマゴと完熟マンゴー）の比較

甘味 酸味 柔らかさ 総合評価

太陽のタマゴ 完熟マンゴー 太陽のタマゴ 完熟マンゴー 太陽のタマゴ

表５　茶の官能評価値(被験者全員26人)

釜煎り茶 6.11 ± 2.13 a 6.20 ± 2.45 5.36 ± 2.41 4.39 ± 2.06 5.68 ± 2.45 5.75 ± 2.22 a
煎茶 4.18 ± 2.06 b 4.90 ± 2.65 4.54 ± 2.32 5.45 ± 2.17 a 4.77 ± 1.92 5.44 ± 2.14

ティーバック 4.72 ± 2.55 5.94 ± 2.75 5.66 ± 2.66 3.96 ± 2.19 b 6.18 ± 2.12 4.39 ± 2.12 b

平均±標準偏差
異符号間に有意差有り(p<0.05)

総合評価香り 渋み 苦み 甘み 後味
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はじめに

　人口減少と少子・高齢社会に直面した今日において地域自らが経営の視点を持って地域の資
源を活用した持続可能な地域社会づくりがもとめられている。こうしたなかで廃校施設は、地
域が持つ重要な資源であり、これを拠点として地方創生に活かしていくことが期待されている
　宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会 は、平成 30 年度から令和元年度にかけて学部長
裁量経費の採択を受けて廃校活用に関する研究活動を行ってきた。平成 30 年度については、
廃校活用に関する実態を明らかにするために先進的事例を調査し、その成果を熊野ら (2019) お
よび令和元年６月 13 日（木）開催の第 77 回宮崎大学イブニングセミナー「小さな学校のソコ
ヂカラ～地域活性のカギとなる学校と地域の連携」にて発表した。
　令和元年度は、九州地域の全市町村を対象に「九州地域における廃校活用に関するアンケー
ト調査」を実施するとともに、宮崎大学において第１回九州廃校学会を９月２８日（土）に開
催した。当日は、九州各地の大学・行政・地域住民の関係者約 70 名が参加し、廃校活用につ
いて研究報告や意見交換を行った。
　廃校活用の実態については文部科学省 (2019) による調査がある。この調査は、全国を対象と
して廃校の発生数とその活用状況等を把握するために実施している。今回のアンケート調査は、
第１回目の九州廃校学会の開催にあたり、廃校活用研究会が九州地域内の実態をより明らかに
するため実施した。本稿は、九州廃校学会にて中間報告として報告した同アンケート調査の最
終結果として九州地域の全市町村を対象として廃校活用の実態把握と課題を明らかにするもの
である。
　

１．調査の目的と概要

　宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会は、九州地域（７県）の廃校活用に関する実態把
握と課題を明らかにするため、令和元年 8 月 10 日金）に九州７県の全市町村 233 の教育委員
会の廃校担当部局あてに送付、同年 9 月 13 日（金）を締め切りとして 119 の市町村から回答（回
答率　51.1％）を得た。本調査における「廃校」とは、市町村立の小・中学校のうち 2002 年度（平
成 14 年度）以降に廃校となったものを対象とした。各県別に回答状況は以下のとおりである。
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廃校活用にむけた現状と課題

～九州地域における廃校活用に関するアンケート調査結果から～
根岸裕孝・熊野稔・桑野斉・丹生晃隆・土屋有・長友瞳

 Current Status and Issues for Utilization of Closed Schools
－ From the Results of a Questionnaire Survey on the Utilization of Closed Schools

in the Kyushu Region －
Hirotaka　NEGISHI,　Minoru　KUMANO,　Hitoshi　KUWANO,
Yu　TUCHIYA，Terutaka　TANSHO，Hitomi　NAGATOMO



　　　　　　　　　　　　　　　表１　九州各県別の回答状

２．調査結果

１）廃校の有無～６５市町村（54.6%）廃校有～
　九州内で 2002 年度以降に廃校があったとされる市町村は、65 市町村に及び、回答市町村
に占める割合は 54.6% となった。県別では、大分県 (100%)、宮崎県 (76.5%) が高く、福岡県
(23.5%)、佐賀県 (41.7%) が九州全体からみると低くなっている。

表２　廃校有の市町村数

２）廃校数～九州における廃校数は 403 校 (2002 年度以降 )

※本調査における「廃校」とは、市町村立の小・中学校のうち 2002 年度（平成 14 年度）以降に廃校となったものを対象
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資料）宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会「九州地域における廃校活用に関するアンケート調査」）（ 年度実施）

廃校活用にむけた現状と課題 

～九州地域における廃校活用に関するアンケート調査結果から～ 
根岸裕孝・熊野稔・桑野斉・丹生晃隆・土屋有・長友瞳 

 
 Current Status and Issues for Utilization of Closed Schools 

－From the Results of a Questionnaire Survey on the Utilization of Closed Schools in the Kyushu 
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はじめに

人口減少と少子・高齢社会に直面した今日において地域自らが経営の視点を持って地域の資源を活用した持続可能な地域社

会づくりがもとめられている。こうしたなかで廃校施設は、地域が持つ重要な資源であり、これを拠点として地方創生に活か

していくことが期待されている

宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会は、平成 年度から令和元年度にかけて学部長裁量経費の採択を受けて廃校活

用に関する研究活動を行ってきた。平成 年度については、廃校活用に関する実態を明らかにするために先進的事例を調査

し、その成果を熊野ら および令和元年６月 日（木）開催の第 回宮崎大学イブニングセミナー「小さな学校のソコ

ヂカラ～地域活性のカギとなる学校と地域の連携」にて発表した。

令和元年度は、九州地域の全市町村を対象に「九州地域における廃校活用に関するアンケート調査」を実施するとともに、

宮崎大学において第１回九州廃校学会を９月２８日（土）に開催した。当日は、九州各地の大学・行政・地域住民の関係者約

名が参加し、廃校活用について研究報告や意見交換を行った。

廃校活用の実態については文部科学省 による調査がある。この調査は、全国を対象として廃校の発生数とその活用状

況等を把握するために実施している。今回のアンケート調査は、第１回目の九州廃校学会の開催にあたり、廃校活用研究会が

九州地域内の実態をより明らかにするため実施した。本稿は、九州廃校学会にて中間報告として報告した同アンケート調査の

最終結果として九州地域の全市町村を対象として廃校活用の実態把握と課題を明らかにするものである。

１． 調査の目的と概要

宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会は、九州地域（７県）の廃校活用に関する実態把握と課題を明らかにするため、

令和元年 月 日金）に九州７県の全市町村 の教育委員会の廃校担当部局あてに送付、同年 月 日（金）を締め切り

として の市町村から回答（回答率 ％）を得た。本調査における「廃校」とは、市町村立の小・中学校のうち 年

度（平成 年度）以降に廃校となったものを対象とした。各県別に回答状況は以下のとおりである。

表１ 九州各県別の回答状況

市町村数 回答数 回答率
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
計

資料）宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会「九州地域における廃校活用に関するアンケート調査」）（ 年度実施）

廃校活用にむけた現状と課題 

～九州地域における廃校活用に関するアンケート調査結果から～ 
根岸裕孝・熊野稔・桑野斉・丹生晃隆・土屋有・長友瞳 

 
 Current Status and Issues for Utilization of Closed Schools 

－From the Results of a Questionnaire Survey on the Utilization of Closed Schools in the Kyushu 
Region－ 

Hirotaka NEGISHI, Minoru KUMANO, Hitoshi KUWANO, 
Yu TUCHIYA，Terutaka TANSHO，Hitomi NAGATOMO 

 
 

はじめに

人口減少と少子・高齢社会に直面した今日において地域自らが経営の視点を持って地域の資源を活用した持続可能な地域社

会づくりがもとめられている。こうしたなかで廃校施設は、地域が持つ重要な資源であり、これを拠点として地方創生に活か

していくことが期待されている

宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会は、平成 年度から令和元年度にかけて学部長裁量経費の採択を受けて廃校活

用に関する研究活動を行ってきた。平成 年度については、廃校活用に関する実態を明らかにするために先進的事例を調査

し、その成果を熊野ら および令和元年６月 日（木）開催の第 回宮崎大学イブニングセミナー「小さな学校のソコ

ヂカラ～地域活性のカギとなる学校と地域の連携」にて発表した。

令和元年度は、九州地域の全市町村を対象に「九州地域における廃校活用に関するアンケート調査」を実施するとともに、

宮崎大学において第１回九州廃校学会を９月２８日（土）に開催した。当日は、九州各地の大学・行政・地域住民の関係者約

名が参加し、廃校活用について研究報告や意見交換を行った。

廃校活用の実態については文部科学省 による調査がある。この調査は、全国を対象として廃校の発生数とその活用状

況等を把握するために実施している。今回のアンケート調査は、第１回目の九州廃校学会の開催にあたり、廃校活用研究会が

九州地域内の実態をより明らかにするため実施した。本稿は、九州廃校学会にて中間報告として報告した同アンケート調査の

最終結果として九州地域の全市町村を対象として廃校活用の実態把握と課題を明らかにするものである。

１． 調査の目的と概要

宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会は、九州地域（７県）の廃校活用に関する実態把握と課題を明らかにするため、

令和元年 月 日金）に九州７県の全市町村 の教育委員会の廃校担当部局あてに送付、同年 月 日（金）を締め切り

として の市町村から回答（回答率 ％）を得た。本調査における「廃校」とは、市町村立の小・中学校のうち 年

度（平成 年度）以降に廃校となったものを対象とした。各県別に回答状況は以下のとおりである。

表１ 九州各県別の回答状況

市町村数 回答数 回答率
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２． 調査結果

１）廃校の有無～６５市町村（ ）廃校有～

九州内で 年度以降に廃校があったとされる市町村は、 市町村に及び、回答市町村に占める割合は となった。

県別では、大分県 、宮崎県 が高く、福岡県 、佐賀県 が九州全体からみると低くなっている。

※本調査における「廃校」とは、市町村立の小・中学校のうち 年度（平成 年度）以降に廃校となったものを対象・・

２）廃校数～九州における廃校数は 校 年度以降

廃校有との回答のあった５４市町村の廃校数は、計 校に及んでいる。各県別の数をみると、長崎県 校、鹿児島県

校、大分県 校の順となっている。

一方、市町村別の廃校数の上位をみると、特に廃校数多い市町村（ 校以上）は、６市に及び、これらを合計すると計

校、今回調査の全廃校数 校の を占めている。

３）廃校活用状況～九州地域全体で の廃校が未活用状態～

九州地域における廃校活用の状況をみると、廃校施設の状況が判明している 校のうち、活用中は 校、未活用 校、

施設現存せず 校となっており、未活用率（未活用 合計）は であった。

各県別の未活用率の上位をみると佐賀県 、熊本県 が高く、宮崎県 、鹿児島県 が全体から見る

と低くなっている。

表２　廃校有の市町村数

市町村数 回答市
町村数

廃校有 廃校なし
(B）

廃校有
(A)/(B）

福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
計
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図１　九州各県における廃校数（計 403 校）



廃校有との回答のあった 54 市町村の廃校数は、計 403 校に及んでいる。各県別の数をみると、
長崎県 92 校、鹿児島県 78 校、大分県 67 校の順となっている。
　一方、市町村別の廃校数の上位をみると、特に廃校数多い市町村（15 校以上）は、６市に及び、
これらを合計すると計 132 校、今回調査の全廃校数 403 校の 32.7% を占めている。

３）廃校活用状況～九州地域全体で 32.3% の廃校が未活用状態～
　九州地域における廃校活用の状況をみると、廃校施設の状況が判明している 356 校のうち、
活用中は 197 校、未活用 115 校、施設現存せず 44 校となっており、未活用率（未活用 / 合計）
は 32.2% であった。
　各県別の未活用率の上位をみると佐賀県 (40.0%)、熊本県 (38.7%) が高く、宮崎県 (18.8%)、鹿
児島県 (30.0%) が全体から見ると低くなっている。

表３　九州各県における廃校活用状況

４）活用用途～上位に行政施設、公民館、学校～
　活用用途をみると「その他」（※住民による一時利用、倉庫的利用含）が 76 件と最も多く、
次いで「行政施設」34 件、「公民館」31 件、「学校」29 件、「スポーツ施設」25 件となっている。
※「その他」は、地域における一時利用、倉庫的使用等が含まれる。
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はじめに

人口減少と少子・高齢社会に直面した今日において地域自らが経営の視点を持って地域の資源を活用した持続可能な地域社

会づくりがもとめられている。こうしたなかで廃校施設は、地域が持つ重要な資源であり、これを拠点として地方創生に活か

していくことが期待されている

宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会は、平成 年度から令和元年度にかけて学部長裁量経費の採択を受けて廃校活

用に関する研究活動を行ってきた。平成 年度については、廃校活用に関する実態を明らかにするために先進的事例を調査

し、その成果を熊野ら および令和元年６月 日（木）開催の第 回宮崎大学イブニングセミナー「小さな学校のソコ

ヂカラ～地域活性のカギとなる学校と地域の連携」にて発表した。

令和元年度は、九州地域の全市町村を対象に「九州地域における廃校活用に関するアンケート調査」を実施するとともに、

宮崎大学において第１回九州廃校学会を９月２８日（土）に開催した。当日は、九州各地の大学・行政・地域住民の関係者約

名が参加し、廃校活用について研究報告や意見交換を行った。

廃校活用の実態については文部科学省 による調査がある。この調査は、全国を対象として廃校の発生数とその活用状

況等を把握するために実施している。今回のアンケート調査は、第１回目の九州廃校学会の開催にあたり、廃校活用研究会が

九州地域内の実態をより明らかにするため実施した。本稿は、九州廃校学会にて中間報告として報告した同アンケート調査の

最終結果として九州地域の全市町村を対象として廃校活用の実態把握と課題を明らかにするものである。

１． 調査の目的と概要

宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会は、九州地域（７県）の廃校活用に関する実態把握と課題を明らかにするため、

令和元年 月 日金）に九州７県の全市町村 の教育委員会の廃校担当部局あてに送付、同年 月 日（金）を締め切り

として の市町村から回答（回答率 ％）を得た。本調査における「廃校」とは、市町村立の小・中学校のうち 年

度（平成 年度）以降に廃校となったものを対象とした。各県別に回答状況は以下のとおりである。

表１ 九州各県別の回答状況

市町村数 回答数 回答率
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
計
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５）廃校施設の運営主体　～「行政直営」の運営多い～
　廃校施設の運営主体をみると、「行政直営」が最も多く、ついで「民間企業」、「住民主体の団体」
が 続いている。

６）廃校未活用の理由　～活用団体見当たらない６割超～
　廃校未活用の理由について「活用団体が見当たらない」(62.0%) が最も多く、次いで「施設
の老朽化」（48.0%）、「改修のための予算が確保できていない」（36.0％）が続いている。

７）廃校活用にかかる問題　～住民と運営主体の意見調整５割～
　廃校活用にかかる問題（苦労した点）の上位には「住民と運営主体の協議」(50.0%)、「運営
主体の募集」(44.4%)、「改修費用の負担を巡る運営主体との協議」(29.6%) が続いている。

表３ 九州各県における廃校活用状況
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施設現存せず 44               18               2                 15               -                   1                 5                 3                 
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未活用率(A)/(B）
※調査票に現況の記載のないもの等が存在することから廃校数合計(403校）とは一致しない
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また、廃校活用に支障となる法律として「消防法」「旅館業法」「建築基準法」等があげられて
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(36.8%)、「廃校施設の利用者・集客確保」（35.1%）が上位となっている。
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10）来年度以降の廃校についての検討状況
　廃校についての検討状況をみると、７割の市町村が「検討していない」(70.9%) としている
ものの、「住民と協議中」(15.5%)、「既に廃校を決定」（13.6%）となった市町村もそれぞれ１割
となっている。

１１）自由回答
　廃校活用に関する自由意見として以下のような回答があった。

　・学校は、災害時の避難場所や地域コミュニティの核としての機能を有している事から、
　廃校活用にあたっては、これらの機能が損なわれないよう検討する必要があります。
　・問４に関係しますが、例えば簡易宿泊所にする場合、法的にどのような関係を法に従っ
　て整備すればよいのか。規模・用途別にわかりやすくした資料があれば、リノベする前に
　企業等にも相談の関係で案内ができるのでスムーズな活用につながると思います。またリ
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用に関する研究活動を行ってきた。平成 年度については、廃校活用に関する実態を明らかにするために先進的事例を調査

し、その成果を熊野ら および令和元年６月 日（木）開催の第 回宮崎大学イブニングセミナー「小さな学校のソコ

ヂカラ～地域活性のカギとなる学校と地域の連携」にて発表した。

令和元年度は、九州地域の全市町村を対象に「九州地域における廃校活用に関するアンケート調査」を実施するとともに、

宮崎大学において第１回九州廃校学会を９月２８日（土）に開催した。当日は、九州各地の大学・行政・地域住民の関係者約

名が参加し、廃校活用について研究報告や意見交換を行った。

廃校活用の実態については文部科学省 による調査がある。この調査は、全国を対象として廃校の発生数とその活用状

況等を把握するために実施している。今回のアンケート調査は、第１回目の九州廃校学会の開催にあたり、廃校活用研究会が

九州地域内の実態をより明らかにするため実施した。本稿は、九州廃校学会にて中間報告として報告した同アンケート調査の

最終結果として九州地域の全市町村を対象として廃校活用の実態把握と課題を明らかにするものである。

１． 調査の目的と概要

宮崎大学地域資源創成学部廃校活用研究会は、九州地域（７県）の廃校活用に関する実態把握と課題を明らかにするため、

令和元年 月 日金）に九州７県の全市町村 の教育委員会の廃校担当部局あてに送付、同年 月 日（金）を締め切り

として の市町村から回答（回答率 ％）を得た。本調査における「廃校」とは、市町村立の小・中学校のうち 年

度（平成 年度）以降に廃校となったものを対象とした。各県別に回答状況は以下のとおりである。

表１ 九州各県別の回答状況

市町村数 回答数 回答率
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
計

９）廃校活用のための支援策～活用主体とのマッチング事業７割～廃校活用のための支援策として「廃校活用したい企業・

マッチング事業」 、「資金支援・補助金制度」 、「専門情報の提供」 と続いている。

１０）来年度以降の廃校についての検討状況

廃校についての検討状況をみると、７割の市町村が「検討していない」 としているものの、「住民と協議中」 、

「既に廃校を決定」（ ）となった市町村もそれぞれ１割となっている。

１１）自由回答

廃校活用に関する自由意見として以下のような回答があった。

・学校は、災害時の避難場所や地域コミュニティの核としての機能を有している事から、廃校活用にあたっては、これら

の機能が損なわれないよう検討する必要があります。

９）廃校活用のための支援策～活用主体とのマッチング事業７割～廃校活用のための支援策として「廃校活用したい企業・

マッチング事業」 、「資金支援・補助金制度」 、「専門情報の提供」 と続いている。

１０）来年度以降の廃校についての検討状況

廃校についての検討状況をみると、７割の市町村が「検討していない」 としているものの、「住民と協議中」 、

「既に廃校を決定」（ ）となった市町村もそれぞれ１割となっている。

１１）自由回答

廃校活用に関する自由意見として以下のような回答があった。

・学校は、災害時の避難場所や地域コミュニティの核としての機能を有している事から、廃校活用にあたっては、これら

の機能が損なわれないよう検討する必要があります。



　ノベした際に廃材等が出るが、今、廃材の処分に多額の経費を要するため、そこを容易に
　できると、企業等も活用がしやすいのではないかと思います。
　・廃校に対する地域住民の思い入れは非常に強く、行政側の思いどおりにはならないこと
　が多いと思います。
　・行政と運営主体が一体となって地域活性化等に資する魅力的な活用を創出していくこと
　が理想ではありますが、財政的な問題等現実的にはハードルが高いと思います。
　・住宅が不足していてＩ・U ターン者及びふるさと留学生の受け入れ体制が整わない。
　・他の行政目的としての利用が見込まれない廃校については、「公共施設マネジメント計
　画」の基本方針を踏まえ、可能なものが民間売却を図ることとしている。しかしながら市
　街化調整区域にあるものや、接道条件が悪く、開発許可が難しいものもあり、売却が困難
　であることから、長期利活用に至っていないものもある。
　・古い施設は、耐震化されていないものもあり、改修に多額の費用を要することから利用
　が厳しい
　・活用するにあたっては、地域の活性化につながるような施設が必要であるため、地元と
　の協議が重要である。
　・一時的な活用ではなく長期的な更に地域の活性化を目的とするとなると行政主導の考え、
　具現化は形成や前例にとらわれて困難な部分が多くあるのではないでしょうか。
　・特に学校は地域とのつながりが深く、その地域住民の学校に対する特別な思いや利活用
　に対する意見等も考慮しながら、廃校施設、跡地の活用の方法等を検討していくことも必
　要な要素の１つである。（他市等で優れた利活用の実績があったからといってそれをその
　まま活用、または応用できるとは限らない）
　・活用をするにあたり、費用等は行政主体で行っている。

３．調査結果を踏まえた廃校活用の課題

　調査結果から回答のあった九州内の市町村の半数に廃校があり、未活用の比率は約３分の１
に及んでおり、その活用は地域の活性化にとって重要な課題である。
　活用用途として行政施設や公民館・学校・スポーツ施設等の教育施設関連の利用が多いもの
の、直売所、レストラン、宿泊施設等のへの利用はまだ少ないのが現状である。学校は地域コ
ミュニティの核でもあることから、そのまま行政施設や教育施設としての利用が多くなってい
ると思われる。ただし、人口が減少し地域コミュニティの持続性が問われるなかで、地域の雇
用を創出し、地域外からの「外貨」稼ぐことが求められることから、従来型の行政・教育施設
中心の活用から「外貨」を稼ぐ活用団体の確保・育成、経営ノウハウや人材育成が課題となる
と思われる。
　また、未活用の理由として、活用団体が見当たらない、施設の老朽化、改修費用のための予
算確保があげられている。さらに、廃校活用の問題（苦労した点）として、住民と運営主体の
意見調整、運営主体募集、改修費用の負担があげられている。また、廃校活用の課題では、施
設維持のための費用確保、運営団体の運営能力向上、利用者・集客確保があげられている。ま
た、廃校活用の支援策では、運営主体とのマッチング事業、改修や維持のための資金面での支
援、専門情報の提供があげられている。

－ 17 －

宮崎大学地域資源創成学部紀要　第 3 号



　こうしたことを踏まえると、廃校の活用を通じた地域づくりに向けて以下の取り組みが必要
と思われる。
　第一に、廃校に際しては行政と住民との協議を十分に行い、廃校後の施設の活用を通じた地
域づくりのビジョンを形成する必要があると思われる。学校は、地域コミュニティの核であり、
廃校自体が地域社会の衰退を加速化させる可能性がある。こうしたことを避けるためにも廃校
施設の利活用を契機とした地域づくりにむけて行政と住民との十分な協議が必要である。また、
運営主体を外部から誘致した場合にも住民と運営主体との十分な意見調整も重要である。
　第二に、廃校活用にむけた運営主体の育成ないし確保である。行政と住民との十分な協議の
もと運営主体をどのように確保するか課題である。住民自らが運営主体となるケースとともに
地域外からの運営主体の誘致も期待される。廃校未活用利用の最も多い理由は運営主体がみつ
からないことであり、支援策のニーズとしてマッチング事業も高いことから積極的な支援が求
められる。
　第三に、廃校活用に必要な資金の確保である。廃校活用に際しては改修費用の負担が求めら
れるとともに、未活用であっても維持費用が生じることとなる。廃校活用は、リノベーション
を通じて地域の価値向上を創出しうるものであるが、必要な資金を誰がどのように確保し負担
していくのか課題である。国・地方自治体の資金支援のみならず、規制の緩和など民間が参入
しやすい環境づくりなどを通じて多様な取り組みが期待される。

４．おわりに

　人口減少と少子・高齢社会に直面した今日において地域自らが経営の視点を持って地域の資
源を活用した持続可能な地域社会づくりがもとめられている。こうしたなかで廃校施設は、地
域が持つ重要な資源であり、これを拠点として地方創生に活かしていくことが期待されている。
今回は、アンケート調査によって廃校活用の現状と課題を明らかにしてきたが、今後はヒアリ
ング調査を通じてさらに検討を深めるとともに、これらの研究成果の公表にむけて努力をして
いきたい。

参考文献

1) 文部科学省 (2019)「平成 30 年度廃校施設活用実態調査の結果について」https://www.mext.
go.jp/a_menu/shotou/zyosei/yoyuu.htm　2020 年 2 月 18 日アクセス
2) 熊野稔・根岸裕孝・桑野斉・丹生晃隆・土屋有・長友瞳（2019）「地域資源としての廃校の
活用事例と手法に関する一考察全国先進事例と宮崎県の事例を通して－」『宮崎大学地域資源
創成学部研究紀要』2：45-63.
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廃校活用にむけた現状と課題
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１．はじめに

　宮崎には多くの魅力的な観光資源があるにも関わらず、情報の発信不足により利益を損失し
ているといわれている。そこで、筆者は「地域の国際化推進の研究」を研究テーマとして、「ICT
を活用した宮崎の魅力をグローバルに発信する研究」に取り組んでいる。
　本研究は、門川町と宮崎大学の連携事業受託研究の一環として、2017 年度から門川町を
フィールドに研究事業を行ってきた。これまでに、多言語による食レポと観光レポート及び感
想や紹介などを多言語で伝えるためのコンテンツを多数開発し、グローバル対応の最新のテク
ノロジーである SNS 等を活用し、「地域の魅力の多言語グローバル発信」を行ってきた。また、
情報発信の改善のために、各 SNS などのフィードバック機能とアンケート調査から得られる
結果を分析し効果を測定し、本報告書に２年間の記録として纏めた。

２．研究の背景

（1）門川町には美しい景観や新鮮で美味しい食べ物、町民の人間味、くつろげる環境がある
などの多くの魅力が多く存在しているが、プロモーションが従来の手法でしか行われて
おらず、現代の技術を用いたプロモーションは積極的に行われてこなかった。

（2）門川町はプロモーションにおいて、観光客を惹きつけるために、特にソーシャルメディ
アを活用する必要がある。

（3）また、総務省の「地域の国際化の推進」1 によると、ICT 技術等の急速な技術の発展により、
人・物・情報の流れは、地球的規模に拡大している。そのような中で、諸外国との交流
は国家レベルのものから地域レベル・草の根レベルにシフトしてきており、特に地域レ
ベルの交流においては、異文化の理解等諸外国との相互理解を一層推進するものである
とともに、その過程でその地域のアイデンティティーが発見・明確化され、更なる魅力
ある地域づくりを促進してくれるものであると注目されている。

３．研究の目的

（1）門川町の地域の魅力を世界に向けて多言語で発信する。門川町にて魅力発信の実験を行
い、アクセス分析等して地域の魅力を発信するための手法を構築していく。そのため、
研究組織に宮崎大学の留学生と現地 ALT 等の外国人を組込みながら行っていく。

（2）本研究は留学生や日本人学生、高校生のグローバル人材の育成も視野に入れている。
ICT を活用する実践的教育と高大連携による国際交流を図り、未来へとつなぐための地
元のグローバル人材の育成を行う。

（3）（1）、（2）の国際化推進の取組みによる、地域へのグローバルインパクトの効果を検証する。
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４．研究方法

（1）グローバル魅力発信
　　グローバル魅力発信の活動は以下の内容である。
  ① SNS サイトの活用によるプロモーションの多角化を行うために、グローバル規模でかつ  
     多様なジャンルの SNS サイトを活用した（表 1）。
  ②門川町にて、宮崎大学の留学生・現地 ALT の外国人と一緒に地域の魅力を発見し、情
     報発信をするための動画や写真、記事等のコンテンツを作成した（表 2）。
  ③ 8 種類の多言語2による 124 本のグルメ＆観光レポートを作成した。
  ④活用 SNS サイトのフィードバック機能の活用とその分析を行った（アクセス分析）。

（表 1　SNS サイト表）

（表 2　現地での活動内容）

 研究方法

 グローバル魅力発信

グローバル魅力発信の活動は以下の内容である。

① SNS サイトの活用によるプロモーションの多角化を行うために、グローバル規模でかつ多様なジャ

ンルの SNS サイトを活用した（表 ）。

② 門川町にて、宮崎大学の留学生・現地 ALT の外国人と一緒に地域の魅力を発見し、情報発信をする

ための動画や写真、記事等のコンテンツを作成した（表 ）。

③ 種類の多言語による 本のグルメ＆観光レポートを作成した。

④ 活用 SNS サイトのフィードバック機能の活用とその分析を行った（アクセス分析）。

日本語・英語・中国語（台湾語）・韓国語・フランス語・ドイツ語（ドイツスイス語）・ミャンマー語・スロベニア語

（表 SNS サイト表）

 高大連携による国際交流

年 月 日に宮崎県立門川高等学校と宮崎大学による異文化交流会を開催した。宮崎大学からは

本研究に加わっている台湾と韓国からの留学生と地域資源創成学部の学部生が参加し、門川高等学校の総

合進学系列 年生に対し、母国の食や観光地、研究テーマ等の紹介を行った。また、同校生徒による総合

学習の成果発表等も行った。

 結果の概要

 各 SNS の発信結果

① YouTube 
門川町で撮影した多言語でのグルメレポートや観光レポート、インタビュ動画等を 本作成し発信し

てきた。その内訳は、英語が 本、中国語（台湾語も含む）が 本、ドイツ語（ドイツスイス語も含む）

が 本、韓国語が 本、日本語が 本、フランス語が 本、ミャンマー語が 本、スロベニア語が 本

である。また、動画の URL を他の SNS（主に Facebook）で発信することで、より多くの人に動画を閲

覧できる状態にした。

年 月上旬に測定した結果、総再生回数は 回、その内 回はトラフィックソースが外

部であった。このことから、他の SNS でも発信することで更に多くの人に動画が到達しやすいことがわ

かった。言語別の総再生回数としては、英語が 回、中国語（台湾語も含む）が 回、ドイツ語（ド

イツスイス語を含む）が 回、韓国語が 回、日本語が 回、フランス語が 回、ミャンマー

語が 回、スロベニア語が 回であった。

また、YouTube で発信した動画が宮崎県内の外国人に届いているという報告を門川町の ALT から以下

の様に受けた。

“I was at Kadogawa Onsen with my friend (another ALT) and she started talking to another foreign 
woman. When I walked over the woman immediately recognized me from the YouTube videos of me 
describing different places in Kadogawa. She was the ALT in Shiiba many years ago; now she lives in 
Hyuga. Neither my friend nor I had seen her before so she's not really part of the ALT expat community 

（表 現地での活動内容）
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2日本語・英語・中国語（台湾語）・韓国語・フランス語・ドイツ語（ドイツスイス語）・ミャンマー語・
スロベニア語



（2）高大連携による国際交流
　2018 年 7 月 13 日に宮崎県立門川高等学校と宮崎大学による異文化交流会を開催した。
宮崎大学からは本研究に加わっている台湾と韓国からの留学生と地域資源創成学部の学
部生が参加し、門川高等学校の総合進学系列 3 年生に対し、母国の食や観光地、研究テー
マ等の紹介を行った。また、同校生徒による総合学習の成果発表等も行った。

５．結果の概要

（1）各 SNS の発信結果
① YouTube

　門川町で撮影した多言語でのグルメレポートや観光レポート、インタビュ動画等を 124
本作成し発信してきた。その内訳は、英語が 46 本、中国語（台湾語も含む）が 28 本、ド
イツ語（ドイツスイス語も含む）が 14 本、韓国語が 13 本、日本語が 9 本、フランス語が
7 本、ミャンマー語が 4 本、スロベニア語が 3 本である。また、動画の URL を他の SNS（主
に Facebook）で発信することで、より多くの人に動画を閲覧できる状態にした。
　2019 年 2 月上旬に測定した結果、総再生回数は 11,495 回、その内 2,273 回はトラフィッ
クソースが外部であった。このことから、他の SNS でも発信することで更に多くの人に
動画が到達しやすいことがわかった。言語別の総再生回数としては、英語が 3,713 回、中
国語（台湾語も含む）が 816 回、ドイツ語（ドイツスイス語を含む）が 75 回、韓国語が
47 回、日本語が 5,518 回、フランス語が 1,210 回、ミャンマー語が 27 回、スロベニア語
が 106 回であった。
　また、YouTube で発信した動画が宮崎県内の外国人に届いているという報告を門川町
の ALT から以下の様に受けた。
　“I was at Kadogawa Onsen with my friend (another ALT) and she started talking to 
another foreign woman. When I walked over the woman immediately recognized me 
from the YouTube videos of me describing different places in Kadogawa. She was the 
ALT in Shiiba many years ago; now she lives in Hyuga. Neither my friend nor I had 
seen her before so she’s not really part of the ALT expat community so she must 
have learned about the videos from a different source. She said she likes the onsen here 
but didn’t seem to know much else about Kadogawa before watching the videos. She 
seemed excited that the town was using me to help reach out to foreigners.”
　このコメントから、本プロジェクトで発信している動画が宮崎県在住の外国人に到達し
ていることが確認され、また、外国人を活用した情報発信をする地域の取組みは、外国人
の関心を集め得るものだと示されていた。

② Google マップ
　これまでに訪れた飲食店や観光名所等を Google マップに登録及び情報の追加を行った。
また、26 箇所の飲食店や観光名所等の写真を 133 枚、それとともにコメントを投稿した。
　2017 年 9 月から投稿を始め、2019 年 2 月上旬に測定した結果、画像の合計閲覧数が
161,390 回に達した。

③ Facebook ページ
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　「宮崎県門川町の魅力発信プロジェクト」の Facebook ページを立ち上げ、これまでに日
本語版の記事 22 件、英語版の記事 11 件を投稿してきた。また、カバー動画の設定も行った。
　2019 年 2 月上旬に測定した結果、Facebook ページへのフォロー数が 165 人、2018 年以
降に投稿した記事の平均リーチ数が約 202 人、最高リーチ数が 733 人、カバー動画の閲覧
数が 221 回であった。
　また、Facebook ページで発信したカバー動画に対し、門川町出身で都内に勤めている
男性からコメントが寄せられた。その男性とのコメントのやり取りを以下に記す。

　「僕は門川町本町出身です。もう何年も帰っていません、この動画は嬉しいですね！！
頑張ってください！！」（門川町出身の男性）
　「宮崎大学の金岡です。素晴らしい励ましのメッセージありがとうございます！こちら
にも門川町の動画を掲載しているのでご覧ください。」（Facebook ページ管理者）
　「こちらこそ宜しくお願いします。僕も都内のスーパーに勤めて、店内で門川町水永水
産干魚を見ると、嬉しくてパートナーさんにお勧めしていました。門川町頑張って欲しい
ですね！！門川町宜しくお願い致します。」（門川町出身の男性）

　上記のコメントにより、Facebook ページの発信が門川町外の人に届いていることと共
に、門川町の出身者は門川町の水産物に価値があると認識していることが確認された。

④ Japan Guide
　これまでに Japan Guide のサイトの User Reports に、門川町の体験の英語のレポート
を 23 件投稿した。
　しかし、Japan Guide のサイトの User Reports にはフィードバック機能が無かったため、
結果が得られなかった。

⑤ Trip Advisor
　これまでに訪れた飲食店や観光名所等の登録や情報の追加を 11 件行ってた。それに伴
い、写真や口コミも 11 件分投稿を行った。
　2019 年 2 月上旬に計測した結果、投稿した口コミが 5,000 人以上 10,000 人未満の人々
に読まれたことがわかった。

⑥ Yelp
　これまでに訪れた飲食店や観光名所等の登録及び情報の追加を 31 件行った。それに伴
い、92 枚の写真や 31 件の口コミの投稿を行った。
　得られた結果の中でも記録が最大のものとして、2018 年 5 月 26 日から 8 月 26 日の 3 ヵ
月の画像の閲覧数 2705 回、2018 年 10 月 24 日から 2019 年 1 月 24 日の 3 カ月のレビュー
閲覧数 262 回が確認された。

⑦ Retty
　これまでに訪れた飲食店の登録や情報の追加、口コミの投稿を 11 件分行った。
2019 年 2 月上旬に測定した結果、口コミへの「いいね」の平均の数が 15.9 件であった。

⑧ Instagram
　これまでに日本語版アカウントと英語版アカウントのそれぞれを立ち上げ、日本語版の
投稿を 13 件、英語版の投稿を 3 件行ってきた。
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　2019 年 2 月上旬に測定した結果、日本語版アカウントのフォロワー数 33 人、いいねの
平均が 8.5、2018 年 9 月における投稿のインプレッション数（すべての投稿が表示された
合計回数）が 191 回であった。英語版のアカウントのフォロワー数は 95 人、いいねの平
均が 17.7 であった。

（2）SNS サイト評価マトリックス表
　SNS サイトを利用したプロモーションは費用対効果が高いことと、発信した情報が
市場にリーチするのが早いことが確認された。また、YouTube に公開した動画を Face-
book ページに URL を貼る等の、他の SNS サイトを連動させることで、情報量が多く
相手に臨場感を与える動画をより効率的に拡散することが出来る。

　それぞれの SNS の特性が異なるため、それらを理解し、目的や活用できる資源等を
基に、活用すべき SNS サイトがどれであるかを吟味する必要がある。その際に、下図
のような SNS サイトの評価マトリックス表が役に立つと考えられる（表 3）。

それぞれの基準設定または評価は下記のように行った。
①発信のしやすさ

•Japan Guide ★ 1…英語または中国語で発信しなければならないため。
•YouTube ★ 1…機材が必要であり、動画の編集にある程度のクオリティが求められるため。
•TripAdvisor ★ 2…Google マップと yelp と同じ発信方法だが、それらを比較した時、　　
 Trip Advisor の方が店を登録するのに多くの情報を入力しなければならないため。

②情報量
これは文章と写真で★ 2、動画で★ 3 と基準を設定している。動画が★ 3 なのは、動画で
発信することで、視覚的・聴覚的に見る側へ多くの情報を与えるため。

③作用力
発信した直後に、フォロワー等の多数の人々に届くかどうか。

④インバウンド向け
★ 2…多言語自動翻訳機能があるかどうか。★ 3…SNS サイトのターゲットに外国人旅行
客を含んでいるかどうか。

（表 3　SNS サイトの評価マトリックス表）
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 ヒアリング及びアンケート調査

研究に対する評価や市場調査を行うために、 カ国の人々 名（内 程度外国人）に対し、研究の

評価や、旅行の際に集める情報、使用 等についてヒアリング調査やアンケート調査を行った（図 ）。

その内 名の回答者の回答を分析した。回答者の属性としてアジアの出身者が 名、アフリカ出身者が

名、欧州・北米出身者がそれぞれ 名、オセアニア州・南米出身者がそれぞれ 名ずつである。

「研究に対する評価」の質問では、回答者の がポジティブな評価を選択し、「この研究は、地域の

魅力を世界に発信するのにどれくらい効果的であると考えるか」の質問では、回答者の がポジティ

ブな評価を選択していた（図 ・図 ）。

また、「海外旅行客に向けて、この研究をあなたの国や地域で活用した場合、地域にどれほどの利益が得

られると思うか」という質問では、回答者の がポジティブな評価を選択した（図 ）。この結果から、

本研究の必要性や重要性について多くの人々から理解を得ていることが確認できる。

次に、「SNS を活用した地域の魅力の情報発信についてどう考えるか」に対する回答者のコメントとし

て、“It has a wide coverage. Most young people use SNS and it will be a great way to pass the 

information to them. I also prefer SNS, I use it on daily basis and it is convenient and affordable to 
reach.（若者の SNS の使用頻度や情報の有効な拡散方法）、 “This is good tools to promote local products 
and services in wider market and international market as well. Moreover, we can promote local tourist 
site through these channel.”（ICT ツールを使うことで、広い市場及び国際規模の市場に拡大することが

出来る。更に、そのチャネルを通して地域の観光場所を広報することも出来る）、When I found out I would 
be living in Kadogawa, I tried to use these same techniques to learn about my new home but I found 
almost nothing online in English and not much in Japanese. I think pictures are especially important 
because sometimes seeing pictures of tasty food or beautiful scenery is what gets you interested in a 
place--and there are no language barriers with photography.”（門川在住の外国人のコメント：門川町の

SNS での情報発信不足を感じていた。日本語でもあまり発信されていなかった。写真は言語の壁が無いた

め、その活用は重要であると思う）、 “Using SNS for local promotion is very effective in Japan because 
of good connection to the Internet and also local people (Japanese) is very educated in using various 
SNS.” 日本はインターネット環境が整っており、また、日本人の様々な SNS に対するリテラシーが高い

ことにより、SNS を使ったプロモーションは効率的である 、 “It’s also good to preserve local culture and 
local products. So with the idea of using SNS for local promotion, local culture and products will be 

（表 サイトの評価マトリックス表）



（3）ヒアリング及びアンケート調査
　研究に対する評価や市場調査を行うために、23 カ国の人々 151 名（内 1/3 程度外国人）
に対し、研究の評価や、旅行の際に集める情報、使用 SNS 等についてヒアリング調査
やアンケート調査を行った（図 1）。その内 32 名の回答者の回答を分析した。回答者の
属性としてアジアの出身者が 22 名、アフリカ出身者が 4 名、欧州・北米出身者がそれ
ぞれ 2 名、オセアニア州・南米出身者がそれぞれ 1 名ずつである。
　「研究に対する評価」の質問では、回答者の 81.3% がポジティブな評価を選択し、「こ
の研究は、地域の魅力を世界に発信するのにどれくらい効果的であると考えるか」の質
問では、回答者の 87.6% がポジティブな評価を選択していた（図 2・図 3）。
　また、「海外旅行客に向けて、この研究をあなたの国や地域で活用した場合、地域に
どれほどの利益が得られると思うか」という質問では、回答者の 84.4% がポジティブな
評価を選択した（図 4）。この結果から、本研究の必要性や重要性について多くの人々
から理解を得ていることが確認できる。
　次に、「SNS を活用した地域の魅力の情報発信についてどう考えるか」に対する回
答者のコメントとして、“It has a wide coverage. Most young people use SNS and it 
will be a great way to pass the information to them. I also prefer SNS, I use it on daily 
basis and it is convenient and affordable to reach.（若者の SNS の使用頻度や情報の
有効な拡散方法）、 “This is good tools to promote local products and services in wider 
market and international market as well. Moreover, we can promote local tourist site 
through these channel.”（ICT ツールを使うことで、広い市場及び国際規模の市場に拡
大することが出来る。更に、そのチャネルを通して地域の観光場所を広報することも
出来る）、When I found out I would be living in Kadogawa, I tried to use these same 
techniques to learn about my new home but I found almost nothing online in English 
and not much in Japanese. I think pictures are especially important because sometimes 
seeing pictures of tasty food or beautiful scenery is what gets you interested in a place-
-and there are no language barriers with photography.”（門川在住の外国人のコメン
ト：門川町の SNS での情報発信不足を感じていた。日本語でもあまり発信されていな
かった。写真は言語の壁が無いため、その活用は重要であると思う）、 “Using SNS for 
local promotion is very effective in Japan because of good connection to the Internet 
and also local people (Japanese) is very educated in using various SNS.” (日本はインター
ネット環境が整っており、また、日本人の様々な SNS に対するリテラシーが高いこと
により、SNS を使ったプロモーションは効率的である )、 “It’s also good to preserve 
local culture and local products. So with the idea of using SNS for local promotion, local 
culture and products will be preserved and used as reference to future generations.”

（SNS の活用は伝統文化・工芸品の保存にも繋がり、それが次世代の人たちに参考資料
として使われだろう）等の多角的な意見により、本研究の別視点での価値や意義につい
ての考えが得られ、今後の研究活動に活かすことが出来ると期待している。
　情報発信のための情報収集をするために、「旅行で訪れる前に、地域に関して欲しい
情報は何か」の質問をしてみたところ、「食べ物、郷土料理、飲食店」などの食べ物関
係の回答が最も多く、次に「観光場所、宿泊施設（安い）」が並んで多かった。それ以
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外は順に「交通機関・ルート」、「文化（生活・マナー）」、「治安・犯罪率・交番」、「イ
ベント・祭り・伝統行事」、「歴史」等が続いた（図 5）。次に「普段、どのような SNS
サイトを活用しているか」の質問では、Google Maps、YouTube、Facebook の 3 つが
並んで多く、それ以外の SNS サイトは順に LINE、Trip Advisor、Instagram、Japan 
Guide、Retty、Linkedin、Wechat、Whatsapp、Twitter、Viber、Messenger、Google 
search が続いた（図 6）。
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（図 1　回答者の出身国）

（図 2　研究に対する評価）

（図 3　研究の効果の評価）

（図 4　他地域への横展開の可能性）

（図 5　旅行前に地域に関して欲しい情報） （図 6　使用する SNS サイトについて）

preserved and used as reference to future generations.”（SNS の活用は伝統文化・工芸品の保存にも繋

がり、それが次世代の人たちに参考資料として使われだろう）等の多角的な意見により、本研究の別視点

での価値や意義についての考えが得られ、今後の研究活動に活かすことが出来ると期待している。 
情報発信のための情報収集をするために、「旅行で訪れる前に、地域に関して欲しい情報は何か」の質問

をしてみたところ、「食べ物、郷土料理、飲食店」などの食べ物関係の回答が最も多く、次に「観光場所、

宿泊施設（安い）」が並んで多かった。それ以外は順に「交通機関・ルート」、「文化（生活・マナー）」、「治

安・犯罪率・交番」、「イベント・祭り・伝統行事」、「歴史」等が続いた（図 ）。次に「普段、どのような

SNS サイトを活用しているか」の質問では、Google Maps、YouTube、Facebook の つが並んで多く、

それ以外のSNSサイトは順にLINE、Trip Advisor、Instagram、Japan Guide、Retty、Linkedin、Wechat、
Whatsapp、Twitter、Viber、Messenger、Google search が続いた（図 ）。



（4）高大連携
　門川高校と宮崎大学による高大連携を行った。これにより、門川高校の生徒にに留学
生との国際交流の機会を提供するとともに、大学高校間で総合学習や研究の内容を発表
しあうことで、異文化理解や互いの経験・学びを知る機会となった。

（5）地域での留学生・ALT の活用
　本研究では、グローバル魅力発信と高大連携の際に、留学生や現地 ALT、大使館の
活用を行い、地域における外国人活用の 1 つのモデルを示すことが出来た。
今回参加した外国人の人数は 14 名であり、それぞれの出身国はアメリカ合衆国、カナダ、
台湾、韓国、スイス、スロベニア、ミャンマー、トーゴ共和国であった。

（6）国内外の教育・研究・国際機関での授業＆発表
　国内外の研究・教育機関、学会等で本プロジェクトの発表及び講義を行った（表 4）。
内訳として、国内では研究機関で 7 回、教育機関で 1 回、行政機関で 1 回、国際機関で
2 回、国外では教育機関で 2 回行った。

（表 4　発表場所）

　
　（7）ニュース番組・新聞での報道

　留学生を活用した多言語情報発信や高大連携等の門川町での取組みがマスメディアに
注目され、これまでに報道番組で 2 本放送され、新聞記事で 4 本掲載された。

６．「地域の国際化推進」の関連研究事業

　門川町での地域の国際化推進の研究がきっかけとなって、日向市の 2020 東京オリンピック・
パラリンピックモデル事業を行う。本研究で構築したグローバル魅力発信の仕組みを活用し、
モデル事業での取組みを国内外に広め、「地域の国際化推進」を図る。
　門川町での研究の横展開や日向市でのモデル事業を通じて、多言語情報発信とグローバルイ
ンパクトの効果を検証し、それから得られる成果を門川町で活かしたい。

 高大連携

門川高校と宮崎大学による高大連携を行った。これにより、門川高校の生徒にに留学生との国際交流の

機会を提供するとともに、大学高校間で総合学習や研究の内容を発表しあうことで、異文化理解や互いの

経験・学びを知る機会となった。

 地域での留学生・ALT の活用

本研究では、グローバル魅力発信と高大連携の際に、留学生や現地 ALT、大使館の活用を行い、地域に

おける外国人活用の つのモデルを示すことが出来た。

今回参加した外国人の人数は 名であり、それぞれの出身国はアメリカ合衆国、カナダ、台湾、韓国、

スイス、スロベニア、ミャンマー、トーゴ共和国であった。

 国内外の教育・研究・国際機関での授業＆発表

国内外の研究・教育機関、学会等で本プロジェクトの発表及び講義を行った（表 ）。内訳として、国内

では研究機関で 回、教育機関で 回、行政機関で 回、国際機関で 回、国外では教育機関で 回行

った。

 ニュース番組・新聞での報道

留学生を活用した多言語情報発信や高大連携等の門川町での取組みがマスメディアに注目され、これま

でに報道番組で 本放送され、新聞記事で 本掲載された（ ．巻末資料）。

 「地域の国際化推進」の関連研究事業

門川町での地域の国際化推進の研究がきっかけとなって、日向市の 東京オリンピック・パラリンピック

モデル事業を行う。本研究で構築したグローバル魅力発信の仕組みを活用し、モデル事業での取組みを国内外

に広め、「地域の国際化推進」を図る。

門川町での研究の横展開や日向市でのモデル事業を通じて、多言語情報発信とグローバルインパクトの効果

を検証し、それから得られる成果を門川町で活かしたい。

（表 発表場所）
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はじめに

　1990 年代は、世界経済はもとより、日本経済にとっても時代の転換点であった。それは「経
済のグローバル化」と表現され、各国・地域経済は世界経済へと包摂されていった。1990 年
代から現在、つまり 2010 年代までの世界経済を振り返ってみると、東西ドイツの統一、冷戦
体制の終焉から始まるグローバル化の進展、ロシア・中東欧諸国の資本主義化、新興国・発展
途上地域の経済発展、中国の経済成長によって、世界経済の一体化が急速に進んだ時代でもあっ
た。現代世界経済は、「グローバル化の時代」から「グローバル化された世界」へと変容を遂
げており、世界経済の一体化が進んだ 1990 年代以降の 30 年間を一度、立ち止まって再検討す
ることが求められている。
　この間、日本経済のグローバル化も進んだ。自由化・規制緩和の進展と外資系企業の参入、
国内地域と各国地域との経済関係の深化はその一例である。しかし、経済・社会・文化のグロー
バル化は、通貨危機、経済危機が全世界へと瞬時に波及する契機となり、2010 年代には各国
において所得格差拡大による社会的分断や民主主義の後退が見られるようになっている。日本
国内においても、「価格破壊」とデフレ経済、非正規雇用の拡大による所得格差の拡大、少子
高齢化の進展、地域経済の活力低下などの課題が、国内経済や社会に直接的な影響を与えるよ
うになっている。そして日本企業の事業活動に着目すれば、大企業・中小企業、製造業・非製
造業などの違いを問わず、海外事業展開が加速化・積極化した時代でもあり、日本企業は「国
際化」を経て、「グローバル」に海外事業活動を展開している。
　本論文では、経済のグローバル化が進展し、1 つの到達的に達し、世界経済が転換点を迎え
た 1990 年代から 2010 年代の 30 年間に着目し、日本企業の海外事業活動がどこまで進展し、
さらにどのような変容を遂げてきたのかを明らかにする。とはいえ、企業の海外事業活動は、
各企業の事業戦略や組織のみならず、企業を取り巻く外部経済環境、世界経済情勢の変化によっ
て大きく左右する。そこで、本論文では日本企業による海外現地法人の設立や対外直接投資、
海外事業活動の進展のみに焦点を絞るのではなく、海外からの現地法人の撤退動向にも注目す
ることで、進出と撤退の双方向の視点から海外事業活動の展開過程へと接近する。
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世界経済のグローバル化と日本企業の海外進出・撤退

―1990 から 2010 年代の動向を中心に―
小山 大介（宮崎大学地域資源創成学部）

Globalization of the World Economy and the Foreign Direct Investment, Divestment 
of Japanese Companies

－ Focusing on Trends from the 1990s to the 2010s －
Koyama, Daisuke



　この一連の分析によって、日本企業の海外事業活動の拡大と再編過程の一端が垣間見えると
考えら、経済のグローバル化が質・量ともに進展した 30 年間において、日本企業の海外事業
活動がいかなる構造変化を遂げてきたのか明らかにする。そこで、本論文では、まず、日本企
業による海外直接投資の推移、現地法人の設置動向を明らかにし、次いで海外からの現地法人
の撤退を複数の視点から分析し、海外事業活動の中心主体や重心がどのように変化しているの
かについて検討する。

１．日本企業による海外直接投資と現地法人の設立

（1）日本企業による海外直接投資動向
　日本企業による海外事業活動は、1950 年代から行われており、プラザ合意や前川リポート
の発表以降、急速に進展した 1。とはいえ、日本企業が本格的にグローバルな生産・流通・販
売体制を構築し、GVCs（グローバル・バリュー・チェーン）を形成するのは、1990 年代以降
のことであると考えられる（小山 2016）。通産省が 1989（平成元）年に発表した調査結果に
よると、日本企業の海外現地法人の売上高は、44 兆 3,106 億円であったが、2017 年（平成 29 年）
には288兆1,327億円に達している。また、現地従業員は92万人から595万人に拡大している（通
産省 1989、経産省 2019）。海外で事業活動を展開する拠点となる現地法人についても同様で、
日本企業の海外現地法人数は、1990 年 10 月末の 1 万 2,522 社から 2018 年 10 月末には 3 万 1,574
社へと 2.5 倍に増加しているのである（東洋経済新報社 1991、2019）。
　ではこの間の日本企業（国内居住者）による海外直接投資動向について図 1 で確認してみよ
う。まず分析に進める前に注意しなければならないことは、直接投資統計手法の変更である。
日本に限ったことではないが、2013 年以前と 2014 年以降とでは、国際収支統計の手法が異なっ
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1 日本企業による海外事業展開は、第二次世界大戦以前にも行われており、総合商社によるイギリス、ア
メリカ、インド等への進出、旧植民地であったアジア各地において、活発な事業活動が行われていた。
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（1）日本企業による海外直接投資動向 
日本企業による海外事業活動は、1950 年代から行われており、プラザ合意や前川リポートの発表以降、急速

に進展した1。とはいえ、日本企業が本格的にグローバルな生産・流通・販売体制を構築し、GVCs（グローバ

ル・バリュー・チェーン）を形成するのは、1990 年代以降のことであると考えられる（小山 2016）。通産省が

1989（平成元）年に発表した調査結果によると、日本企業の海外現地法人の売上高は、44 兆 3,106 億円であっ

たが、2017 年には 288 兆 1,327 億円に達している。また、現地従業員は 92 万人から 595 万人に拡大している

（通産省 1989、経産省 2019）。海外で事業活動を展開する拠点となる現地法人についても同様で、日本企業の

海外現地法人数は、1990 年 10 月末の 1 万 2,522 社から 2018 年 10 月末には 3 万 1,574 社へと 2.5 倍に増加し

ているのである（東洋経済新報社 1991、2019）。 
ではこの間の日本企業（国内居住者）による海外直接投資動向について図 1 で確認してみよう。まず分析に

進める前に注意しなければならないことは、直接投資統計手法の変更である。日本に限ったことではないが、

2013 年以前と 2014 年以降とでは、国際収支統計の手法が異なっている。2013 年以前の統計は「国際収支マニ

ュアル第 5 版」によって統計が構築されており、2014 年以降は「国際収支マニュアル第 6 版」に則って統計が

取られている。そのため、統計の連続性が失われている点は注意を要する2。図 1 で日本企業による海外直接投

資の大まかな流れのみを確認すると、1990 年代はバブル経済の崩壊もあり、「株式の取得」を中心として 2 か

ら 3 兆円の水準の純投資が行われていた3。アジア通貨危機を経て 2000 年代になると「株式の取得」にくわえ

「再投資収益」が徐々に増加し、2008 年には、約 14 兆円という規模に達する。2010 年代にはさらに「再投資

                                                   
1 日本企業による海外事業展開は、第二次世界大戦以前にも行われており、総合商社によるイギリス、アメリカ、インド等

への進出、旧植民地であったアジア各地において、活発な事業活動が行われていた。 
2 「国際収支マニュアル」第 5版と第 6版では統計手法が大きく変更されており、これについては、財務省

（https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/exbpsm6.htm/）あるいは IMF（国際通貨基金：

https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm）のマニュアルを参照されたい。 
3 1980年代後半（1985 から 1989 年）を通して、日本は主要な海外直接投資国であり続け、その投資額は世界全体の 18.8％
に達していた（UNCTAD 1991）。 



ている。2013 年以前の統計は「国際収支マニュアル第 5 版」によって統計が構築されており、
2014 年以降は「国際収支マニュアル第 6 版」に則って統計が取られている。そのため、統計
の連続性が失われている点は注意を要する 2。図 1 で日本企業による海外直接投資の大まかな
流れのみを確認すると、1990 年代はバブル経済の崩壊もあり、「株式の取得」を中心として 2
から 3 兆円の水準の純投資が行われていた 3。アジア通貨危機を経て 2000 年代になると「株式
の取得」にくわえ「再投資収益」が徐々に増加し、2008 年には、約 14 兆円という規模に達する。
2010 年代にはさらに「再投資収益」が増加し、「株式の取得」と肩を並べる規模へと拡大して
いる。特に 2013 年以降の直接投資額の増加は、日本企業による海外事業展開の積極性、海外
志向の高まりを如実に物語っている 4。
　また、地域別では 1980 年代後半の北米、特にアメリカ 5、ヨーロッパを中心とした直接投
資構造からアジア、北米、欧州の三極構造の形成が進んでいる。グローバル化の進展もさるこ
とながら、中国の経済成長と WTO 加盟、地域経済統合と NAFTA（北米自由貿易協定）、EU

（欧州連合）、AEC（アジア経済共同体）などの多国間にまたがる FTA（自由貿易協定）の締
結が進んだことも背景となっている。結果として海外直接投資残高は、これまで北米に大きく
偏っていたものが、アジア、欧州の残高が拡大したことによって、3 地域でほぼ同水準の残高
を有するに至っており、以前から最重要市場であったアメリカにくわえ、中国の重要性が急速
に高まり、日米中 3 カ国による貿易と投資のトライアングルを形成するようになっている（小
山 2013）。
　業種別では、当初は製造業と製造業に付随した卸売業および金融・保険業などによる海外直
接投資が中心であったが、2000 年代以降については、直接投資がサービス業へと拡大する傾
向が見られる。特にアジア地域での外資系企業への国内市場開放が進んだことを背景として、
小売業の海外展開が増加しているのにくわえ、2010 年代半ばからは通信業への投資が拡大し
ている。これらの動向には、日本国内における少子高齢化と市場の伸び悩みによる、内需企業
を中心とした海外志向の高まり、情報通信関連企業、医薬品企業による大型 M&A の存在が
ある。また東日本大震災や熊本地震による国内部品供給網への不安が海外事業展開意欲を高め
る結果となっている。だが、日本企業による「株式の取得」にも近年「頭打ち感」が見られる。
2010 年代後半には、世界経済情勢の先行きが不透明となるなかで、「株式の取得」が 2016 年
をピークとして、2017 年、2018 年は二期連続の減少となっている。
　とはいえ、1990 年から 2018 年までの海外直接投資動向を振り返ってみると、日本企業の海
外事業展開は、北米、欧州にくわえアジアで急拡大し、日本企業は「国際化」の時代を経て、「グ
ローバル化」の時代を迎えているといえる。
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2「国際収支マニュアル」第 5 版と第 6 版では統計手法が大きく変更されており、これについては、財
務 省（https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/exbpsm6.htm/） あ る い は IMF（ 国 際 通 貨 基 金：
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm）のマニュアルを参照されたい。
3  1980 年代後半（1985 から 1989 年）を通して、日本は主要な海外直接投資国であり続け、その投資額は
世界全体の 18.8％に達していた（UNCTAD 1991）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4「再投資収益」の増加は、「所得収支（第一次所得収支）」の増加と連動しており、2005 年度には、貿易
収支黒字と所得収支黒字がはじめて逆転することになった。
5  日本からアメリカへの対外直接投資は、2017 年の統計によると、そのほとんどがクロスボーダー・ 　
M&A となっている（Anderson 2018）。



（2）日本企業によるグローバル展開：海外現地法人設置状況
　冒頭においても述べたように、日本企業の海外現地法人数は、2018年10月末現在、約3万1,600
社に達している。これらの分布には地域的な偏重が見られる。これを世界地図に落とし込んだ
ものが図 2 である。これによると、1 ヵ国で 2,000 社を超える現地法人を有する国が存在して
いる一方で、ほぼ日本企業の進出が行われていない国・地域が存在する。日本企業の国別現地
法人立地数は、中国（6,846 社）、アメリカ（4,038 社）、タイ（2,574 社）、シンガポール（1,474 社）、
インドネシア（1,333 社）、香港（1,307 社）、台湾（1,128 社）が中心となっており、500 社以上
の現地法人が立地している国・地域は 15 であり、アフリカおよびチリ、ブラジル等を除く南
米地域における現地法人立地は総じて少ない。世界全体を 7 つの地域にわけて現地法人数を分
析すると、アジアが 1 万 9,704 社、ヨーロッパが 4,716 社、北米が 4,395 社となっている。その
ため、現地法人 1 社当たりの海外直接投資残高（2018 年末）は、アメリカが 134 億 7,200 万円
であるのに対して、中国では 19 億 6,800 万円となっており、アジア地域では 1 社当たりの海
外直接投資残高が、イギリス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクなど先進各国に比して低
くなっている。また、租税回避地である英領ケイマン諸島では、現地法人 50 社に対して 5 兆
1,599 億円の海外直接投資残高が積み上がっており、1 社当たりの残高は実に 1,031 億 9,800 万
円に達している。

　だがこの現地法人分布は、当初から同様の地域的分布であったわけではなく、1990 年では、
アメリカ（3,282 社）、香港（770 社）、タイ（744 社）、イギリス（732 社）、シンガポール（730
社）の順となっていた。中国については、1990 年当時は 312 社の進出に留まっており、それ
が 2000 年に 2,498 社となり、現在の規模に至っている。インドについても同様の傾向を有し
ており、インドは 1990 年には 64 社であったものが、2000 年には 166 社に拡大し、2018 年に
は 891 社に達している。
　また、業種別では製造業が 1 万 2,223 社となっており、製造業に付随した卸売業が 9,522 社
となっている。これにくわえ、統括会社（1,292 社）、情報・システムソフト（1,061 社）、倉庫・
物流関連（825 社）などの進出が目立っている。また、このほか小売業や飲食・外食、金融・
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だがこの現地法人分布は、当初から同様の地域的分布であったわけではなく、1990 年では、アメリカ（3,282

社）、香港（770 社）、タイ（744 社）、イギリス（732 社）、シンガポール（730 社）の順となっていた。中国に

ついては、1990 年当時は 312 社の進出に留まっており、それが 2000 年に 2,498 社となり、現在の規模に至っ

ている。インドについても同様の傾向を有しており、インドは 1990 年には 64 社であったものが、2000 年には

166 社に拡大し、2018 年には 891 社に達している。 
また、業種別では製造業が 1 万 2,223 社となっており、製造業に付随した卸売業が 9,522 社となっている。

これにくわえ、統括会社（1,292 社）、情報・システムソフト（1,061 社）、倉庫・物流関連（825 社）などの進

出が目立っている。また、このほか小売業や飲食・外食、金融・保険業や投資業、不動産業などの進出も見ら

れ、サービス経済化も進んでいる。 
このように、日本企業の海外事業活動は、1990 年代以前のアメリカを中心軸としたものから、中国をはじめ

としたアジア地域への展開によって、北米、アジア、欧州の三極体制を形成するようになっている。さらに、こ

の過程のなかで北米ではメキシコ、アジアではベトナムやインド、欧州では中東欧諸国などの新興国を巻き込

みながら、領域的な拡大とともに質的な発展を遂げてきたといえよう。だがこのような分析では、あたかも海

外事業活動が一直線上に進展し、日本企業のグローバル化が順調に進められてきたとの錯覚を覚える。海外事

業活動や日本企業のグローバル化過程は、一直線上に進んだのでもなければ、順調に進展したものでもない。

くわえて、海外事業活動が全世界を舞台として展開されているという訳ではなく、事業活動には濃淡が存在し

ている。そこには、再編や構造変化が常につきまとっており、次節でさらに「撤退」という視点から分析を進め

る。 

 
2. 日本企業による進出と地域別・業種別の撤退動向 

 
（1）日本企業による現地法人設置と撤退の 30 年 
撤退とは、「本国の親会社が在外子会社の企業活動に対する支配を放棄すること」（洞口 1992）である。そし

て撤退手法には、①現地法人の株式売却、②被合併、③会社清算、④収用または国有化、⑤休眠などが存在して

いる（小山 2003）。多国籍企業による海外からの撤退については、多国籍企業論の創設当時から存在しており、

日本においても 1970 年代 から断続的に研究が進められてきた。だが、その重要性が指摘されながらも、研究

出所：東洋経済新報社『海外進出企業総覧 国別編 2019』より作成。

図2　日本企業における海外現地法人の分布状況（2018年10月現在）



保険業や投資業、不動産業などの進出も見られ、サービス経済化も進んでいる。
　このように、日本企業の海外事業活動は、1990 年代以前のアメリカおよび欧州先進各国を
中心としたものから、中国をはじめとしたアジア地域への展開によって、北米、アジア、欧州
の三極体制を形成するようになっている。さらに、この過程のなかで北米ではメキシコ、アジ
アではベトナムやインド、欧州では中東欧諸国などの新興国を巻き込みながら、領域的な拡大
とともに質的な発展を遂げてきたといえよう。だがこのような分析では、あたかも海外事業活
動が一直線上に進展し、日本企業のグローバル化が順調に進められてきたとの錯覚を覚える。
海外事業活動や日本企業のグローバル化過程は、一直線上に進んだのでもなければ、順調に進
展したものでもない。くわえて、海外事業活動が全世界を舞台として展開されているという訳
ではなく、事業活動には濃淡が存在している。そこには、再編や構造変化が常につきまとって
おり、次節でさらに「撤退」という視点から分析を進める。

２．日本企業による進出と地域別・業種別の撤退動向

（1）日本企業による現地法人設置と撤退の 30 年
　撤退とは、「本国の親会社が在外子会社の企業活動に対する支配を放棄すること」（洞口
1992）である。そして撤退手法には、①現地法人の株式売却、②被合併、③会社清算、④収用
または国有化、⑤休眠などが存在している（小山 2003）。多国籍企業による海外からの撤退に
ついては、多国籍企業論の創設当時から存在しており、日本においても 1970 年代 から断続的
に研究が進められてきた。だが、その重要性が指摘されながらも、研究活動の活発化には至っ
ておらず、研究の活性化が期待される。

　ところで、日本企業はこれまでの多国籍企業化のなかで、海外現地法人を少なく見積もって
も、のべ 4 万 7,658 社設立あるいは取得し、そのうち 1 万 6,084 社を撤退させてきた。つまり、

活動の活発化には至っておらず、研究の活性化が期待される。 
ところで、日本企業はこれまでの多国籍企業化のなかで、海外現地法人を少なく見積もっても、のべ 4 万 7,658

社設立あるいは取得し、そのうち 1 万 6,084 社を撤退させてきた。つまり、全設立現地法人のうち、3 分の 1 は

すでに存在しないか、あるいは外資系企業へと売却しているのである。図 3 は日本企業による新規海外進出と

撤退の長期的な推移を示したものである6。これによると、日本企業による撤退は、1990 年代後半から急増し、

1998 年と 1999 年には一時、撤退数が進出数を上回った後は、400 件前後で推移していることがわかる。また、

表 1 から新規現地法人設立と撤退との関係を見ると、海外進出ブームが起こると、その直後に撤退が増加する

という傾向が続いていることがわかる。 
この進出と撤退の波は、1989 年から 2018 年の間に 3 度あった。最初の波は、バブル経済期における海外進

出期および中国進出ブームであり、その後、アジア通貨危機とアメリカにおけるドットコムバブル（IT バブ

ル）の崩壊によって撤退が急増している。次の波は、2003 年から 2006 年にかけてあり、その直後のリーマ

ン・ショック（2008 年）および金融危機によって撤退数が増加する結果となっている。そして、2011 年から

2014 年にかけて年間 1,000 社以上の現地法人の設立あるいは取得があり、2016 年から 2017 年にかけては、

進出が撤退の 6 割以上に達している。 
この傾向を読み取ると、1990 年代に進んだ中国などの新興国での規制緩和や市場開放、2000 年代における

BRICｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）やアジア地域の経済発展と消費市場の拡大、2010 年代における

国内市場の伸び悩みと海外志向の高まりが、海外進出の大きな動機となっているように思われる。また、海外

進出と撤退とが併存するようになっていることから、日本企業の海外事業活動が 30 年間で成熟しつつあるこ

と、あるいは次の段階へと進みつつあることを物語っている。 

                                                   
6 海外からの現地法人の撤退数には「休眠」は含まれていない。 
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全設立現地法人のうち、3 分の 1 はすでに存在しないか、あるいは外資系企業へと売却されて
いるのである。図3は日本企業による新規海外進出と撤退の長期的な推移を示したものである 6。
これによると、日本企業による撤退は、1990 年代後半から急増し、1998 年と 1999 年には一時、
撤退数が進出数を上回った後は、400 件前後で推移していることがわかる。また、表 1 から新
規現地法人設立と撤退との関係を見ると、海外進出ブームが起こると、その直後に撤退が増加
するという傾向が続いていることがわかる。
　この進出と撤退の波は、1989 年から 2018 年の間に 3 度あった。最初の波は、バブル経済期
における海外進出期および中国進出ブームであり、その後、アジア通貨危機とアメリカにおけ
るドットコムバブル（IT バブル）の崩壊によって撤退が急増している。次の波は、2003 年か
ら 2006 年にかけてあり、その直後のリーマン・ショック（2008 年）および金融危機によって
撤退数が増加する結果となっている。そして、2011 年から 2014 年にかけて年間 1,000 社以上
の現地法人の設立あるいは取得があり、2016 年から 2017 年にかけては、進出が撤退の 6 割以
上に達している。
　この傾向を読み取ると、1990 年代に進んだ中国などの新興国での規制緩和や市場開放、
2000 年代における BRIC ｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）やアジア地域の経済発展と
消費市場の拡大、2010 年代における国内市場の伸び悩みと海外志向の高まりが、海外進出の
大きな動機となっているように思われる。また、海外進出と撤退とが併存するようになってい
ることから、日本企業の海外事業活動が 30 年間で成熟しつつあること、あるいは次の段階へ
と進みつつあることを物語っている。

（2）国別・地域別撤退動向：事業活動の成熟と撤退の増加
　海外現地法人は、アメリカ、ヨーロッパから中国、アジア各国・地域へと広がりを見せている。
では現地法人の撤退動向を国・地域別で分析するとどのような傾向が読み取れるであろうか。
　まず地域別の動向を時系列で分析すると、1990 年にはアジア地域、北米地域からの撤退が
それぞれ全体の 30％以上を占めていたが、1995 年にはヨーロッパからの撤退が増加し、アジア、
北米、ヨーロッパからの 3 地域から同水準の撤退が行われるようになっている。そして、2000

 

 
（2）国別・地域別撤退動向：事業活動の成熟と撤退の増加 
海外現地法人は、アメリカ、ヨーロッパから中国、アジア各国・地域へと広がりを見せている。では現地法人

の撤退動向を国・地域別で分析するとどのような傾向が読み取れるであろうか。 
まず地域別の動向を時系列で分析すると、1990 年にはアジア地域、北米地域からの撤退がそれぞれ全体の

30％以上を占めていたが、1995 年にはヨーロッパからの撤退が増加し、アジア、北米、ヨーロッパからの 3 地

域から同水準の撤退が行われるようになっている。そして、2000 年以降では、アジア地域からの撤退が急増し、

2010 年には全体の 49.9％、2015 年には全体の 60.1％の撤退がアジア地域で行われるようになっている。結果

として、2000 年にはアジア地域（34.2％）が撤退総数で北米（30.5％）を追い抜くことになった。 
この動態変化を国・地域別に詳しく分析すると、アメリカでは 1990 年から現地法人の撤退が活発に行われ

ており、1993 年には 116 社へと拡大し、1999 年には 231 社、2002 年には 205 社が一度に撤退している。ま

た、アメリカでは 1997 年、1998 年、1999 年、2001 年、2002 年と撤退件数が新規進出件数を上回る時期が続

くことになった。その後も 2014 年（49 社）を除く、すべての年で 50 社以上の撤退が行われている。そのた

め、アメリカにおいては、特に 2000 年代以降、現地法人数の増加が緩やかとなり、現地法人数が再度大きく増

加するのは、2011 年以降のことである。アジア地域において撤退数が北米を上回る起点をつくったのは、1997
年に発生したアジア通貨危機であった。1990 年には、香港（22 社）、台湾（15 社）からの撤退を除くと、アジ

ア地域からの撤退は低調であったが、1995 年から台湾（24 社）、香港（19 社）にくわえ、シンガポール（12
社）、マレーシア（11 社）からの撤退が徐々に増加することになっている。また中国からの撤退についても 13
社に達していた。 

1998 年、1999 年の 2 年間は、撤退件数が新規進出件数を上回っているが、この 2 年間で中国、香港、シン

ガポール、マレーシア、インドネシアなどの地域からの撤退が急増することになった。2000 年代には、中国の

WTO 加盟があり、中国本土への進出ブームが再び高まったが、その背後では撤退件数が高止まり、2015 年か

ら 2018 年の間では撤退件数が進出件数を上回る状況が続いていた7。 
ヨーロッパにおける撤退では、アメリカと類似の傾向を読み取ることができる。ヨーロッパにおいて現地法

人が多く立地しているイギリス、オランダ、フランス、ドイツといった地域では、1990 年代から撤退件数が増

                                                   
7 2015 年から 2018 年の 4 年間における中国での現地法人設置件数は、350 社なのに対して、撤退

件数は 428 社に達している。 

新規設立 撤退 撤退率 新規設立 撤退 撤退率
1989 1,653 119 7.2% 2004 1,065 468 43.9%
1990 1,687 234 13.9% 2005 1,033 453 43.9%
1991 1,245 219 17.6% 2006 984 406 41.3%
1992 1,029 228 22.2% 2007 775 472 60.9%
1993 1,020 337 33.0% 2008 773 434 56.1%
1994 1,337 337 25.2% 2009 658 493 74.9%
1995 1,808 448 24.8% 2010 833 437 52.5%
1996 1,606 457 28.5% 2011 1,266 369 29.1%
1997 1,269 547 43.1% 2012 1,442 338 23.4%
1998 793 845 106.6% 2013 1,329 342 25.7%
1999 650 864 132.9% 2014 1,058 344 32.5%
2000 711 411 57.8% 2015 843 368 43.7%
2001 860 585 68.0% 2016 732 441 60.2%
2002 983 605 61.5% 2017 614 388 63.2%
2003 984 440 44.7% 2018 366 277 75.7%

表1 日本企業による現地法人設立と撤退数（単位：社、％）

出所：東洋経済新報社編『週刊東洋経済　海外進出企業総覧　国別編』東洋経済新報社、1990年から2019年度版より作成。 

注：「撤退率」とは、撤退数を新規現地法人設立数で割ったもの。
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年以降では、アジア地域からの撤退が急増し、2010 年には全体の 49.9％、2015 年には全体の
60.1％の撤退がアジア地域で行われるようになっている。結果として、2000 年にはアジア地域

（34.2％）が撤退総数で北米（30.5％）を追い抜くことになった。
　この動態変化を国・地域別に詳しく分析すると、アメリカでは 1990 年から現地法人の撤退
が活発に行われており、1993 年には 116 社へと拡大し、1999 年には 231 社、2002 年には 205
社が一度に撤退している。また、アメリカでは 1997 年、1998 年、1999 年、2001 年、2002 年
と撤退件数が新規進出件数を上回る時期が続くことになった。その後も 2014 年（49 社）を除く、
すべての年で 50 社以上の撤退が行われている。そのため、アメリカにおいては、特に 2000 年
代以降、現地法人数の増加が緩やかとなり、現地法人数が再度大きく増加するのは、2011 年
以降のことである。アジア地域において撤退数が北米を上回る起点をつくったのは、1997 年
に発生したアジア通貨危機であった。1990 年には、香港（22 社）、台湾（15 社）からの撤退
を除くと、アジア地域からの撤退は低調であったが、1995 年から台湾（24 社）、香港（19 社）
にくわえ、シンガポール（12 社）、マレーシア（11 社）からの撤退が徐々に増加することになっ
ている。また中国からの撤退についても 13 社に達していた。
　1998 年、1999 年の 2 年間は、撤退件数が新規進出件数を上回っているが、この 2 年間で中国、
香港、シンガポール、マレーシア、インドネシアなどの地域からの撤退が急増することになっ
た。2000 年代には、中国の WTO 加盟（2001 年 12 月）があり、中国本土への進出ブームが再
び高まったが、その背後では撤退件数が高止まり、2015 年から 2018 年の間では撤退件数が進
出件数を上回る状況が続いていた 7。

　ヨーロッパにおける撤退では、アメリカと類似の傾向を読み取ることができる。ヨーロッパ
において現地法人が多く立地しているイギリス、オランダ、フランス、ドイツといった地域では、

加し、1990 年代後半から 2000 年代前半に撤退件数が集中している。また、リーマン・ショック以降は、進出

件数と撤退件数とが拮抗する、あるいは撤退件数が進出件数を上回る状態が続いている。ヨーロッパでの現地

法人数の増加は、ポーランド、ロシア、チェコ等の中東欧地域への事業展開によるところが大きい。 
このように、国・地域別に現地法人の撤退動向を分析すると、まずアメリカで撤退件数が増加し、次いで欧州

先進各国、そして中国をはじめとしたアジア地域からの撤退が増加することになっている。この撤退動向の差

異は、日本企業における海外事業展開の時期や各国・地域における事業活動の成熟度と大きく関わっていると

考えられる。つまり、アメリカや欧州先進国では、日本企業の海外事業活動が 1990 年代までに一定の水準に達

しており、そこから事業の再編活動が活発化していることがうかがえ、中国をはじめとするアジア地域では、

1990 年代に「事業展開期」を迎え、アジア通貨危機を起点として事業再編が行われている。そして、2000 年代

後半以降、アジア地域における海外事業活動が成熟化するに従って、外部経済環境の変化を考慮しながら、進

出と撤退とが同時並行的に行われていると考えられる。 

 
（3）業種別撤退動向：事業再編と撤退との関係 
日本企業の海外事業は、主として製造業およびそれに付随した卸売業によって展開されており、海外進出と

撤退についても、これらの業種が中心となっているが、世界経済の転換期においては、異なる傾向が見られる。 
図 5 は、5 年ごとの撤退現地法人の上位 5 業種を示したものである8。この図によると、撤退現地法人の主要

業種は、「電気機器卸売」、「電気機器（製造業）」、「機械卸売」、「化学（製造業）」などによって占められている

ことがわかる。また、2015 年以降では、「情報・システムソフト」分野における撤退が増加しており、ICT 関

連業種において活発な事業再編が行われていることがうかがえる。この他にも「輸送用機器（製造業）」におい

て、撤退数が増加する傾向がある。 
だが、日本企業の海外事業活動にとって大きな転機となっているアジア通貨危機の際には、撤退行動が大きく

変化している。図 5 で「金融・保険」（30 社）が 2000 年において上位に食い込んでいるが、それが動向の変

                                                   
8 図 4 の 2010 年、2015 年、2018 年については、集計表ではなく、「撤退・被合併の現地法人一

覧」を集計した数値であるため、撤退総数は必ずしも一致しない。 
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1990 年代から撤退件数が増加し、1990 年代後半から 2000 年代前半に撤退件数が集中している。
また、リーマン・ショック以降は、進出件数と撤退件数とが拮抗する、あるいは撤退件数が進
出件数を上回る状態が続いている。ヨーロッパでの現地法人数の増加は、ポーランド、ロシア、
チェコ等の中東欧地域への事業展開によるところが大きい。
　このように、国・地域別に現地法人の撤退動向を分析すると、まずアメリカで撤退件数が増
加し、次いで欧州先進各国、そして中国をはじめとしたアジア地域からの撤退が増加すること
になっている。この撤退動向の差異は、日本企業における海外事業展開の時期や各国・地域に
おける事業活動の成熟度と大きく関わっていると考えられる。つまり、アメリカや欧州先進
国では、日本企業の海外事業活動が 1990 年代までに一定の水準に達しており、そこから事業
の再編活動が活発化していることがうかがえ、中国をはじめとするアジア地域では、1990 年
代に「事業展開期」を迎え、アジア通貨危機を起点として事業再編が行われている。そして、
2000 年代後半以降、アジア地域における海外事業活動が成熟化するに従って、外部経済環境
の変化を考慮しながら、進出と撤退とが同時並行的に行われていると考えられる。

（3）業種別撤退動向：事業再編と撤退との関係
　日本企業の海外事業は、主として製造業およびそれに付随した卸売業によって展開されてお
り、海外進出と撤退についても、これらの業種が中心となっているが、世界経済の転換期にお
いては、異なる傾向が見られる。
　図 5 は、5 年ごとの撤退現地法人の上位 5 業種を示したものである 8。この図によると、撤 
退現地法人の主要業種は、「電気機器卸売」、「電気機器（製造業）」、「機械卸売」、「化学（製造業）」
などによって占められていることがわかる。また、2015 年以降では、「情報・システムソフト」
分野における撤退が増加しており、ICT 関連業種において活発な事業再編が行われているこ

化の一端を物語っている。そこで、撤退件数が進出件数を上回っていた 1998 年と 1999 年の 2 年間に着目

し、業種別撤退動向を見ると、1998 年は「証券・投資」（93 社）、「金融・保険」（71 社）が、1999 年では

「金融・保険」（79 社）、「証券・投資」（59 社）が上位を占めている。また、「不動産」についても、1998 年

が 42 社、1999 年では 45 社の撤退が発生している。これらの業種は、必ずしもアジア地域に立地していると

は限らず、海外におけるアジア通貨危機、そして国内における不良債権問題や金融再編を背景として、北米、

ヨーロッパ、アジアなど主要な進出地域から、当該業種の現地法人が撤退したと考えられる。これを裏付ける

ため、「撤退・被合併の現地法人一覧」9によって、具体的に撤退現地法人の親会社を分析すると、1997 年に

経営破綻した山一證券をはじめ、大手金融機関、地方銀行、証券会社が多数の現地法人を手放している。これ

とは対照的に 2010 年代後半に目立つのは、外資系企業の傘下に入った国内企業や事業再編途上にある製造業

などによる現地法人の撤退である10。 
このように業種別に撤退動向を分析すると、製造業においては「電気機器」、「化学」、「輸送用機器」、「機

械」、そしてこれらの業種に付随した卸売業を中心として撤退が行われている。だが、世界経済や日本経済の節

目においては、この状況が変化し、アジア通貨危機、日本国内での金融再編期においては、「金融・保険」、「投

資・証券」などの業種の撤退が急増する結果となっている。また、2010 年代以降では製造業などにおいても同

時に多数の現地法人を整理し、事業再編を進める動きが強まっているといえる。 

 
 

                                                   
9 「撤退・被合併の現地法人一覧」は『海外進出企業総覧 国別編』（東洋経済新報社）に掲載され

ている。 
10 事業再編中の企業は、同一地域から多数の現地法人を同時に手放す傾向がある。 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

全世界 234 100 .0% 448 100 .0% 437 100 .0% 453 100 .0% 437 100 .0% 368 100 .0% 277 100 .0%

　アジア 72 30 .8% 116 25 .9% 172 39 .4% 206 45 .5% 218 49 .9% 221 60 .1% 165 59 .6%

　　韓国　 7 3.0% 11 2.5% 12 2.7% 18 4.0% 15 3.4% 17 4.6% 16 5.8%

　　中国 2 0.9% 13 2.9% 41 9.4% 61 13.5% 91 20.8% 118 32.1% 101 36.5%

　　　香港 22 9.4% 19 4.2% 28 6.4% 30 6.6% 16 3.7% 27 7.3% 11 4.0%

　　台湾 15 6.4% 24 5.4% 22 5.0% 22 4.9% 15 3.4% 11 3.0% 14 5.1%

　　ベトナム 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 3 0.7% 2 0.5% 1 0.3% 19 6.9%

　　タイ 2 0.9% 9 2.0% 13 3.0% 13 2.9% 28 6.4% 11 3.0% 20 7.2%

　　シンガポール 6 2.6% 12 2.7% 28 6.4% 19 4.2% 20 4.6% 9 2.4% 10 3.6%

　　マレーシア 7 3.0% 11 2.5% 11 2.5% 13 2.9% 13 3.0% 6 1.6% 7 2.5%

　　フィリピン 3 1.3% 7 1.6% 7 1.6% 9 2.0% 7 1.6% 1 0.3% 3 1.1%

　　インドネシア 3 1.3% 2 0.4% 3 0.7% 8 1.8% 2 0.5% 9 2.4% 7 2.5%

　　インド 0 0.0% 1 0.2% 3 0.7% 3 0.7% 4 0.9% 10 2.7% 7 2.5%

　北米 84 35 .9% 138 30 .8% 135 30 .9% 131 28 .9% 97 22 .2% 58 15 .8% 39 14 .1%

　　カナダ 7 3.0% 11 2.5% 6 1.4% 8 1.8% 7 1.6% 3 0.8% 0 0.0%

　　アメリカ 77 32.9% 127 28.3% 129 29.5% 123 27.2% 90 20.6% 55 14.9% 39 14.1%

　ヨーロッパ 26 11 .1% 128 28 .6% 69 15 .8% 79 17 .4% 99 22 .7% 63 17 .1% 49 17 .7%

　　イギリス 6 2.6% 18 4.0% 2 0.5% 14 3.1% 16 3.7% 17 4.6% 8 2.9%

　　オランダ 1 0.4% 15 3.3% 7 1.6% 12 2.6% 15 3.4% 6 1.6% 5 1.8%

　　フランス 1 0.4% 18 4.0% 9 2.1% 16 3.5% 16 3.7% 9 2.4% 3 1.1%

　　ドイツ 11 4.7% 25 5.6% 13 3.0% 15 3.3% 17 3.9% 11 3.0% 11 4.0%

　中近東 5 2 .1% 1 0 .2% 4 0 .9% 1 0 .2% 2 0 .5% 1 0 .3% 3 1 .1%

　中南米 27 11 .5% 34 7 .6% 37 8 .5% 15 3 .3% 15 3 .4% 10 2 .7% 13 4 .7%

　　メキシコ 0 0.0% 6 1.3% 9 2.1% 3 0.7% 5 1.1% 0 0.0% 4 1.4%

　　ブラジル 8 3.4% 8 1.8% 9 2.1% 4 0.9% 4 0.9% 0 0.0% 6 2.2%

　アフリカ 10 4 .3% 10 2 .2% 1 0 .2% 2 0 .4% 0 0 .0% 1 0 .3% 2 0 .7%

　オセアニア 10 4 .3% 21 4 .7% 19 4 .3% 19 4 .2% 6 1 .4% 12 3 .3% 6 2 .2%

注：①子会社には、親会社による100%所有子会社、多数株所有子会社にくわえ間接出資、少数株所有子会社が含まれる。

　　②香港、マカオは、それぞれ1997年、1999年に中国へ返還。

出所：東洋経済新報社編『海外進出企業総覧　国別編』東洋経済新報社、1998、2001、2009、2014、2019年版より作成。

表2　国別・地域別撤退現地法人数および構成比（単位：社、％）
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2018年
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8 図 4 の 2010 年、2015 年、2018 年については、集計表ではなく、「撤退・被合併の現地法人一覧」を集計
した数値であるため、撤退総数は必ずしも一致しない。



とがうかがえる。この他にも「輸送用機器（製造業）」において、撤退数が増加する傾向がある。
だが、日本企業の海外事業活動にとって大きな転機となっているアジア通貨危機の際には、撤
退行動が大きく変化している。図 5 で「金融・保険」（30 社）が 2000 年において上位に食い
込んでいるが、それが動向の変化の一端を物語っている。そこで、撤退件数が進出件数を上回っ
ていた 1998 年と 1999 年の 2 年間に着目し、業種別撤退動向を見ると、1998 年は「証券・投資」

（93 社）、「金融・保険」（71 社）が、1999 年では「金融・保険」（79 社）、「証券・投資」（59 社）
が上位を占めている。また、「不動産」についても、1998 年が 42 社、1999 年では 45 社の撤退
が発生している。これらの業種は、必ずしもアジア地域に立地しているとは限らず、海外にお
けるアジア通貨危機、そして国内における不良債権問題や金融再編を背景として、北米、ヨー
ロッパ、アジアなど主要な進出地域から、当該業種の現地法人が撤退したと考えられる。これ
を裏付けるため、「撤退・被合併の現地法人一覧」9 によって、具体的に撤退現地法人の親会社
を分析すると、1997 年に経営破綻した山一證券をはじめ、大手金融機関、地方銀行、証券会
社が多数の現地法人を手放している。これとは対照的に 2010 年代後半に目立つのは、外資系
企業の傘下に入った国内企業や事業再編途上にある製造業などによる現地法人の撤退である 10。
　このように業種別に撤退動向を分析すると、製造業においては「電気機器」、「化学」、「輸送
用機器」、「機械」、そしてこれらの業種に付随した卸売業を中心として撤退が行われている。
だが、世界経済や日本経済の節目においては、この状況が変化し、アジア通貨危機、日本国内
での金融再編期においては、「金融・保険」、「投資・証券」などの業種の撤退が急増する結果
となっている。また、2010 年代以降では製造業などにおいても同時に多数の現地法人を整理し、
事業再編を進める動きが強まっているといえる。
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3. 現地法人の出資比率・事業継続期間と撤退要因 
 
（1）撤退現地法人の出資比率と事業継続期間 
ここまで、1990 年代から 2010 年代における日本企業の海外進出と撤退動向の全体象を把握し、国別・地域

別、そして業種別に撤退行動の分析を進めてきた。本節では、この 30 年間に日本企業の現地法人の撤退行動に

何らかの構造変化があったのかを調べるため、撤退現地法人の親会社出資状況および現地法人の事業継続期間

に着目したい。 
表 3 は、撤退現地法人の親会社出資比率を「100％所有子会社」、「多数株所有子会社」、「その他」に分類した

ものである。なお「その他」には「少数株所有子会社」、「間接出資」11、「不明」が含まれている。これによる

と、撤退現地法人のうち、「100％所有子会社」は、どの年で統計をとっても 30％台後半から 40％台前半で推移

していることがわかる。また、「多数株所有子会社」については、それぞれの年の撤退数の割合が 8.8％から 15.6％
の間で推移している。「その他」に含まれている「少数株所有子会社」については、1995 年 58 社、2000 年 70
社、2005 年 72 社、2010 年 33 社、2015 年 24 社、2018 年 30 社と 2000 年代に比べると、その数は減少しつ

つある。しかし、海外現地法人に「少数株所有子会社」が多く含まれていることは、アメリカ多国籍企業が多数

                                                   
11 「間接出資」とは、親会社が所有する現地法人を経由した出資形態を指し、親会社からすると

「孫会社」に該当する。 

注：①2010年以降の数値については、『週間東洋経済　海外進出企業総覧　国別編』記載の「撤退・被合併現地法人一覧」を参考に作成。

     ②『海外進出企業総覧』では、2009年版より業種分類の改定が行われており、2008年以前のデータと必ずしも業種分類が一致しない。

食料品 12社

機械、電気機器 12社

11社

食料品、化学、
精密機器卸売

9社

2018年

電気機器卸売 35社

情報・システムソフト 24社

運輸業 19社

④

⑤

2015年

情報・システムソフト 19社

電気機器 17社

電気機器卸売 15社

輸送用機器

精密機器、運輸業 14社

①

②

③

電気機器 23社

化学 20社

輸送用機器 16社

図5 撤退現地法人上位5業種の変化（単位：社）

出所：東洋経済新報社編『週刊東洋経済　海外進出企業総覧　国別編』東洋経済新報社、1998年、2008年、2019年版より作成。

2010年

電気機器卸売 30社

⑤ 金融・保険 22社 機械、精密機器卸売 19社 繊維業 22社

④ 運輸業 24社 不動産 20社 機械卸売 31社

33社

③ 機械卸売 27社 電気機器卸売 27社 電気機器卸売 32社

電気機器 34社

② 電気機器 35社 金融・保険 30社 化学

1995年 2000年 2005年

① 電気機器卸売 36社 電気機器 36社

 9 「撤退・被合併の現地法人一覧」は『海外進出企業総覧 国別編』（東洋経済新報社）に掲載されている。
10 事業再編中の企業は、同一地域から多数の現地法人を同時に手放す傾向がある。



３．現地法人の出資比率・事業継続期間と撤退要因

（1）撤退現地法人の出資比率と事業継続期間
　ここまで、1990 年代から 2010 年代における日本企業の海外進出と撤退動向の全体象を把握
し、国別・地域別、そして業種別に撤退行動の分析を進めてきた。本節では、この 30 年間に
日本企業の現地法人の撤退行動に何らかの構造変化があったのかを調べるため、撤退現地法人
の親会社出資状況および現地法人の事業継続期間に着目したい。
　表 3 は、撤退現地法人の親会社出資比率を「100％所有子会社」、「多数株所有子会社」、「そ
の他」に分類したものである。なお「その他」には「少数株所有子会社」、「間接出資」11、「不明」
が含まれている。これによると、撤退現地法人のうち、「100％所有子会社」は、どの年で統計
をとっても 30％台後半から 40％台前半で推移していることがわかる。また、「多数株所有子会
社」については、それぞれの年の撤退数の割合が 8.8％から 15.6％の間で推移している。「その他」
に含まれている「少数株所有子会社」については、1995 年 58 社、2000 年 70 社、2005 年 72 社、
2010 年 33 社、2015 年 24 社、2018 年 30 社と 2000 年代に比べると、その数は減少しつつある。
しかし、海外現地法人に「少数株所有子会社」が多く含まれていることは、アメリカ多国籍企
業が多数株所有子会社による外国子会社所有を主としている点とは大きく異なっている。

　次に、表 4 で撤退現地法人の事業継続期間を見ると、「20 年以上」の長期にわたって事業
を継続している現地法人もあるなかで、「3 年未満」、「3 年以上 5 年未満」で撤退を行ってい
る現地法人も多く含まれている。撤退現地法人の 10 年以内での撤退率は、1995 年から順番に
57.8％、45.2％、37.7％、40.3％、40.3％、32.6％となっており、1990 年代よりも 2010 年代の方
が撤退現地法人の事業継続期間が長いという傾向が現れている。とはいえ日本企業の撤退現地
法人の事業継続期間は、特別長いわけではなく、3 年未満や 5 年未満での撤退が多く存在して

株所有子会社による外国子会社所有を主としている点とは大きく異なっている。 

次に、表 4 で撤退現地法人の事業継続期間を見ると、「20 年以上」の長期にわたって事業を継続している現地

法人もあるなかで、「3 年未満」、「3 年以上 5 年未満」で撤退を行っている現地法人も多く含まれている。撤退

現地法人の 10 年以内での撤退率は、1995 年から順番に 57.8％、45.2％、37.7％、40.3％、40.3％、32.6％と

なっており、1990 年代よりも 2010 年代の方が撤退現地法人の事業継続期間が長いという傾向が現れている。

とはいえ日本企業の撤退現地法人の事業継続期間は、特別長いわけではなく、3 年未満や 5 年未満での撤退が

多く存在しており、事業継続期間が 50 年を超える現地法人の方がむしろ少数であることがわかる。 
 
（2）海外からの撤退要因と企業間競争の激化 
本稿における分析の最後として海外からの撤退要因ついて確認しておきたい。これについては、経済産業省

が毎年実施している「海外事業活動基本調査」のアンケート調査が有用である12。このアンケート結果によると、

2000 年以降の回答は 3 つの集約されている。それは、①製品需要の見誤りによる販売不振・収益悪化、②現地

企業との競争激化による販売不振・収益悪化、⑦組織再編、経営資源の見直し等に伴う拠点統廃合、である。特

に⑦の回答については、全回答数の 4 割から 5 割を占める状況にある。その他、回答数は少ないながらも、③

日系企業との競争激化による販売不振・収益悪化、⑩短期的な事業目的（ホテル、マンション、ゴルフ場建設

等）の完了との回答も存在する。 
この回答結果を国・地域別に分析すると、当初はアメリカやヨーロッパを舞台として、組織再編や経営資源

の見直し等を進めていた企業が、2010 年代になると中国をはじめとしたアジア地域においても、同様の企業行

動を取るようになっている。また、これらの再編は業種と問わず行われているが、情報通信関連産業や卸売業

                                                   
12 「解散」、「撤退」の要因を訪ねるアンケートにおいては、11 のアンケート項目が設定されてい

る。それは、①製品需要の見誤りによる販売不振・収益悪化、②現地企業との競争激化による販売

不振・収益悪化、③日系企業との競争激化による販売不振・収益悪化、④第三国系企業との競争激

化による販売不振・収益悪化、⑤為替変動による販売不振・収益悪化、⑥現地パートナーとの対

立、⑦組織再編、経営資源の見直し等に伴う拠点統廃合、⑧地域内関税自由化等の動きに対応した

拠点統廃合、⑨税制上の優遇措置の見直し等に伴う拠点統廃合、⑩短期的な事業目的（ホテル、マ

ンション、ゴルフ場建設等）の完了、⑪その他、である。 

撤退現地法人数 100%所有子会社 多数株所有子会社 その他
100%所有子会社

比率
1995 273 112 29 132 41.0%
2000 358 133 56 169 37.2%
2005 427 170 65 192 39.8%
2010 293 105 35 153 35.8%
2015 233 89 29 115 38.2%
2018 273 99 24 150 36.3%

注：①「撤退現地法人数」は、『週間東洋経済　海外進出企業総覧　国別編』記載の「撤退・被合併現地法人一覧」を参考に作成。

　　　　②「その他」には、親会社による間接出資子会社、少数株所有子会社が含まれる。

出所：東洋経済新報社編『週刊東洋経済　海外進出企業総覧　国別編』東洋経済新報社、1991、1996、2001、2006、2011、2016、2019年
版より作成。

表3 撤退現地法人における親会社出資比率（単位：件、%）

撤退現地法人数 3年未満
3年以上5
年未満

5年以上10
年未満

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

20年以上 不明

1995 273 17 47 94 33 32 31 19
2000 358 22 63 77 106 38 38 14
2005 427 16 43 102 100 86 52 28
2010 293 17 27 74 43 46 68 18
2015 233 15 21 58 43 23 64 9
2018 273 11 15 65 46 31 77 28

注：「撤退現地法人数」は、『週間東洋経済　海外進出企業総覧　国別編』記載の「撤退・被合併現地法人一覧」を参考に作成。

出所：東洋経済新報社編『週刊東洋経済　海外進出企業総覧　国別編』東洋経済新報社、1991、1996、2001、2006、2011、2016、2019年版より作成。

表4　撤退現地法人の事業継続期間（単位：件）
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11「間接出資」とは、親会社が所有する現地法人を経由した出資形態を指し、親会社からすると「孫会社」
に該当する。



おり、事業継続期間が 50 年を超える現地法人の方がむしろ少数であることがわかる。

（2）海外からの撤退要因と企業間競争の激化
　本稿における分析の最後として海外からの撤退要因ついて確認しておきたい。これについては、
経済産業省が毎年実施している「海外事業活動基本調査」のアンケート調査が有用である 12。
　このアンケート結果によると、2000 年以降の回答は 3 つの集約されている。それは、①製
品需要の見誤りによる販売不振・収益悪化、②現地企業との競争激化による販売不振・収益悪化、
⑦組織再編、経営資源の見直し等に伴う拠点統廃合、である。特に⑦の回答については、全回
答数の 4 割から 5 割を占める状況にある。その他、回答数は少ないながらも、③日系企業との
競争激化による販売不振・収益悪化、⑩短期的な事業目的（ホテル、マンション、ゴルフ場建
設等）の完了との回答も存在する。
　この回答結果を国・地域別に分析すると、当初はアメリカやヨーロッパを舞台として、組織
再編や経営資源の見直し等を進めていた企業が、2010 年代になると中国をはじめとしたアジ
ア地域においても、同様の企業行動を取るようになっている。また、これらの再編は業種と問
わず行われているが、情報通信関連産業や卸売業において、特に回答が多くなっている。これ
らの傾向は、撤退現地法人の国・地域別分布や業種の推移とも連動しており、日本企業が海外
事業活動を深化させるなかで、現地法人の撤退による事業再編をアメリカ、欧州各国にくわえ、
中国やアジア地域でも展開するようになっていることを如実に表している。

おわりに：事業再編を伴った日本企業のグローバル化

　日本企業による海外事業活動は、1990 年代以降のグローバル化によって、北米、欧州、ア
ジア地域へと広がり三極構造を形成するなかで成熟化した。そして、太平洋を挟んだアメリカ
と中国は、市場という意味でも、中間財・最終財生産拠点という意味でも日本企業にとって最
重要市場となっている。これらの海外事業活動を後押ししたのは、経済面におけるグローバル
化のみならず、自由化や規制緩和の進展、市場開放、そして FTA の締結などにともなう地域
経済統合の推進といった政治面でのグローバル化であった。1990 年から 2018 年までの 30 年
間は、日本企業の本格的なグローバル化プロセスが開始され、一定の到達点に至った時期であ
ると考えることができよう。
　だが、そのような海外事業展開、あるいは GVDS（グローバル・バリュー・チェーン）の形
成過程は、一直線上に進んだのではなく、進出と撤退に伴う事業再編を繰り返しながら形成さ
れてきた。1990 年代当初は、アメリカや欧州先進各国において、進出と撤退を繰り返し、事
業の再構築、事業の高度化を実施してきたが、アジア通貨危機という転機を経て、中国を含め
たアジア各国においても、進出と撤退とが併存するようになっている。それは、中国やアジア
各国・地域での事業活動が、アメリカや欧州各国でのそれと同様に、成熟しつつあることを物
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12「解散」、「撤退」の要因を訪ねるアンケートにおいては、11 のアンケート項目が設定されている。それは、
①製品需要の見誤りによる販売不振・収益悪化、②現地企業との競争激化による販売不振・収益悪化、③
日系企業との競争激化による販売不振・収益悪化、④第三国系企業との競争激化による販売不振・収益悪化、
⑤為替変動による販売不振・収益悪化、⑥現地パートナーとの対立、⑦組織再編、経営資源の見直し等に
伴う拠点統廃合、⑧地域内関税自由化等の動きに対応した拠点統廃合、⑨税制上の優遇措置の見直し等に
伴う拠点統廃合、⑩短期的な事業目的（ホテル、マンション、ゴルフ場建設等）の完了、⑪その他、である。



語っている。そのなかには、少数株所有子会社が比較的多いという日本企業の特徴も存在して
いるが、事業継続期間については 20 年以上の長きに渡り、事業を継続し、その後撤退する現
地法人はむしろ少数派であり、撤退する多くの現地法人は、事業継続期間が 10 年以内と比較
的短期間での撤退あるいは事業再編が行われている。
　また、1998 年から 1999 年、2000 年には、アジア通貨危機や国内における金融再編の流れの
なかで、「金融・保険」、「投資・証券」に分類される業種の現地法人が多く撤退しているが、
これは親会社の業績不振や経営統合、破綻等に依拠するものであった。これに対して、2000
年代後半以降では、外資系企業による親会社の買収や企業間競争の激化に伴う事業再編を目的
とした現地法人の同時多発的な撤退が散見されるようになっている。日本企業による海外事業
活動は、このような激しいグローバル競争のなかで、質的にも量的にも変容を遂げてきたとい
えよう。
　とはいえ、全世界のすべての地域が日本企業の海外事業活動網に包摂されているわけではな
く、むしろ北米、欧州、アジアの主要国・地域での事業活動が深まっているというのが現状で
ある。現代世界経済は、経済的、政治的、社会的にも不安定化しつつあり、技術革新によって
世界経済や社会が一変することも考えられる。多国籍企業を取り巻く経済環境は、さらなる変
質を遂げようとしており、新たな時代への転換点を迎えている。
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１．はじめに

　農畜産業が盛んな地域においてしばしばみられる地域環境問題として，湖沼や湾などの閉鎖
性水域における富栄養化や地下水の硝酸態窒素汚染が挙げられる。主な原因物質である硝酸態
窒素は，生活排水にも含まれているが，農畜産業において使用される肥料にも由来する。特に，
過剰に窒素肥料を施用すると，農作物等が吸収しなかった窒素が地下に溶脱し，地下水に流入
する。飲用水における硝酸態窒素濃度は，10mg/L を超えると，乳幼児のメトヘモグロビン血
症のリスクが高いため，水道水として配給できない。また，閉鎖性水域における硝酸態窒素濃
度が常時 10mg/L を超える場合は，富栄養化が懸念される。
　窒素肥料は農作物の生育において非常に重要であるが，過剰な施肥は周辺水環境の汚染に繋
がる。従って，農作物の生産と水環境の保全のバランスに配慮するためには，農地における硝
酸態窒素の溶脱量について把握することが重要である。しかし，農作物の種類や施肥量，降雨
量など，様々な状況によって溶脱量が異なるため，これらを簡易に把握するための手法が必要
である。
　窒素の溶脱量を把握する手法として，ライシメーター（地下への浸透水を捕集する器具）を
活用した研究がある。例えば，松丸の研究では，表面積 4m2，高さ 2m の巨大なライシメーター
上で作物を 3 年間栽培し，浸透水を捕集して硝酸態窒素の溶脱量を測定している。このような
研究では，作物の生育状況や窒素吸収率，降雨量と窒素溶脱量の関係など，詳細な分析が可能
である（松丸，1997）。しかし，非常に巨大であるため，設置場所が限られること，コストが
高いことなどのデメリットが挙げられる。
　そこで筆者らは，一斗缶や 2000 分の 1 アールサイズのワグネルポットを用いたライシメー
ターを製作し，農地に埋設して浸透水の捕集と窒素溶脱量の測定を試みた（戸敷・近藤・西，
2019）。しかし，この中型のサイズのライシメーターは，水田土壌のように浅い鋤床がある農
地では設置が困難であることや，農地を深く掘って埋設するために農地を攪乱してしまうこ
と，ライシメーター内に溜まった浸透水を定期的に採集するための労力が大きいことなどのデ
メリットがあった。
　本研究では，より小型で実際の農地に埋設することが容易な手法として，イオン交換樹脂を
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埋設する手法に着目した。例えば，渡邊は強塩基性陰イオン交換樹脂を，直径 2cm 程度の不
織布バッグに詰めて土壌に埋設し，陰イオンである硝酸イオンを捕集して窒素溶脱量を測定し
ている（渡邊ほか，2016）。この研究では，浸透水ではなく浸透水中の硝酸イオンを樹脂に吸
着して捕集するため，浸透水の定期的な採集が必要ない。また，非常に小型であるため，農地
の攪乱も最小限であり，数多く設置することも可能というメリットがある。しかし，土壌中の
硝酸イオンの樹脂への吸着率や，吸着した硝酸イオンを樹脂から離脱させて測定する際の回収
率など，測定器具や手法としての精度は明らかではない。　　
　また，農地を攪乱しない方法として，土壌や肥料，収穫物の窒素含有量から，地下への窒素
溶脱量を推計する方法も考えられる。図 1 に，農地における窒素動態の様子を示した。この図
から，次の（1）式が成り立つ。

　　　　　　　　　　　　NS1+ Nf ‐ Np ‐Nx1- Nx2= Ns2・・・・・(1)
　　　　　　　　　　　　NS1：栽培前土壌の窒素含有量
　　　　　　　　　　　　Nf：施肥による窒素投入量
　　　　　　　　　　　　Np：作物の窒素含有量
　　　　　　　　　　　　Nx1：地下への窒素溶脱量
　　　　　　　　　　　　Nx2：大気への窒素揮発量
　　　　　　　　　　　　Ns2：収穫後土壌の窒素含有量

　地下への窒素溶脱量と大気への窒素揮発量を合わせた系外への窒素の流出量を求めるため，
式（2）のように変形する。

　　　　　　　　　　　　Nx1+ Nx2f= Ns1+ Nf- Np- Ns2・・・・・(2)
　
　（2）式より，栽培前土壌と栽培後土壌，及び収
穫物における窒素含有量と，施肥による窒素投入
量が分かれば，系外への窒素の流出量が概算でき
る。しかし，この手法は地下に溶脱する窒素量を
直接測定しているわけではないため，推計の精度
は不明である。
　そこで本研究では，まずイオン交換樹脂を埋設
する器具を製作し，その有用性について明らかに
することを目的とした。また同時に，（2）式の有
用性についても明らかにすることを目的とした。

２．研究方法

2-1. 陰イオンサンプラーの製作
　本研究では，一価の陰イオンである硝酸イオンを吸着させるため，器具を「陰イオンサンプ
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ラー」と呼称する。図 2 に，製作した陰イオンサンプラーの構造を示した。強塩基性陰イオン
交換樹脂として，オルガノ社製アンバーライト IRA400J Cl を使用した。容器は，塩ビパイプ

（φ 100mm 及びφ 40mm）と異形ソケット（上部φ 100mm, 下部φ 40mm）をカットし，目
開き149[μm]のナイロンメッシュシートを挟んでできた空間に陰イオン交換樹脂を充填した。
なお、200 [kg-N/ha] の窒素を農地の土壌に施用し，作物等の吸収がほとんどなく全て硝酸態
窒素として溶脱した場合でも充分に吸着できる必要量は約 7.5[g] だった。ただし，浸透水がな
るべく樹脂に接触するように，イオン交換樹脂の層に十分な厚さを持たせるため，少なくとも
15[g] 程度，またはそれ以上を充填するようにした。

2-2. イオン交換樹脂の吸着率及び硝酸イオンの回収率に関する検証
　陰イオンサンプラーに充填する強塩基性
陰イオン交換樹脂が，浸透水と接触した際
にどの程度の浸透水中の硝酸イオンを吸着
するのかについて確認した。また，樹脂に
吸着した硝酸イオンを抽出する方法とその
回収率についても，検証を行った。
　まず，水間の実験を参考に，4 つのプラ
スチック製の漏斗に脱脂綿を詰め，その上
にそれぞれイオン交換樹脂約 1g を充填し
た（水間，2016）。次に， 70[mg/L]，
35[mg/L]，11.6[mg/L]，7[mg/L] の硝酸態
窒素濃度の溶液をそれぞれ流し込み，ろ液
を採取した。
　次に，各漏斗のイオン交換樹脂から溶
液が十分に落ちて乾いた後に，飽和 NaCl
溶液を 50mL ずつ流し込み，抽出液を採取
した。吸着後のろ液と抽出液の硝酸態窒素
濃度は，硝酸イオンの比色定量法である
Cataldo 法（植物栄養実験法編集委員会編，
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表１ カラムと NaCl 溶液を用いた NO3-
　　 イオンの抽出結果
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表２　K2SO4 溶液を用いた NO3- イオン    
   　　の抽出結果

図 3 ワグネルポットを用いた陰イオンサンプラーの精度検証に関する実験
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換樹脂を充填した陰イオンサンプラーを設置して，溶脱する硝酸態窒素の吸着と抽出を行った。図 3 に本実験

の概要を示した。2,000 分の 1 アールのサイズのワグネルポットの底面中央に，塩ビパイプ（φ100[mm]，高

さ約 10[cm]）の柱を設置し，その上にパンチングメタルを乗せて，更にキャピラリーシートを敷いて，その上

部に土壌を充填する。ポット No. 1～5 には，塩ビパイプの柱の内部に図のように陰イオンサンプラーを設置し

た。なお，ポット No.6～10 は，前述した中型ライシメーターと同じ構造になっている。 
これら 10 個のポットそれぞれに，0.02[mol/L]の KNO3 溶液 250[mL]を，なるべく均一になるように施用

し，更に翌日から純水 250[mL]を 5 日間に分けて 1,250[mL]（250[mL]×5 回）撒いた。更に土壌中の水分が

十分に浸透するように，1 週間以上置いてから，ポット No. 1～5 陰イオンサンプラー内のイオン交換樹脂を採

取した。回収したイオン交換樹脂から約 7[g]を採取し，2-2 で採用した方法を用いて硝酸態窒素を抽出し，RQ
フレックスを用いてその濃度を測定した。また，同時にポット No. 6～10 の浸透水を全て採取し，同じく RQ

フレックスを用いてその硝酸態窒素濃度を測定した。

 

なお，ポット No. 1～5 の陰イオンサンプラーには，その真上に位置する土壌からの浸透水が流入すると仮定

した。陰イオンサンプラーの上面内側の面積は 78.5[cm2]で，ワグネルポットの上面内側の面積は 500[cm2]で
ある。樹脂から抽出される硝酸態窒素の量と，この面積比から，ポット全体の溶脱量を推計した。また，抽出に

用いるイオン交換樹脂を 1[g]ではなく 7[g]とした理由は，ポット No.6～10 の浸透水の硝酸態窒素濃度の測定

値から，少なくとも 7[g]程度のイオン交換樹脂から抽出しなければ，RQ フレックスの検出下限値（1.13[mg/L]）
を超えないことが推測されたからである。 
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るように施用し，更に翌日から純水 250[mL] を 5 日間に分けて 1,250[mL]（250[mL] × 5 回）
撒いた。更に土壌中の水分が十分に浸透するように，1 週間以上置いてから，ポット No. 1 ～
5 陰イオンサンプラー内のイオン交換樹脂を採取した。回収したイオン交換樹脂から約 7[g] を
採取し，2-2 で採用した方法を用いて硝酸態窒素を抽出し，RQ フレックスを用いてその濃度
を測定した。また，同時にポット No. 6 ～ 10 の浸透水を全て採取し，同じく RQ フレックス
を用いてその硝酸態窒素濃度を測定した。
　なお，ポット No. 1 ～ 5 の陰イオンサンプラーには，その真上に位置する土壌からの浸透水
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ポット No.6 ～ 10 の浸透水の硝酸態窒素濃度の測定値から，少なくとも 7[g] 程度のイオン交換
樹脂から抽出しなければ，RQ フレックスの検出下限値（1.13[mg/L]）を超えないことが推測
されたからである。

2-4. 窒素収支による窒素溶脱量推定式の精度検証
　2-3 の実験の土壌を用いて，窒素収支による窒素溶脱量推定式の精度を検証した。まず，実
験前の土壌を 1 サンプル採取し，実験後には 10 個のワグネルポットの土壌をそれぞれ採取し，
全窒素タンパク質全炭素測定装置（NC-220F，住化分析センター）で窒素含有率を測定した。
測定した窒素含有量と各ワグネルポットの土壌の重さから，含有する窒素含有量を算出した。
今回の実験では，ワグネルポットの土壌で植物を栽培していないため，式 (2) と実験前後の土
壌および施用した液肥の窒素含有量を用いて，系外に流出した窒素量を求めた。

2-4. 実際の圃場における有用性の検証
　製作した陰イオンサンプラー
を，実際の圃場で活用することが
可能かを検証するため，宮崎県綾
町でキュウリをハウス栽培する慣
行農家の協力の下で陰イオンサン
プラーによる硝酸態窒素溶脱量の
採取実験を行った。図 4 に，ハウ
ス内圃場の概要と陰イオンサンプ
ラーの埋設位置を示す。この圃場
は総面積が 1,200[m2] で，幅 1.6[m]
の畝が計 10 本立てられており，
畝ごとに 4 本の液肥散布用ホース
が設置されていた。陰イオンサン
プラーは，畝上に 5 ヵ所と通路に
5 ヵ所を選定し，上端が深さ 50[cm]
になるように，2018 年 10 月 18 日に埋設し，キュウリの収穫が終わった後の 2019 年 5 月 10
日に回収した。なお，この実験では陰イオンサンプラーへのイオン交換樹脂の充填量を念のた
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め 22[g] 以上にした。
　回収した陰イオンサンプラーから，約 1[g] のイオン交換樹脂を採取し，2-2 で採用した方法
を用いて硝酸態窒素を抽出し，RQ フレックスを用いてその濃度を測定した。

３．結果

3-1. ワグネルポットを用いた陰イオンサンプラーの精度に関する検証結果
　表 3 に，ポット No.1 ～ 5 の陰イオンサンプラーのイオン交換樹脂の抽出液における硝酸態
窒素濃度と，それから推計される硝酸態窒素の溶脱量について示した。ポット No.2 および 3 は，
抽出液の濃度が RQ フレックスの下限値（1.13[mg/L]）を下回ってしまった。従って，陰イオ
ンサンプラーを用いた推計値は，ポット No.1，4 および 5 の 3 つのポットの結果のみとし，そ
の平均値は 7.723[mg] であった。
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となった。
　ポット No.1，4 および 5 の 3 つの硝酸
態窒素溶脱量の推計値と，ポット No.6 ～
10 の硝酸態窒素溶脱量の 5 つの実測値に
ついて，平均値の差の検定を行った。まず，等分散性のための Levene の検定で等分散を仮定
できないことを確認した。次に，有意水準を 0.05 として等分散を仮定しない t 検定を行った結
果，有意確率 0.065 となった。今回の標本数では差があるか否か判定できなかった。
　
3-2. 窒素収支による窒素溶脱量推定式の精度検証結果
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表 5 に，陰イオンサンプラーの精度検証で用いた 10 個のワグネルポットの実験前後の風乾土壌重量𝑁𝑁𝑠𝑠1およ

び𝑁𝑁𝑠𝑠2，それぞれの窒素含有率と，系外に流出する窒素量の推計値𝑁𝑁𝑋𝑋1 + 𝑁𝑁𝑋𝑋2を示した。これらの計算結果の内，

No.3，5，8 および 10 のポットでは負の値になった。また，それ以外の値も表 3 および表 4 に比べて値が低く

なった。 
 

3-3. 実際の圃場における有用性の検証結果 
まず，宮崎県綾町のハウス農家の実際の圃場に長期間埋設した陰イオンサンプラー10個は，破損箇所がなく，

回収後は問題なくイオン交換樹脂を取り出せた。表 6 に，これらの陰イオンサンプラーが吸着した硝酸態窒素

の溶脱量の推計値を示した。5 番の通路側に埋設した陰イオンサンプラーのイオン交換樹脂から得られた抽出

液の硝酸態窒素濃度は，RQ フレックスの検出下限値（1.13[mg/L]）だったため，再度抽出はしていない。 
表 6 が示すように，3 番の畝における窒素溶脱量が多いことが分かる。一方で，1 番や 4 番，および 5 番のよう

に作用三体窒素の溶脱量が少ない場所もあった。これらの傾向は，通路側でもみられた。 

表 3 ポットNo.1～5のイオン交換樹脂の抽出液における硝酸態窒素濃度の測定結果と溶脱する硝酸態窒素
の推計量 

No. 
充填した樹

脂量[g] 
抽出に用いた

樹脂量[g] 
抽出液の NO3-
N 濃度[mg/L] 

抽出された NO3-N
の重さ[mg] 

溶脱した NO3-N の

推計値*[mg] 

1 15.087 6.940 2.260 0.339 7.341 
2 15.038 6.842 Low ―. ― 
3 14.911 7.104 Low ―. ― 
4 14.864 6.962 1.808 0.271 5.768 
5 14.989 7.040 3.164 0.475 10.066 

*溶脱した NO3-N の推計値は，抽出された NO3-N の重さを基に，陰イオンサンプラーに充填した樹脂量，

ポットとサンプラーの上端の面積比，2-2 の手法の回収率 63.9%を考慮して推計した。 

表 4 ポットNo.6～10の浸透水量とその硝酸態窒素濃度の
測定値，および硝酸態窒素の溶脱量 
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浸 透 水 量
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浸透水の NO3-
N 濃度[mg/L] 

溶脱した

NO3-N[mg] 

6 156.5 22.600 3.537 
7 136.5 26.442 3.609 
8 105.5 25.538 2.694 
9 122.0 23.052 2.812 

10 149.0 21.470 3.199 
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表 3　ポット No.1 ～ 5 のイオン交換樹脂の抽出液における硝酸態窒素濃度の測定結果と
　　　溶脱する硝酸態窒素の推計量

表４　ポット No.6 ～ 10 の浸透水量とその硝酸態
　　　窒素濃度の測定値，および硝酸態窒素の溶脱量

農地からの硝酸態窒素の溶脱量の推計方法に関する研究



を示した。これらの計算結果の内，No.3，5，8 および 10 のポットでは負の値になった。また，
それ以外の値も表 3 および表 4 に比べて値が低くなった。

3-3. 実際の圃場における有用性の検証結果
　まず，宮崎県綾町のハウス農家の実際の圃場に長期間埋設した陰イオンサンプラー 10 個は，
破損箇所がなく，回収後は問題なくイオン交換樹脂を取り出せた。表 6 に，これらの陰イオン
サンプラーが吸着した硝酸態窒素の溶脱量の推計値を示した。5 番の通路側に埋設した陰イオ
ンサンプラーのイオン交換樹脂から得られた抽出液の硝酸態窒素濃度は，RQ フレックスの検
出下限値（1.13[mg/L]）だったため，再度抽出はしていない。
表 6 が示すように，3 番の畝における窒素溶脱量が多いことが分かる。一方で，1 番や 4 番，
および 5 番のように作用三体窒素の溶脱量が少ない場所もあった。これらの傾向は，通路側で
もみられた。

 

4. 考察 

4-1. 陰イオンサンプラーによる推定値と浸透水の実測値の差について 
3-1 で示したように，ワグネルポットを用いた陰イオンサンプラーの精度検証結果では，陰イオンサンプラー

表 5 ポット No.1～10 の実験前後の風乾土壌重量，窒素含有率，および土壌中窒素含有量と，系外に流出
した窒素量の推計値 

No. 

実験前の風乾土壌 実験後の風乾土壌 系外に流出する

窒素量の推計値* 
𝑁𝑁𝑋𝑋1 + 𝑁𝑁𝑋𝑋2 [g] 

重量 

[g] 

窒素含有率 

[%] 

窒素含有量 
𝑁𝑁𝑠𝑠1[g] 

重量 

[g] 

窒素含有率 

[%] 

窒素含有量 
𝑁𝑁𝑠𝑠2 [g] 

1 3,791  

0.222 

8.42  3,800  0.181 6.88  1.61  
2 3,899  8.66  3,909  0.188 7.35  1.38  
3 3,970  8.81  3,966  0.237 9.40  －0.52  
4 3,972  8.82  3,954  0.200 7.91  0.98  
5 3,908  8.68  3,903  0.226 8.82  －0.07  
6 3,719  8.26  3,724  0.198 7.37  0.95  
7 3,751  8.33  3,758  0.215 8.08  0.32  
8 4,047  8.99  4,054  0.271 10.99  －1.93  
9 3,793  8.42  3,781  0.215 8.13  0.36  

10 3,749  8.32  3,739  0.227 8.49  －0.10  
*液肥に含まれる窒素の量𝑁𝑁𝑓𝑓0.07[g]，収穫物はないので𝑁𝑁𝑝𝑝を 0[g]として，式(2)から求めた。 

表 6 宮崎県綾町のハウス農家の圃場に設置した陰イオンサンプラーが吸着した窒素溶脱量の推計値 
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抽出に用いた

樹脂量[g] 
抽出液の NO3-N

濃度[mg/L] 
抽出された NO3-

N の重さ[mg] 
溶脱した NO3-N
の推計値*[mg] 
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1 22.953 1.018 19.89 2.98  67.30  
2 24.440 1.005 68.25 10.24  249.02  
3 27.970 1.014 120.68 18.10  499.43  
4 22.911 1.024 23.96 3.59  80.37  
5 22.275 1.021 10.62 1.59  34.77  

通
路 

1 23.338 1.009 1.13 0.17  3.92  
2 23.520 1.073 2.71 0.41  8.91  
3 23.547 1.038 14.46 2.17  49.23  
4 23.423 1.009 1.36 0.20  4.72  
5 22.232 1.065 Low ― ―

*溶脱した NO3-N の推計値は，抽出された NO3-N の重さを基に，陰イオンサンプラーに充填した樹脂量，

ポットとサンプラーの上端の面積比，2-2 の手法の回収率 63.9%を考慮して推計した。 
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表 6 宮崎県綾町のハウス農家の圃場に設置した陰イオンサンプラーが吸着した窒素溶脱量の推計値 
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樹脂量[g] 

抽出に用いた

樹脂量[g] 
抽出液の NO3-N

濃度[mg/L] 
抽出された NO3-

N の重さ[mg] 
溶脱した NO3-N
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2 24.440 1.005 68.25 10.24  249.02  
3 27.970 1.014 120.68 18.10  499.43  
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*溶脱した NO3-N の推計値は，抽出された NO3-N の重さを基に，陰イオンサンプラーに充填した樹脂量，
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４．考察

4-1. 陰イオンサンプラーによる推定値と浸透水の実測値の差について
　3-1 で示したように，ワグネルポットを用いた陰イオンサンプラーの精度検証結果では，陰
イオンサンプラーによる推定値と浸透水の実測値に，差があるか否か判定できなかった。ただ
し，表 3 および表 4 の結果が示すように，陰イオンサンプラーの精度が良好であるとは言えな
い。陰イオンサンプラーによる推定値は，過大評価をしている可能性があると考えられる。
　2-2 で示したように，陰イオンサンプラーに充填したイオン交換樹脂は，浸透水中の硝酸イ
オンをほぼ吸着していると考えられる。ただし，陰イオンサンプラーの構造上，ワグネルポッ
トや土壌中に設置した際に，イオン交換樹脂の層の厚さが偏るなどして，樹脂に吸着する硝酸
イオンが不均一になることが考えられる。抽出のために用いる樹脂を採取する際に，十分に撹
拌するなどして均一性を確保するようにしているが，硝酸イオンがより多く吸着している部分
を採取している可能性は否定できない。また，硝酸イオンがあまり吸着していない部分を採取
して過小評価する可能性もあることになる。
　これらの問題を解消するための解決策として，以下の 3 点が考えられる。第一に，陰イオン
サンプラー内の樹脂の層の厚みが偏らないような構造上の工夫が必要である。例えば，先行研
究では不織布で包むなどしている（渡邊ほか，2016）。もしくは，ナイロンメッシュシートで
挟まれた空間を狭め，且つ充填するイオン交換樹脂の量を増やすなどして，偏りができないよ
うにイオン交換樹脂でナイロンメッシュシートの間を隙間なく満たすことも考えられる。
　第二に，抽出に使用するイオン交換樹脂の量をなるべく多く採取することが考えられる。な
るべく多くの樹脂から抽出した方が，偏りが推計値に与える影響は小さくなる。
　第三に，イオン交換樹脂から硝酸態窒素を抽出する際の回収率を向上させることである。
2-2 で示したように，今回の回収率は 3 回の抽出実験の平均値 63.9% を採用したが，実際には
62.0% から 66.8% までのばらつきがある。今回の実験では 30[mL] の K2NO3 溶液に浸漬し振と
う器を用いて 230[rpm] で 5 回抽出したが，溶液の量や回数，振とう器の回転数などを増やし
て回収率を 100% に近づけることで，ばらつきが小さくなり，精度も向上すると考えられる。

4-2. 窒素収支による窒素溶脱量推定式について
　式 (2) を用いて窒素溶脱量を推定する方法については，表 5 に示すように，値のばらつきが
大きく，負の値を示すものもあり，精度が良いとは言えない。今回の実験では，実験前の風乾
土壌は 1 サンプルだけ窒素含有率や乾燥土壌の割合を測定している。土壌中の窒素の不均一性
を考慮し，土壌を十分に撹拌した上でサンプルを採取してはいるが，ワグネルポットに土壌を
充填した後に各ポットからサンプルを採取して分析した方が，より精度は良くなると考えられ
る。
　また，今回の実験では，各ワグネルポットの土壌中の窒素量のばらつき（6.88 ～ 10.99[g]）
に対し，液肥として投入する窒素の量（0.07[g]）が非常に少なかった。更に，各ワグネルポッ
トには液肥と純水を合わせて 1.5[L] の水分を投入しているが，浸透水は 100 ～ 160[mL] 程度で，
表 4 に示すように溶脱した窒素の量も 0.003[g] 前後であった。つまり，土壌中の窒素量のばら
つきに対して，投入する窒素量や溶脱する窒素量が少なく，式 (2) の精度を検証しにくかった。
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　ただし，そもそも土壌中の全窒素に対する無機態窒素の割合は 0.8% ～ 3.0% で，非常に小さ
い（上薗ほか，2010）。つまり，式 (2) に土壌中の全窒素の値を用いながら溶脱する硝酸態窒素
量の精度を検証するのは，非常に難しいと考えられる。
　なお，実際の圃場において窒素収支を推計する際は，栽培した植物が含有する窒素量と，そ
の植物が窒素を吸収している根圏の窒素量を考慮することになる。具体的には，植物中の窒素
含有量は植物体の一部を採取して全窒素量を測定し，圃場全体の収穫物の量に合わせて推計す
ることになる。この場合，収穫物の実際の重さや，可食部以外の葉茎等の実際の重さも，一部
のサンプルから全体を推計することになる。ここで大きな誤差を生む可能性は非常に大きい。
また，根圏の土壌の重さは，根圏の体積から推計することになるが，例えば根が到達する深さ
や広さの把握も，実際の圃場では非常に難しい。従って，実際の圃場で窒素収支から窒素溶脱
量を推計する場合，精度が悪くなることは避けられないと考える。

4-3. 実際の圃場における陰イオンサンプラーの有用性について
　まず，実際の圃場に埋設し半年以上経過した陰イオンサンプラー 10 個に破損等がなかった
ことから，耐久性は十分だったと考えられる。
　次に，表 6 に示したように，3 番の畝に埋設した陰イオンサンプラーから推計される硝酸態
窒素の溶脱量は約 500[mg] だった。おそらく，畝上に設置された液肥ホースの穴が近かったた
め，このように高い値を示したものと思われる。同じく 3 番の通路に設置した陰イオンサンプ
ラーから推計される硝酸態窒素の溶脱量も，他の通路側の溶脱量に比べて非常に高かった。こ
れは，畝上に蒔かれた液肥中の窒素が通路側にも移動してきているからだと推察される。つま
り，肥料の蒔き方や陰イオンサンプラーを埋設する深さなどによって，陰イオンサンプラーに
よる推計値は大きくばらつくことが考えられる。実際の圃場における窒素溶脱量を推計するた
め，陰イオンサンプラーの設置数は可能な限り増やしておく必要があるだろう。
　更に，陰イオン交換樹脂の充填量についても注意が必要である。今回の実験では，陰イオン
サンプラーに充填したイオン交換樹脂は，念のため全て 22[g] 以上にした。使用した強塩基性
陰イオン交換樹脂（アンバーライト IRA400J Cl，オルガノ社）は，イオン交換当量 1.4[mol/L] で，
樹脂の密度は 705[g/L] である。これらから逆算すると，22[g] のイオン交換樹脂は約 612[mg]
の硝酸態窒素を吸着することが可能である。従って，今回の 3 番の畝に設置した陰イオンサン
プラーの陰イオン交換樹脂の量が足りなかったということはない。しかし仮に 15[g] にしてい
た場合は，最大でも約 400[mg] しか硝酸態窒素を吸着することができないため，3 番の畝のよ
うに溶脱量が多い場合は吸着し切れなかった可能性がある。栽培する作物によって，また肥料
を施用する位置によっては，これ以上の硝酸態窒素が溶脱する可能性は大いにある。従って，
今後この陰イオンサンプラーを用いる際は，十分に余裕を持って吸着できる樹脂量を充填して
おくことが重要である。
　また，今回の圃場はハウス栽培だったため，降雨による影響をほとんど受けていない。硝酸
態窒素の溶脱は，液肥や水やりによって発生していると考えられる。仮に圃場が露地栽培で，
降雨量が多い季節の場合には，イオン交換樹脂を通る浸透水の速度が速くなることも考えられ
る。浸透水とイオン交換樹脂の接触時間を十分に取るために陰イオンサンプラーを通る浸透水
の速度を抑える構造にすると，浸透水の流れが変わってしまう可能性もある。従って，浸透水
の速度と吸着量の関係についても，検証しておく必要があると考えられる。

－ 49 －

宮崎大学地域資源創成学部紀要　第 3 号



　以上のように，実際の圃場に埋設したことによって，今回の陰イオンサンプラーにはいくつ
か改良すべき点が見つかった。これらについては，引き続き試作と精度の検証が必要だと考え
られる。

５．結論

　本研究では，水環境への影響が大きい農地における窒素溶脱量を簡易に把握するための手法
について，陰イオンサンプラーによる方法と，式 (2) の窒素収支による推定方法について検証
した。その結果，陰イオンサンプラーの基本的な構造やこれを用いた測定手法については，そ
の有用性を確認できたと考える。ただし，精度を向上させるため，そして様々な農地で対応で
きるように，更なる工夫と検証が必要である。
　一方，窒素収支から窒素溶脱量を求める方法については，土壌の不均一性や，栽培する植物
の量，根圏の土壌体積の把握の難しさなど，克服しにくい課題が多く，十分な精度で窒素溶脱
量を推計できる方法とは考えられない。
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要　　旨

　「ヤマダイかんしょ」は串間市のみならず、宮崎県を代表するブランド作物である。しかし、
これまでに、そのブランド価値について食の嗜好機能の観点からは詳細な検討は行われていな
い。近年、甘さや食感に着目する消費者の嗜好を反映して高糖度・好食感の新品種が多数開発
されており、これらとの差別化を如何に図るかが喫緊の課題となっている。
　そこで、本研究では、消費者の嗜好に着目し、消費者が好むサツマイモの“甘味”及び“食
感”を中心に、串間市ブランドサツマイモ「ヤマダイかんしょ」の特徴を明らかとすることを
目的とし嗜好機能解析を行った。また、当該結果を串間市のヤマダイかんしょブランディング
戦略の一助とするとともに、地理的表示保護制度（ＧＩ）保護制度申請の際の科学的根拠とし
て活用し、「ヤマダイかんしょ」の地理的表示登録に貢献した事例について報告する。

背景及び目的

サツマイモ（Ipomoea batatas）は、ヒルガオ科サツマイモ属の植物で、世界的に主食や野
菜として食用にされる作物である。宮崎県は全国有数のサツマイモ生産地であり、平成 30 年
度のかんしょ収穫量は 90,300 トンで全国第 4 位となっている（全国の総収穫量：796,500、全
国 1 位：鹿児島県（278,300 トン）、全国 2 位：茨城県（173,600 トン）、全国 3 位：千葉県（99,800
トン））1）。串間市でも昭和 41 年にブランドサツマイモ「やまだいかんしょ」の栽培を開始す
るなど、県内有数の食用かんしょの生産地となっている。
近年の日本における食用かんしょの年間需給量は約 94 万トンで、
その用途の約半分は、焼きいも・蒸しいもなどとして消費される
青果用（約 49 %）と、干しいも・ペースト等に加工されて消費
される加工食品用（約 14 %））となっていることから 2)、食味、
加工適性、貯蔵性などの品質特性が重視されている。特に近年、
甘さや食感に着目する消費者の嗜好を反映して高糖度・好食感の
新品種が多数開発されており、これらとの差別化を如何に図り、地域ブランドを確立するかが
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要旨 

 
「ヤマダイかんしょ」は串間市のみならず、宮崎県を代表するブランド作物である。しかし、これまでに、そ

のブランド価値について食の嗜好機能の観点からは詳細な検討は行われていない。近年、甘さや食感に着目す

る消費者の嗜好を反映して高糖度・好食感の新品種が多数開発されており、これらとの差別化を如何に図るか

が喫緊の課題となっている。 
そこで、本研究では、消費者の嗜好に着目し、消費者が好むサツマイモの“甘味”及び“食感”を中心に、串

間市ブランドサツマイモ「ヤマダイかんしょ」の特徴を明らかとすることを目的とし嗜好機能解析を行った。

また、当該結果を串間市のヤマダイかんしょブランディング戦略の一助とするとともに、地理的表示保護制度

（ＧＩ）保護制度申請の際の科学的根拠として活用し、「ヤマダイかんしょ」の地理的表示登録に貢献した事例

について報告する。 

 
 

1. 背景及び目的 

 
サツマイモ（Ipomoea batatas）は、ヒルガオ科サツマイモ属の植物で、世界的に主食や野菜として食用にさ

れる作物である。宮崎県は全国有数のサツマイモ生産地であり、平成 30 年度のかんしょ収穫量は 90,300 トン

で全国第 4 位となっている（全国の総収穫量：796,500、全国 1 位：鹿児島県（278,300 トン）、全国 2 位：茨

城県（173,600 トン）、全国 3 位：千葉県（99,800 トン））1）。串間市でも昭和 41 年にブランドサツマイモ「や

まだいかんしょ」の栽培を開始するなど、県内有数の食用かんしょの生産地となっている。 
近年の日本における食用かんしょの年間需給量は約 94 万トン

で、その用途の約半分は、焼きいも・蒸しいもなどとして消費さ

れる青果用（約 49 %）と、干しいも・ペースト等に加工されて消

費される加工食品用（約 14 %））となっていることから 2)、食味、

加工適性、貯蔵性などの品質特性が重視されている。特に近年、

甘さや食感に着目する消費者の嗜好を反映して高糖度・好食感の

新品種が多数開発されており、これらとの差別化を如何に図

り、地域ブランドを確立するかが喫緊の課題となっている。 図 1. ヤマダイかんしょ 

図 1.　ヤマダイかんしょ
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喫緊の課題となっている。
地域には長年培われた伝統的な生産方法や気候・風土・土壌な

どの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産
品が多く存在する。これら産品のうち、品質、社会的評価その他
の確立した特性が産地と結び付いている産品について、その名称
を知的財産として保護することを目的とした「地理的表示保護制
度」が、平成 26 年 6 月 18 日に成立し、平成 27 年 6 月 1 日より施
行されている。本制度において地理的表示（GI）の登録が行われ
た産品は GI マークを使用することができ、当該マークは原則とし
て登録された基準を満たす産品のみに使用されることから、品質を守る物のみが市場に流通す
るとともに、GI マークの添付により他産品との差別化を図ることが出来る等の効果が期待さ
れる。先行事例としては、夕張メロン、神戸ビーフ、八女伝統本玉露等が挙げられる 3)。本制
度は、2019 年度現在、100 を超える国や地域で導入されており、日本の GI 保護制度と同等の
制度を持つ外国との間で国際協定を結ぶことで、相手国と相互に GI を保護することが可能と
なっていることから、地域ブランドを海外へと発信するための認証としても期待されている。

GI 登録は、地域の生産業者の組織する団体（生産者団体）が、その生産する産品に係る地
理的表示について、1. 申請書、2. 明細書（団体毎の品質の基準）、3. 生産行程管理業務規程（団
体が行う品質管理業務に関する定め）を作成して農林水産大臣に登録申請を行い、審査を経て
登録が完了する。1. の申請書では、産品の①名称（≒地理的表示）、②生産地、③特性、④生
産の方法、⑤産地との結びつき、⑥生産実績を記載する必要がある。ヤマダイかんしょは、1-
③特性以外の要件を全て満たしていたものの、ヤマダイかんしょの特性を客観的に示すデータ
が不足しており GI 登録が困難な状況にあった。

以上を背景として、事前研究として消費者がサツマイモに求める嗜好特性調査を実施した。
その結果、消費者はサツマイモの特性のうち「甘味」と「食感」を重視することが明らかとなっ
た。本研究では、ヤマダイかんしょの特性うち「甘味」と「食感」に着目し、これらを科学的
手法を用いて明らかにすることにより、串間市のヤマダイかんしょブランディング戦略の一助
とするとともに、GI 保護制度申請の際の科学的根拠として活用し、ヤマダイかんしょの GI 登
録を目指すことを目的とした。

２．材料及び方法

1.　実験材料
　本実験に用いたサツマイモサンプルを表 1 に示す。なお、サンプル ID は、JA 串間市大

束販売課より送付された情報順とした。

2.　実験方法
　本試験では、表 1 に示す A ～ D の 4 種類のサツマイモサンプルを用い、Brix 糖度、党含

有量、甘味度、物理特性解析及び官能評価を実施した。各実験の手法について、以下に示す。
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図 2. GI マーク 
図 2.　GI マーク



2-1：サツマイモサンプルの調整
　表 1 に示す A ～ D の 4 種類のサツマイモサンプルから 250 ( ± 20 ) g のサツマイモを選別
し水道水にて洗浄後、ガーゼで表面の水分を拭き取り、真空包装機（ホシザキ、HPS-300A）
を用いてパックした。パックしたサツマイモサンプルを、スチームコンベクションオーブン（ホ
シザキ、MIC-5TB3）を用いて 100℃で 60 分間加熱した。加熱後、常温で 30 分間静置し冷却
したものをサツマイモサンプルとして用いた 4)。

2-2：Brix 糖度解析サンプルの調整と糖度解析
　2-1 の方法で加熱調理したサツマイモサンプル（n ＝ 8）を、サツマイモの中心部を厚さ 
5mm の輪切りにし切片を作製し、切片よりペーストを調整した。調整したサツマイモペース
トをサンプルチューブに 3.0 g 計量し 15 mL の蒸留水を加えワーリングボトルブレンダー（大
阪ケミカル、7011HBC）で懸濁した後、超音波破砕装置（アズワン、AS72GTU）を用いて 30 
分間サンプルを破砕した。破砕後、20,000 x g、5 分間、常温の条件で遠心分離し（Thermo 
Scientific、Micro17R）、上清 1 mL を新しいサンプルチューブに回収した 5)。回収した上清を
糖度計（アタゴ、PAL-1）に供し、溶液の糖度を解析した。

2-3：糖組成解析サンプルの調整と糖組成解析
　2-1 の方法で加熱調理したサツマイモサンプル（n ＝ 8）を、サツマイモの中心部を厚さ 
5mm の輪切りにし切片を作製し、切片よりペーストを調整した。調整したサツマイモペース
トをサンプルチューブに 1.0 g 計量し 50%(v/v) のエタノールを 26.67 mL 加えワーリングボト
ルブレンダーで懸濁した後、超音波破砕装置を用いて 30 分間サンプルを破砕した。破砕後、
遠心分離（20,000 x g、5 分間、常温）し、上清 600 µL を新しいサンプルチューブに回収した。
回収した上清に当量のアセトニトリルを加えた後、0.45 µm のメンブレンフィルタでろ過した
通液を HPLC 分析に供した 4)。分析条件については以下に示す。
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表 1：実験に使用したサツマイモサンプル 

サンプ

ル ID 
品種名 産地 収穫時

期 
備考 

A ベニアズマ 
千葉産 
JA かとり 

11 月 ― 

B ベニハルカ 
茨城産 
旭村管内 

11 月 
キュアリング処理済み 

C 安納芋 
種子島 
ながはま農園 

9 月 ― 

D 
ヤマダイかんしょ) 
（高系１４号） 

串間市産 
ヤマダイ 

11 月 ― 

 
： サツマイモサンプルの調整

表 1 に示す A～D の 4 種類のサツマイモサンプルから 250 (± 20 ) g のサツマイモを選別し水道水にて洗浄
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： 糖度解析サンプルの調整と糖度解析

2-1 の方法で加熱調理したサツマイモサンプル（n＝8）を、サツマイモの中心部を厚さ 5mm の輪切りにし
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：糖組成解析サンプルの調整と糖組成解析

2-1 の方法で加熱調理したサツマイモサンプル（n＝8）を、サツマイモの中心部を厚さ 5mm の輪切りにし
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タでろ過した通液を HPLC 分析に供した 4)。分析条件については以下に示す。 
 
[分析条件] 

Column       : Shodex Asahipak NH2P-50G 4A  
              : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4.6mmI.D. x 250mm) 
Eluent        : CH3CN/H2O=75/25 
Flow rate     : 1.0mL/min 
Detector      : Shodex RI 
Column temp. : Room temp. (25℃) 

宮崎大学地域資源創成学部紀要　第 3 号



[ 分析条件 ]
Column        :Shodex Asahipak NH2P-50G 4A 
        : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4.6mmI.D. x 250mm)
Eluent        : CH3CN/H2O=75/25
Flowrate       : 1.0mL/min
Detector  　   : Shodex RI
Columntemp. : Room temp.(25℃ )

2-4：物理特性解析用サンプルの調整と物理特性解析
　2-1 の方法で加熱調理したサツマイモサンプル（n ＝ 8）を、サツマイモの中心部を厚さ 
20mm の輪切り及び長さ 30mm の半月型にし切片を作製し、動的粘弾性測定に供した（タケ
トモ電機、TENSIPRESSER My Boy II SYSTEM）6), 7), 8)。試験では、TPA 測定法及び 1 バイ
ト測定法を採用した。分析機器及び分析条件については以下に示す。

2-5：官能評価
　2-1 の方法で加熱調理したサツマイモサンプルを 5mm の輪切りにし切片を作製し、官能評
価用サンプルとした。官能評価は、128 名のパネルにより行った。評価項目は、甘味と食感とし、
7 段階評点法により行い、-3~+3 の正数値（-3：甘味が非常弱い、非常にホクホク、+3：甘味
が非常に強い、非常にねっとり）とした。

2-6：統計解析
数値はすべて平均値 ± 標準偏差で示した。化学分析の統計解析は Student の t 検定により

行った。処理結果は p ＜ 0.05, 0.01, 0.001 の場合に有意であるとした。
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 [ 分析条件 ]
表 2：TPA 測定及び 1 バイト測定の設定条件

測定条件 TPA 測定 1 バイト測定

Distance (mm) 40.00 40.00

Clearance (mm)  1.00  1.00

Thickness1 (mm) 30.00 30.00

Thickness2 (mm) 30.00 30.00

Bite Speed (mm/sec)  2.00  1.00

Second Speed (mm/sec)  2.00  2.00

Deformation (%) 50.00  0.00

Deformation (mm)  0.00 15.00

Plansure Area (cm2)  1.00 0.071



３．結果

１．Brix 糖度測定
ヤマダイかんしょ及びその他のサツマイモサンプルの Brix 糖度を表 3 に示した。表 3 より、

Brix 糖度は、ヤマダイかんしょ区と比較してベニアズマ区、ベニハルカ区、安納芋区におい
て有意に高い値を示した。その平均値は、ヤマダイかんしょ区と比較して約2倍と高値であった。

２．糖含有量と甘味度
　ヤマダイかんしょ及びその他のサツマイモサンプルの糖含有量及び甘味度を図 3 に示した。
図 3 より、Fructose では安納芋区において最も高値を、Glucose では安納芋区において最も高
値を、Sucrose ではベニハルカ区において最も高値を、Maltose では安納芋区において最も高
値をそれぞれ示した。これらの値を基に甘味度を算出したところ、ベニハルカ区で最も高値を
示し、次いでベニアズマ区及び安納芋区がほぼ同等、ヤマダイかんしょ区で最も低値を示した。　　
この結果は、1. の糖度解析結果と一致した。以上の結果より、糖含有量とその値に基づく甘味
度においても、糖度解析と同様の傾向が認められることが示された。
　以上の糖度解析、糖含有量及び甘味度解析結果より、本研究で用いた 4 種類のサツマイモサ
ンプルの蒸し調理後の「甘さ」は、甘味が強い順に「ベニハルカ＞ベニアズマ≧安納芋＞ヤマ
ダイかんしょ」であることが明らかとなった。本結果より、ヤマダイかんしょが強烈な甘味で
は無く、上品な甘さを持つサツマイモであることが示された。

表 3：各サツマイモ品種の Brix 糖度結果 

サンプル ID 品種名 糖度 (Brix %) 
A ベニアズマ 18.95 ± 1.03*** 
B ベニハルカ 18.55 ± 1.60*** 
C 安納芋 15.75 ± 1.91*** 
D ヤマダイかんしょ  8.80 ± 2.25*** 

Data are means ± SD for eight samples. P values denote differences from the D group at p < 0.001***. 
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ヤマダイかんしょ及びその他のサツマイモサンプルの糖含有量及び甘味度を図3に示した。図3より、
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表 3：各サツマイモ品種の Brix 糖度結果
サンプル ID 品種名 糖度 (Brix %)

A ベニアズマ 18.95 ± 1.03***

B ベニハルカ 18.55 ± 1.60***

C 安納芋 15.75 ± 1.91***

D ヤマダイかんしょ  8.80 ± 2.25***

Data are means ± SD for eight samples. P values denote differences from the D group at 
p < 0.001***.



３.　物理特性解析
　ヤマダイかんしょ及びその他のサツマイモサンプルの物理特性解析結果を図 4-7 に示した。
図 4 は各サツマイモ品種の外皮の硬さを、図 5 は各サツマイモ品種の果肉の硬さを、図 6 は各
サツマイモ品種の果肉のもろさを、図 7 は各サツマイモ品種の果肉の粘りを示している。
● 3-1：外皮の硬さ
　図 3 より、サツマイモの外皮の硬さは、ヤマダイかんしょ区と比較して、ベニアズマ区にお
いて有意に低い値を示した。一方、ベニハルカ区、安納芋区では、ヤマダイかんしょ区と比較
し有意な差は認められなかった。以上の結果から、ベニアズマは、他のサツマイモ品種と比較
しその外皮が柔らかいことが明らかとなった。

● 3-2：果肉の硬さ
　図 5 より、サツマイモの果肉の硬度は、ヤマダイかんしょ区と比較して、ベニアズマ区にお
いて有意に高い値を示した。一方、安納芋区では、ヤマダイかんしょ区と比較し有意に低い値
を示した。ベニハルカ区では、ヤマダイかんしょ区と比較し有意な差は認められなかった。以
上の結果から、サツマイモの果肉の硬さをヤマダイかんしょと比較すると、ベニアズマの果肉
は硬く、安納芋の果肉は柔らかく、ベニハルカの果肉はヤマダイかんしょと同等であることが
明らかとなった。

 

 
図4：各サツマイモ品種の外皮の硬さ

P values denote differences from the D group at p< 0.001***. 
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図5：各サツマイモ品種の果肉の硬さ

P values denote differences from the D group at p< 0.001***. 

● ：果肉のもろさ

図6より、サツマイモの果肉のもろさ荷重は、ヤマダイかんしょ区と比較して、ベニアズマ区、ベニハルカ

区において有意に高い値を示した。一方、安納芋区では、ヤマダイかんしょ区と比較し有意に低い値を示し

た。以上の結果から、サツマイモの果肉のもろさをヤマダイかんしょと比較すると、ベニアズマ、ベニハルカ

の果肉は堅く、安納芋の果肉はもろいことが明らかとなった。
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図 4：各サツマイモ品種の外皮の硬さ
P values denote differences from the D group at p< 0.001***.

図 5：各サツマイモ品種の果肉の硬さ
P values denote differences from the D group at p< 0.001***.

くしまオリジナルブランド『ヤマダイかんしょ』の嗜好機能解析
―地理的表示 (GI) 保護制度への登録―



● 3-3：果肉のもろさ
　図 6 より、サツマイモの果肉のもろさ荷重は、ヤマダイかんしょ区と比較して、ベニアズマ
区、ベニハルカ区において有意に高い値を示した。一方、安納芋区では、ヤマダイかんしょ区
と比較し有意に低い値を示した。以上の結果から、サツマイモの果肉のもろさをヤマダイかん
しょと比較すると、ベニアズマ、ベニハルカの果肉は堅く、安納芋の果肉はもろいことが明ら
かとなった。

● 3-4：果肉の粘り
　図 7 より、サツマイモの果肉の粘りは、ヤマダイかんしょ区と比較して、ベニアズマ区、ベ
ニハルカ区において有意に高い値を示した。一方、安納芋区では、ヤマダイかんしょ区と比較
し有意な差は認められなかった。以上の結果から、サツマイモの果肉の粘度をヤマダイかんしょ
と比較すると、ベニアズマ、ベニハルカの果肉は粘り気が高く、安納芋の果肉の粘度はヤマダ
イかんしょと同等であることが明らかとなった。
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P values denote differences from the D group at p< 0.05* and p< 0.001***. 
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．官能評価

図8に、各サツマイモ品種の蒸し芋における甘味度スコアを示す。図8より、パネルは、各サツマイモ品種の

蒸し芋における甘味度について、高い順に「ベニハルカ＞ベニアズマ＞安納芋＞ヤマダイかんしょ」と判定し

た。この結果は、表3の各サツマイモ品種のBrix糖度及び図3の各サツマイモ品種の糖含有量及び甘味度の結果

と一致する。以上の結果より、各サツマイモ品種の蒸し芋における甘味は、化学分析においても、官能評価に

おいても「ベニハルカ＞ベニアズマ＞安納芋＞ヤマダイかんしょ」の順であることが明らかとなった。
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図6：各サツマイモ品種の果肉のもろさ

P values denote differences from the D group at p< 0.05* and p< 0.001***. 
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図 6：各サツマイモ品種の果肉のもろさ
P values denote differences from the D group at p< 0.05* and p< 0.001***.

図 7：各サツマイモ品種の果肉の粘り
P values denote differences from the D group at p< 0.01** and p< 0.001***.
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４．官能評価
　図 8 に、各サツマイモ品種の蒸し芋における甘味度スコアを示す。図 8 より、パネルは、各
サツマイモ品種の蒸し芋における甘味度について、高い順に「ベニハルカ＞ベニアズマ＞安納
芋＞ヤマダイかんしょ」と判定した。この結果は、表 3 の各サツマイモ品種の Brix 糖度及び
図 3 の各サツマイモ品種の糖含有量及び甘味度の結果と一致する。以上の結果より、各サツマ
イモ品種の蒸し芋における甘味は、化学分析においても、官能評価においても「ベニハルカ＞
ベニアズマ＞安納芋＞ヤマダイかんしょ」の順であることが明らかとなった。
　図 9 に、各サツマイモ品種の蒸し芋における食感スコアを示す。図 9 より、パネルは、各サ
ツマイモ品種の蒸し芋における食感について、ホクホクしている順に「ヤマダイかんしょ＞ベ
ニアズマ＞ベニハルカ＞安納芋」と判定した。この結果は、図 4 ～ 7 の各サツマイモ品種のテ
クスチャー解析との相関性が認められる。以上の結果より、各サツマイモ品種の蒸し芋におけ
る食感は、化学分析においても、官能評価においても「ヤマダイかんしょ＞ベニアズマ＞ベニ
ハルカ＞安納芋」の順でホクホクとした食感であることが明らかとなった。

図9に、各サツマイモ品種の蒸し芋における食感スコアを示す。図9より、パネルは、各サツマイモ品種の蒸

し芋における食感について、ホクホクしている順に「ヤマダイかんしょ＞ベニアズマ＞ベニハルカ＞安納芋」
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んしょ＞ベニアズマ＞ベニハルカ＞安納芋」の順でホクホクとした食感であることが明らかとなった。

図8. 各サツマイモ品種の蒸し芋における甘味度スコア

図9. 各サツマイモ品種の蒸し芋における食感スコア

 
． 登録

 平成29年6月20日に、串間市大束農業協同組合が登録生産者団体となり食料産業局知的財産課へGI登録の申

請を行った。本研究成果を活用し、当該申請書内、農林水産物等の特性として「加熱すると快いもろさのある

ホクホクとした食感と上品な甘さを持つさつまいもである。」と記載された。 
平成30年8月6日に登録番号大64号「ヤマダイかんしょ」として、GI登録された。 
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図9に、各サツマイモ品種の蒸し芋における食感スコアを示す。図9より、パネルは、各サツマイモ品種の蒸
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 平成29年6月20日に、串間市大束農業協同組合が登録生産者団体となり食料産業局知的財産課へGI登録の申

請を行った。本研究成果を活用し、当該申請書内、農林水産物等の特性として「加熱すると快いもろさのある

ホクホクとした食感と上品な甘さを持つさつまいもである。」と記載された。 
平成30年8月6日に登録番号大64号「ヤマダイかんしょ」として、GI登録された。 
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5．GI 登録
　平成 29 年 6 月 20 日に、串間市大束農業協同組合が登録生産者団体となり食料産業局知的財
産課へ GI 登録の申請を行った。本研究成果を活用し、当該申請書内、農林水産物等の特性と
して「加熱すると快いもろさのあるホクホクとした食感と上品な甘さを持つさつまいもであ
る。」と記載された。
　平成 30 年 8 月 6 日に登録番号大 64 号「ヤマダイかんしょ」として、GI 登録された

 

 

 
図10. ヤマダイかんしょ登録産品紹介（農林水産省HPより） 
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図 10：ヤマダイかんしょ登録産品紹介（農林水産省 HP より）
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４．考察

　本研究では、ヤマダイかんしょの特性うち「甘味」と「食感」に着目し解析を行った。その結果、
甘味においては、ヤマダイかんしょが強烈な甘味では無く、上品な甘さを持つサツマイモであ
ることが示された。食品において甘味は重要な要素であり、サツマイモにおいても重要な要素
であると言える。サツマイモの甘味のうち“より甘いもの”を好むか“甘さ控え目のもの”を
好むかは個人の嗜好によるが、蒸し芋喫食時により甘いものを好む消費者にはベニアズマ、ベ
ニハルカ、安納芋が（特に甘いものを好む場合はベニハルカ）、甘さ控えめのものを好む消費
者にはヤマダイかんしょが適していると推察された。本結果は、あくまでも蒸し調理後の甘味
を示すものであるため、他の調理方法を用いることで甘味度は異なる可能性がある。また、調
理する食品毎に求められる甘味度も異なることから、調理毎に適した品種を使用することが消
費者のニーズに合致すると推察される。また、加工食品を調整する場合、栄養や味において均
一性が求められる。糖は食品に含まれる重要な栄養成分であると同時に甘味を付与する重要な
成分であるが、加工食品調整時において、糖含有量が低い原材料を使用する場合には、加糖す
ることで糖含有量を均一にすることが可能となる。以上のことから、ヤマダイかんしょは加工
にも適した品種であることが示唆された。
　次に、サツマイモの特徴である食感を評価するため、各サツマイモサンプルの外皮の硬さ、
果肉の硬さ、果肉のもろさ、果肉の粘りを測定した。物理特性解析より、ヤマダイかんしょは

「外皮が硬い」、「果肉が適度に硬い」、「果肉が適度にもろい」、「果肉の粘度が低い」という 4
つの特徴を有することが明らかとなった。「外皮が硬い」という特徴は、サツマイモを輸送する、
皮を生かした加工をする、皮を除去する等の場合に好まれる品種であると想定され、ヤマダイ
かんしょが輸送や加工に適した品種であることが示唆された。また、ヤマダイかんしょは、“ホ
クホクとした食感”が特徴であると言われている。本研究において、ヤマダイかんしょは、「果
肉が適度に硬い」、「果肉が適度にもろい」、「果肉の粘度が低い」という特徴を有していること
が示された。本研究結果より、ヤマダイかんしょは“ホクホクとした食感”と表現される特徴
を有することが、物理特性解析からも示された。
　更に、各サツマイモ品種の蒸し芋における官能評価を実施した。本研究において、パネルは、
各サツマイモ品種の蒸し芋における甘味度について、高い順に「ベニハルカ＞ベニアズマ＞安
納芋＞ヤマダイかんしょ」と判定した。この結果は、各サツマイモ品種の Brix 糖度及び各サ
ツマイモ品種の糖含有量及び甘味度の結果と一致した。以上の結果より、各サツマイモ品種の
蒸し芋における甘味は、化学分析においても、官能評価においても「ベニハルカ＞ベニアズマ
＞安納芋＞ヤマダイかんしょ」の順であることが明らかとなった。同様に、各サツマイモ品種
の蒸し芋における食感について評価したところ、パネルは、各サツマイモ品種の蒸し芋におけ
る食感について、ホクホクしている順に「ヤマダイかんしょ＞ベニアズマ＞ベニハルカ＞安納
芋」と判定した。この結果は、各サツマイモ品種のテクスチャー解析との相関性が認められた。
以上の結果より、各サツマイモ品種の蒸し芋における食感は、化学分析においても、官能評価
においても「ヤマダイかんしょ＞ベニアズマ＞ベニハルカ＞安納芋」の順でホクホクとした食
感であることが明らかとなった。
　本研究成果を活用し、平成 30 年 8 月 6 日に、登録番号大 64 号「ヤマダイかんしょ」として
GI 登録された。本研究の当初の目的である、ヤマダイかんしょの特性うち、「甘味」と「食感」
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に着目し、これらを科学的手法を用いて明らかにすることにより GI 保護制度申請の際の科学
的根拠として活用し、ヤマダイかんしょの GI 登録を目指すという目標を達成することができ
た。ヤマダイかんしょが GI 登録されたことで、今後、①地域ブランド産品として他産品との
差別化が図られる、②品質を守るものだけが市場に流通する、③訴訟などの負担なく自分たち
のブランドを守ることができる、④日本の地域ブランド産品の海外展開に寄与する等のメリッ
トが期待される。一方で、現在のところ、日本では GI 制度の普及が遅れていることから、GI
登録されたことが即座に地域ブランド化の推進に繋がる状況には至っていない。GI 制度が日
本で普及しない理由としては、GI 制度自体を多くの日本人が知らないこと、日本における農
林水産物のブランドを保護する多数の法律が錯綜していること、GI マークの認知度が低いこ
と等が挙げられる。GI 制度の認知度向上に努めるとともに、個別の農林水産物のブランディ
ングを図る必要がある。
　近年、セルフヘルスケア市場は大きく拡大しており、中でも「健康維持 / 増進」ベネフィッ
トの市場は 2 兆円超と成長を続けておりニーズが高い市場であることが伺える。例えば、サツ
マイモの生体調節機能に着目すると、サツマイモ抽出物が抗酸化活性を示すこと 9)、抗アテロー
ム性動脈硬化活性を示すこと 10)、血糖降下作用を示すこと 11) 等が知られている。他にも、未
利用資源であるサツマイモ葉抽出物が抗がん作用や 12), 13)、抗炎症作用 14) を示すことが報告さ
れている。日本の食品表示法や薬事法をはじめとした多数の法律下において、食品の効果効能
として上述の機能を表示することはできないが、これら生体調節機能は消費者にとっての健康
維持増進のためのヘルスベネフィットである。
　今後は、上述の GI 制度のメリットを生かしたヤマダイかんしょのブランディングを基軸と
して、生体調節機能他、ヤマダイかんしょの強みを生かしたブランディングを推進する必要が
あると思慮する。
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１．はじめに

　宮崎大学は平成 28 年度に地域資源創成学部（以下、「地域学部」とする）を創設し、異分野
融合による実践型の教育・研究を行い、地域で活躍する人材育成に取り組んでいる。地域学部
の教育概要として、研究者教員と実務家教員とが共同した実践的教育、宮崎県全域をフィール
ドとして地域の方々と一体となった協働教育を導入している。このような教育を通して地域の
製造業、食品・醸造業、マスコミ、観光、サービス業、国・自治体、経済団体の幹部候補や、
事業承継者、起業家となる人材育成を目指している。1)

　地域学部の特徴のひとつである「地域との協働」による「地方創生」、「イノベーション創出」
とその担い手となる「人材の育成」を目指して、平成 29 年度より「宮崎大学ビジネスプラン
コンテスト」（以下、「宮大ビジコン」とする）を実施している。２）宮大ビジコンは、2005 年
に宮崎大学と株式会社宮崎銀行（以下、「宮崎銀行」とする）において締結されていた包括的
連携協定 3）を基にして、地域学部が新設されたことを契機として、2016 年 11 月 10 日に「国
立大学法人宮崎大学との連携協力に関する覚書」を新たに締結し地方創生への取り組みとして
開始されることとなった。４）覚書の目的として、宮崎銀行と宮崎大学が「連携して、学内の
研究生やアイデアを利活用し、学内起業などの夢を実現させたい学生や教授等のビジネスプラ
ン抽出から資金提供まで支援することを検討する。また、学生の社会学習の機会創出の支援等
についても検討する。」とし、連携分野の一つとして、「学生・教授等を対象としたビジネスプ
ランコンテストの実施検討」が明記された。また、この取組を後押しする形で 2018 年 3 月 27
日には、「みやぎん宮崎大学夢応援ファンド」を宮崎銀行と宮崎銀行ベンチャーキャピタル株
式会社が共同で設立し、投資対象を宮崎大学に在籍する学生等が起業・経営する法人とするファ
ンド総額 5 億円の資金面での支援体制もつくられるに至っている。5）地域をフィールドとした
教育環境の中から、学生の起業家育成を大学だけでなく地域の金融機関および多くの関係者と
協働しているのが宮大ビジコンとなっている。
　本報では、平成 29 年の第１回から平成 31 年開催の第３回まで開催された宮大ビジコンを、
アントレプレナーシップ教育の実践教育としての取り組みを纏め報告するものである。
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　大学における起業家育成への取り組みは宮崎大学だけの動きではない。文部科学省は、大学
等の研究開発成果を基にした起業や新事業創出に挑戦する人材の育成、関係者・関係機関によ
るベンチャー・エコシステムの構築を目的として、2018 年から 2022 年にわたって『次世代ア
ントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT : Exploration and Development of Global Entrepre-
neurship for NEXT generation）』を推進している。本事業に採択された大学としては、東北
大学、北海道大学、小樽商科大学、京都大学、神戸大学、宮城大学、東京大学、筑波大学、お
茶の水女子大学、静岡大学、名古屋大学、岐阜大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三
重大学、九州大学・医系プログラム、奈良先端科学技術大学院大学、大阪府立大学、立命館大
学、早稲田大学、山形大学、滋賀医科大学、東京理科大学があり、多くの大学においてアント
レプレナー教育が取り組まれていることがわかる。事業としては、「学部学生や専門性をもっ
た大学院生、若手研究者を中心とした受講者に対するアイデアの創出やビジネスモデルの構築
を中心としたプログラム」6）を提供し、学部生を含めて大学を起点とした起業家育成に積極的
に取り組んでいる。
　「アントレプレナーシップ（起業家精神）」について上野（2009）はマインド（志、チャレン
ジ精神、創造性など）と種々のスキル（コミュニケーション能力、構想企画能力、各種経営知
識など）を育成していくのであるとし、起業家教育は起業促進のために必要であるとしている。7）

　筆者は、アントレプレナーシップ教育において、ビジネスプランの発表の場であるビジネス
プランコンテストの企画・運営、ビジネスプランの作成指導など全体の統括を宮大ビジコンの
第 1 回から担当している。アントレプレナーシップ教育においては、参加する動機を学生側が
持ち得るのかが大きな課題でもある。そもそも、アントレプレナーシップを持っている学生の
みを対象とした教育としてしまうと、それは起業に必要なスキル獲得の機会を広く広げること
を否定することになり、参加前においてアントレプレナーシップを持ちえない学生も参加した
くなる、参加する動機をもつものにしなくてはならない。そのためにも、起業を目的とする取
り組みではなく、自らの関心を持つなんらかの社会課題などに対して解決する手段としてのア
ントレプレナーシップの獲得を目的としている。宮大ビジコンに参加することは、ビジネスプ
ランの作成を通して、擬似的にではあるが「起業プロセス（entrepreneurial process）」であ
る事業機会の認識とそれを追求する組織の形成にかかわるすべての機能、活動、行為を学生が
経験することとなり、アントレプレナーシップ教育の実践学習になると考える。5）

２．宮崎大学ビジネスプランコンテスト概要

2.1 宮大ビジコンについて
　宮大ビジコンは、宮崎大学に所属する学部・研究科を問わない学生及び大学院生を対象と
し、ビジネスプランの作成からプレゼンテーションを通して、そのビジネスプランの新規性や
実現可能性、表現力を競うコンテストである。テーマ要件に関しては実施した３回とも特に限
定したテーマ設定はしておらず、ゆるやかな事例提示として「大学の技術シーズを活用した事
業や、社会の課題解決アイデアや日常生活の周りにあるアイデアをヒントにした事業、食・農
業・観光といった、宮崎の特色を活かした事業等。」とすることで新たな課題が生まれ続ける
社会に対する学生の問題意識の活用の機会を広げることを狙いとしている。各務（2018）は「ビ
ジネスプラン」について「自らのために事業構想を整理するだけのものに留まらず、必要な経
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営資源を得るために、他者に働きかけ、新事業の理解を促し、経営資源を提供してもらうこと
を説得し、実際に獲得するために不可欠なもの」としている。また、ビジネスプランは「解決
したい問題があってはじめて成立するもので、問題解決したいという思い（願い・動機）は個
人的な体験がベースとなることが多い」と説いている。9）本学学生は宮大ビジコンへの参加を
通して、常日頃から持っていた問題意識に取り組む場合もあれば、コンテストに応募するため
に今まで意識してこなかった社会課題、地域課題へ新たに目を向け、掘り下げ、自らのビジネ
スプランの向かうべき方向性を探る取り組みが必要となっている。宮大ビジコンは、コンテス
トという期日を定めた目標を設定し、ビジネスプランの作成方法と評価基準を明示し、そこへ
向かう過程を通して、学生自らアントレプレナーシップを獲得するための成長を促す取り組み
となっている。

2.2 宮大ビジコンの実施プロセス
　宮大ビジコンは宮崎大学と宮崎銀行との共同主催で実施し、宮崎大学ビジコン事務局を宮崎
大学 産学・地域連携センターに設置し、「宮崎大学ビジネスプランコンテスト実施プロセス」（表
1）のように実施している。実施プロセスは 4 月の前期開始前には事務局と筆者で宮崎大学生
の動向、宮大ビジコン募集開始日以降の学内外のビジネスプランコンテスト動向、決勝プレゼ
ンテーションとなる最終審査開催日の県内におけるイベント開催状況などを調査した上で決定
している。

　第 1 次審査の書類審査では、宮崎大学産学地域連携センター長、筆者を含む同大地域学部教
員 3 名と宮崎銀行のビジコン担当部である地方創生部部長が審査を行う。書類審査に必要な
書式及び内容は「宮崎大学ビジネスプランコンテスト事業計画書」（表２）として応募検討者
に提示される。本事業計画書は、一般社団法人九州ニュービジネス協議会（以下、九州 NBC）
が主催する「九州・大学発ベンチャー・ビジネスコンテスト」の応募様式を九州 NBC に許可
を受け利用している。応募された書類は、事務局にて受付し、審査員へ提供され個別に書類審
査が実施され、事務局にて集約し点数化され審査結果が出される。この審査結果が応募学生に
通知される際には、審査員からアドバイスやコメントが書面で提供され、第 2 次審査へ進む前

ビジネスプランの作成指導など全体の統括を宮大ビジコンの第1回から担当している。アントレプレナーシップ教育において

は、参加する動機を学生側が持ち得るのかが大きな課題でもある。そもそも、アントレプレナーシップを持っている学生のみ

を対象とした教育としてしまうと、それは起業に必要なスキル獲得の機会を広く広げることを否定することになり、参加前に

おいてアントレプレナーシップを持ちえない学生も参加したくなる、参加する動機をもつものにしなくてはならない。そのた

めにも、起業を目的とする取り組みではなく、自らの関心を持つなんらかの社会課題などに対して解決する手段としてのアン

トレプレナーシップの獲得を目的としている。宮大ビジコンに参加することは、ビジネスプランの作成を通して、擬似的にで

はあるが「起業プロセス（entrepreneurial process）」である事業機会の認識とそれを追求する組織の形成にかかわるすべて

の機能、活動、行為を学生が経験することとなり、アントレプレナーシップ教育の実践学習になると考える。5） 
 

２． 宮崎大学ビジネスプランコンテスト概要 
 
2.1 宮大ビジコンについて 
宮大ビジコンは、宮崎大学に所属する学部・研究科を問わない学生及び大学院生を対象とし、ビジネスプランの作成からプ

レゼンテーションを通して、そのビジネスプランの新規性や実現可能性、表現力を競うコンテストである。テーマ要件に関し

ては実施した３回とも特に限定したテーマ設定はしておらず、ゆるやかな事例提示として「大学の技術シーズを活用した事業

や、社会の課題解決アイデアや日常生活の周りにあるアイデアをヒントにした事業、食・農業・観光といった、宮崎の特色を

活かした事業等。」とすることで新たな課題が生まれ続ける社会に対する学生の問題意識の活用の機会を広げることを狙いと

している。各務（2018）は「ビジネスプラン」について「自らのために事業構想を整理するだけのものに留まらず、必要な

経営資源を得るために、他者に働きかけ、新事業の理解を促し、経営資源を提供してもらうことを説得し、実際に獲得するた

めに不可欠なもの」としている。また、ビジネスプランは「解決したい問題があってはじめて成立するもので、問題解決した

いという思い（願い・動機）は個人的な体験がベースとなることが多い」と説いている。9）本学学生は宮大ビジコンへの参加

を通して、常日頃から持っていた問題意識に取り組む場合もあれば、コンテストに応募するために今まで意識してこなかった

社会課題、地域課題へ新たに目を向け、掘り下げ、自らのビジネスプランの向かうべき方向性を探る取り組みが必要となって

いる。宮大ビジコンは、コンテストという期日を定めた目標を設定し、ビジネスプランの作成方法と評価基準を明示し、そこ

へ向かう過程を通して、学生自らアントレプレナーシップを獲得するための成長を促す取り組みとなっている。 
 
2.2宮大ビジコンの実施プロセス 

宮大ビジコンは宮崎大学と宮崎銀行との共同主催で実施し、宮崎大学ビジコン事務局を宮崎大学 産学・地域連携センター

に設置し、「宮崎大学ビジネスプランコンテスト実施プロセス」（表1）のように実施している。実施プロセスは4月の前期開

始前には事務局と筆者で宮崎大学生の動向、宮大ビジコン募集開始日以降の学内外のビジネスプランコンテスト動向、決勝プ

レゼンテーションとなる最終審査開催日の県内におけるイベント開催状況などを調査した上で決定している。 
 

（表1）「宮崎大学ビジネスプランコンテスト実施プロセス」 

上旬　　　　・応募締め切り

　　　〜　　 ・1次書類審査

下旬　　　　・宮崎銀行・大学産学地域連携センター

　　　　　　　　知的財産係 による事前相談会

　　　　　　　・プレゼン力向上講座

上旬　　　　・2次（プレゼンテーション）審査

下旬　　　　・第3回から第1回・第2回出場者による

　　　　　　　　対策講義

　　　　　　　・最終（決勝プレゼンテーション）審査

実施内容

上旬　　　　・ビジネスプラン理解講座 2回開催

　　　　　　　・ビジネスプラン実践講座 1回開催

　　　　　　　　（外部講師）

上旬　　　　・開催説明会 3回開催

中旬　　　　・チーム作りワークショップ

下旬 　　　・宮大ビジコン募集開始

講義開講　　「ベンチャービジネス概論」（2016・17）

　　　　　　　　「ベンチャービジネス入門」（2018〜）

　　　　　　　　「マーケティング入門」（2018年〜）

4月

5月

6月

7月

8月

9月
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に修正やブラッシュアップなどを推奨している。
　提出が必要な応募書類を作成するには事業計画書への理解や、マーケティングなどの基礎的
な理解が必要となる。宮崎大学は、教育学部、医学部、工学部、農学部、地域資源創成学部、
大学院教育学研究科、大学院看護学研究科、大学院工学研究科、大学院農学研究科、大学院獣
医学総合研究科、大学院農学工学総合研究科の 5 学部 6 研究科があるが、全学部が受講できる
経営や事業企画に関する共通したカリキュラムは存在しない。そのため、書類応募するには既
存のカリキュラムとは別の講座が必要となる。この課題への対応については、3 で詳しく述べる。

　第 2 次審査は、書類審査の審査委員の他に外部のベンチャーキャピタリストが参加し審査を
行う。第 1 次審査とは違い、学内において審査員に対して学生がパワーポイントを使い指定さ
れた時間内でプレゼンテーションを行い、審査員との質疑応答により評価される。この段階で
は、第 1 次審査でアドバイス、フィードバックされた内容への対応も含めて実現可能性の観点
で審査されている。プレゼンテーションの内容については事務局からの指定はなく、応募者に
よって構成や表現方法には差があり、新規性・革新性・優位性、表現力の審査ポイントとなっ
ている。この審査基準（表 3）は、九州 NBC の審査基準に関して許可を受けた上で作成し、
第１回から使用している。10）

第 1 次審査の書類審査では、宮崎大学産学地域連携センター長、筆者を含む同大地域学部教員 3 名と宮崎銀行のビジコン

担当部である地方創生部部長が審査を行う。書類審査に必要な書式及び内容は「宮崎大学ビジネスプランコンテスト事業計画

書」（表２）として応募検討者に提示される。本事業計画書は、一般社団法人九州ニュービジネス協議会（以下、九州 NBC）
が主催する「九州・大学発ベンチャー・ビジネスコンテスト」の応募様式を九州NBCに許可を受け利用している。応募され

た書類は、事務局にて受付し、審査員へ提供され個別に書類審査が実施され、事務局にて集約し点数化され審査結果が出され

る。この審査結果が応募学生に通知される際には、審査員からアドバイスやコメントが書面で提供され、第2次審査へ進む前

に修正やブラッシュアップなどを推奨している。 
提出が必要な応募書類を作成するには事業計画書への理解や、マーケティングなどの基礎的な理解が必要となる。宮崎大学

は、教育学部、医学部、工学部、農学部、地域資源創成学部、大学院教育学研究科、大学院看護学研究科、大学院工学研究科、

大学院農学研究科、大学院獣医学総合研究科、大学院農学工学総合研究科の5学部6研究科があるが、全学部が受講できる経

営や事業企画に関する共通したカリキュラムは存在しない。そのため、書類応募するには既存のカリキュラムとは別の講座が

必要となる。この課題への対応については、3で詳しく述べる。 
 

（表2）「宮崎大学ビジネスプランコンテスト事業計画書」 

所属名

代表者名

事業名

キャッチフレーズ

1 あなたのビジネスプランの概要を簡潔に(150文字程度）に文章でまとめてください。

2 ビジネスプランの具体的内容　　（テーマ／商品･サービスの内容、着眼点、事業化計画、事業形態、事業の将来ビジョンなど）

3 ビジネスプランの新規性、便利性、独創性、特徴

4 販売ターゲット(顧客)、予想される市場規模・市場動向、販売対象エリアの状況及びその裏づけ

5 マーケティング戦略《基本戦略、価格戦略(販売価格、価格設定方針)、販売戦略、販促戦略など》

6 類似ビジネスとの相違点(競合製品・商品サービスと比べて優位性と弱点)

7 事業実施上の問題点・リスク

8 この事業に関するあなたの経験、技能、資格、特許、ノウハウなど

9 事業の社会貢献度（ビジネスの必要性）、実現性や将来の事業家としての抱負

10 売上・利益計画（3カ年の事業・商品別売上高、粗利率、構成比、売上高計、経常利益）

11 資金計画（必要資金、金額、調達方法）

12 その他添付資料

基本

情報

 
 

第 2 次審査は、書類審査の審査委員の他に外部のベンチャーキャピタリストが参加し審査を行う。第 1 次審査とは違い、

学内において審査員に対して学生がパワーポイントを使い指定された時間内でプレゼンテーションを行い、審査員との質疑応

答により評価される。この段階では、第1次審査でアドバイス、フィードバックされた内容への対応も含めて実現可能性の観

点で審査されている。プレゼンテーションの内容については事務局からの指定はなく、応募者によって構成や表現方法には差

があり、新規性・革新性・優位性、表現力の審査ポイントとなっている。この審査基準（表3）は、九州NBCの審査基準に

関して許可を受けた上で作成し、第１回から使用している。10） 
 

（表3）「宮崎大学ビジネスプランコンテスト審査基準」 
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学内において審査員に対して学生がパワーポイントを使い指定された時間内でプレゼンテーションを行い、審査員との質疑応
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があり、新規性・革新性・優位性、表現力の審査ポイントとなっている。この審査基準（表3）は、九州NBCの審査基準に
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　最終審査は、コンテストの決勝プレゼンテーションとして一般公開審査となり、審査員は大
学外部が主となる。第 2 次審査は学内の個室で実施されるが、一般公開審査となる会場は第 1
回では宮崎市中心部にある宮日ホール（宮崎市高千穂通 1 丁目）にて 250 名を超える観客を前
にしてプレゼンテーションを行った。第 2 回は宮崎市民プラザオルブライトホール（宮崎市橘
通西 1 丁目）を会場にして 250 名を超える観客となり、第 3 回も宮崎市民プラザオルブライト
ホールで開催し、350 名を超える観客が参加。（写真 1）進出した学生は審査員観客を前にした
プレゼンテーションを行う。（写真 2）また、第３回の最終審査の審査員は学外の東京・福岡・
宮崎の企業役員およびベンチャーキャピタリスト12名と宮崎銀行頭取の13名が審査を行った。

（写真 3）実際の投資及び事業開発・推進をしている審査員による審査にすることで、決勝進
出した学生にとってはより高い水準での指摘やアドバイスを受けることが可能であり、また応
募学生が目指す場とする動機のひとつとなっている。（写真 4）ここにおいての審査基準も第 1
次審査、第 2 次審査と同じ審査基準で評価される。

2.3 説明会および応募者の状況（第 1 回～第 3 回）
　応募者は第１回から第 3 回までの説明会参加者総数は表 2（a）のとおり 144 名、応募者総
数は 107 名であり、説明会参加からの応募は 74.31% となっている。応募は１名から複数名に
よるチームを組んでの応募が可能であり、表 2（b）のとおり１名での応募が最多となっている。
応募者の所属学部は、地域学部からの応募が毎年最多となっているが、年々工学部からの応募
者が増加してきている。また、大学院の工学研究科、農学研究科、獣医学総合研究科、農学工
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2.4 受賞者と受賞内容（第 1 回～第 3 回）
　宮大ビジコンでは、グランプリ、宮崎大学学長賞、宮崎銀行頭取賞、審査員特別賞 1、審査
員特別賞 2 の 5 種の賞がある。この５種以外に、宮大ビジコン開催への協賛企業による協賛企
業賞がある。協賛企業賞は、最終審査を協賛企業担当者が各社独自の評価基準により受賞者を
選定するものであり、コンテストの評価基準に基づいた賞は５種のみとなる。第 1 回から第 3
回までの受賞した応募者（代表者）とプラン名を一覧した。第 1 回では 17 組 38 名が応募し、
決勝進出は 10 組、5 種の受賞者は工学部 1 組、農学部 3 組、地域学部 1 組となった。第 2 回
では 18 組 30 名が応募し、決勝進出は 10 組、5 種の受賞者は農学部 2 組、地域学部 2 組、工
学部 1 組。第 3 回は、農学部 1 組、医学獣医学総合研究科 1 組、地域学部 1 組となっている。
第 3 回に関しては、19 組 39 名が応募し、決勝進出は 11 組、グランプリ受賞者が審査員特別
賞 1 を重複受賞し、宮崎銀行頭取賞受賞者が審査員特別賞 2 を重複受賞したことにより、3 組
が上位 5 賞を受賞している。

（表4）説明会参加者と応募状況（第１回2017年〜第3回2019年） 

（a)説明会参加者と応募者数・組数 （b）応募チームの人数構成

第１回 第２回 第３回 計 第１回 第２回 第３回 計

説 明 会 参 加 者 総 数 58 43 43 144 1名 6 8 9 23

応 募 者 総 数 38 30 39 107 ２名 9 9 3 21

応 募 総 数 （ 組 数 ） 17 18 19 54 ３名 0 0 4 4

４名 1 1 3 5

５名 2 0 0 2

※一次審査への提出書類に記載された宮崎大学生のみ

（c）応募者の所属学部

学 部 第１回 第２回 第３回 計 %

教 育 学 部 3 0 0 3 2.80

医 学 部 5 2 2 9 8.41

工 学 部 5 11 14 30 28.04

農 学 部 9 5 4 18 16.82

地 域 資 源 創 成 学 部 15 10 17 42 39.25

大 学 院 教 育 学 研 究 科 0 0 0 0 0.00

大 学 院 看 護 学 研 究 科 0 0 0 0 0.00

大 学 院 工 学 研 究 科 0 1 1 2 1.87

大 学 院 農 学 研 究 科 1 0 0 1 0.93

大学院獣医学総合研究科 0 0 1 1 0.93

大学院農学工学総合研究科 0 1 0 1 0.93  
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（表5）受賞者と受賞内容（第1回〜第3回） 
(a)第1回コンテスト受賞者と受賞ビジネスプラン一覧（2017年）

区分

グランプリ

宮崎大学学長賞

宮崎銀行頭取賞

審査員特別賞1

審査員特別賞2

(b)第2回コンテスト受賞者と受賞ビジネスプラン一覧（2018年）

区分

グランプリ

宮崎大学学長賞

宮崎銀行頭取賞

審査員特別賞1

審査員特別賞2

(c)第3回コンテスト受賞者と受賞ビジネスプラン一覧（2019年）

区分

グランプリ

宮崎大学学長賞

宮崎銀行頭取賞

審査員特別賞1

審査員特別賞2

※審査員特別賞1はグランプリとの重複受賞、審査員特別賞2は宮崎銀行頭取賞との重複受賞。

福永　昌俊（地域資源創成学部 2年） シェアプレ -Share Playing- ～子供の「アソビ」が広がるコミュニティ～

応募者（代表者） プラン名

久保 洋朗（農学部 3年） Mitok（ミトック） ～獣医師、ペット、飼い主がwin-win-winな社会をつくる～

松澤　美也（地域資源創成学部 3年） 空き家トータルサポート　MUH ～空き家をつなぐ～

船間 由貴奈（農学部 3年）

竹田 卓生（地域資源創成学部 2年）

プラン名

TOBE（ﾄｩｰﾋﾞｰ）～社会を変えるビジネスプランがここにあります！～

宮崎県沿岸における循環型サクラマス生産事業の効率的拡大～はばたけ宮崎ご当地サーモン！～

『Agriculture✖ Beauty』～Beauty Campコーディネート～

メモリブ　〜Memory Library〜　高齢者の持つ経験を価値ある形にして伝える

就泊～就活を機に地方と都市部の大学生を繋げる！～

木下 大輔（工学部 4年）

応募者（代表者）

上野 賢（農学部 4年）

日髙 桃子（農学部 4年）

高見　陽菜（工学部 4年） 月額3千円から始める親孝行 ～親孝行民に君はなる～

外山　由季（農学部 3年） PLANTER ～アイデアを絞り出す時代から買う時代へ～

応募者（代表者） プラン名

有方 草太郎（農学部 4年） 　Pioneer Pork　～Super Swine Style～

河野 龍摩（地域資源創成学部 3年） 　CONNECT　～LGBT当事者の見えない痛みを取り除く～

有方 草太郎（農学部 4年） 　Pioneer Pork　～Super Swine Style～

坂田 鋼治（医学獣医学総合研究科 2年） 　Tegami ～患者さんからの感謝～　あなたの感謝が医療を救う

河野 龍摩（地域資源創成学部 3年） 　CONNECT　～LGBT当事者の見えない痛みを取り除く～
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外山　由季（農学部 3年） PLANTER ～アイデアを絞り出す時代から買う時代へ～

応募者（代表者） プラン名

有方 草太郎（農学部 4年） 　Pioneer Pork　～Super Swine Style～

河野 龍摩（地域資源創成学部 3年） 　CONNECT　～LGBT当事者の見えない痛みを取り除く～

有方 草太郎（農学部 4年） 　Pioneer Pork　～Super Swine Style～

坂田 鋼治（医学獣医学総合研究科 2年） 　Tegami ～患者さんからの感謝～　あなたの感謝が医療を救う

河野 龍摩（地域資源創成学部 3年） 　CONNECT　～LGBT当事者の見えない痛みを取り除く～
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（表 5）受賞者と受賞内容（第 1 回～第 3 回）
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３．アントレプレナーシップ教育プログラム

3.1 講義との連動と効果
　宮大ビジコンでは、5 月の募集開始から最終審査までの約 4 ヶ月間の『アントレプレナーシッ
プ教育講座』を教育プログラムとして提供し、参加学生のアントレプレナーシップ（起業家精
神）の成長を促進している。
　また、宮崎大学の全学部向けに提供される基礎教育科目（学士力発展科目）『ベンチャービ
ジネス概論』（2016,2017）『ベンチャービジネス入門』（2018 ～）、『マーケティング入門』（2018 ～）
を受講推奨科目としている。学士力発展科目は、「導入科目」、「課題発見科目」で身につけた知識・
スキル及び態度・志向性を発展させ、幅広い知識と多様な経験を通して、主体的かつ総合的に
学ぶ素地を養うことを目的とする科目となっている。
　『ベンチャービジネス入門』は、宮大ビジコンの第１次審査、第２次審査委員を担当する地
域学部の丹生晃隆准教授が主担当教員として筆者と２名で担当している。「ベンチャービジネ
スに関わる基礎的な理解だけでなく、外部講師による講義やディスカッション、グループワー
クを通じて、コミュニケーション力や実践力を高めることをねらい」とし、講義において大学
内外で開催されるビジネスプランコンテストの案内、希望者に対する別途指導も行っている。

『マーケティング入門』は、筆者が担当教員として宮大ビジコンへの挑戦を検討している学生
に対しての基礎知識となるとシラバスにおいて通知し、事例を用いながら、経営学におけるマー
ケティング理論の基礎的思考法の理解を目指している。この 2 科目は前期に開講され、講義で
学習した知識、理論の活用の場としての宮大ビジコンを提示している。ただし、2 つの講義は
地域学部生については受講不可となっており、地域学部向けの講義が別途提供されている。
　『ベンチャービジネス概論』（2016,2017）『ベンチャービジネス入門』（2018 ～）を受講した
学生による宮大ビジコンへの応募者は 2016 年受講者から 4 人、2017 年受講者から 1 人、2018
年受講者から 6 人、2019 年受講者から 4 人となっている。また、受講生からの最終審査への
通過者は延べ 10 人となっており、宮大ビジコンと連携した講義として受講学生に認識されて
いる。

3.2 アントレプレナーシップ教育としての成果
　宮大ビジコンの応募要件及び運営の参考として「九州・大学発ベンチャー・ビジネスコンテ
スト」がある。このコンテストは、九州 NBC が、九州地域におけるニュービジネスの創出・
育成のための各種事業のなかで、企業家を育成することを目的に年に 1 回実施している。2019
年までに 19 回開催され、2017 年に開催された「第 17 回九州・大学発ベンチャー・ビジネス
コンテスト」では宮大ビジコンにおいてグランプリを受賞した「TOBE（トゥービー） 障害者
×ビジネス。社会を変えるプランが今、ここに」（代表 工学部 4 年 木下大輔）がグランプリ
を受賞。その後、同ビジネスプランは、九州代表として日刊工業新聞社が主催する「第 14 回キャ
ンパスベンチャーグランプリ全国大会」で文部科学大臣賞、テクノロジー部門大賞、TOMO-
DACHI 賞を受賞するなど全国でも優秀なビジネスプランであることを評価された。また、同
大会において九州経済連合会長賞を「Remote Hospital 簡単に取り組める疾患治療」（代表 医
学部 5 年 大立爪真臣）が受賞した。2019 年開催の第 19 回においては、「Pioneer Pork」（代表 
農学部 有方草太郎）が NICT（国立研究開発法人情報通信研究機構）賞を受賞、「CONNECT
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～ LGBT 当事者の見えない痛みを取り除く～」（代表 地域資源創成学部 3 年 河野龍摩）が優
秀賞を受賞している。これらは、宮大ビジコンという大学内部における評価だけでなく、九州、
国内の多くの高等教育機関が参加する取り組みにおいて高い評価を受け、他大学からの視察を
受けるなど注目されている。
　また、第 1 回宮大ビジコンにおいて宮崎大学学長賞を受賞した上野賢氏（現在、大学院農学
研究科 2 年）が 2019 年 4 月に株式会社 Smolt（スモルト）11）を起業し、宮崎大学発ベンチャー
企業として認定されている。12）宮崎大学発ベンチャー企業は、宮崎大学の教職員、学生が所
有する特許をもとに起業した会社が指定する要件を満たした場合に使用することが可能とされ
る名称である。要件として、「1．宮崎大学又は宮崎大学の教職員等（学生を含む。以下同じ）
が所有する知的財産権をもとに起業したもの。2．宮崎大学で達成された研究成果又は習得し
た技術若しくは手法等に基づいて起業したもの。3．宮崎大学の教職員等が設立者となる若し
くはその設立に深く関与して起業したもの。ただし、宮崎大学の教職員等が退職、卒業等した
後に起業する場合、退職及び卒業等から起業までの機関が 1 年以内のものに限る。4．宮崎大
学が起業に際して出資若しくは出資斡旋するもの又はしたもの。5. その他、産学・地域連携セ
ンター長が認めたもの。」としている。
　2019 年 12 月 13 日には、宮崎銀行と宮銀ベンチャーキャピタル株式会社が共同で設立した「み
やぎん宮崎大学夢応援ファンド」および、福岡を拠点とするベンチャーキャピタル GxPart-
ners LLP と株式会社 FFG ベンチャービジネスパートナーズが共同で組成したファンド「九州
オープンイノベーションファンド」とエンジェル投資家 2 名を普通株式引受先 13) として、増
資を行った。上野氏は宮大ビジコンの意義について「やってきた研究と社会的ニーズをすり合
わせるのに苦労したが、やりたいことを仕事にできた。（宮大ビジコンに）参加するだけでも
価値があるはず」14）と述べており、これは第 1 回宮大ビジコンから目指していたアントレプ
レナーシップ教育の目的が結実した一つの成果といえる。

４．まとめ

　地域と協働しての次世代の育成、そして新たな産業を創出する意欲的起業家の誕生は、多く
の研究シーズを持つ大学と社会・地域への広く、深い問題意識をもつ学生・教員により実現す
ることができるのではないかと期待できる事例が誕生した。地域学部設立から 4 年、宮大ビジ
コンから 3 年という短い期間ではあるが、着実に地域の資源と研究シーズの掛け合わせにより
成果を出すことができたといえる。一人の学生起業家が誕生し、それを目標として次の学生起
業家が誕生する兆しも学内においては生まれてきている。しかしながら、表出している起業家
という存在だけでなく、マインド（志、チャレンジ精神、創造性など）と種々のスキル（コミュ
ニケーション能力、構想企画能力、各種経営知識など）を持つ「アントレプレナーシップ」を
獲得した学生の存在の評価ができていないことは課題である。また、地域学部が持つ異分野融
合という観点からも、他学部及び学内のセンターとの連携によるシーズの掘り起こしとマッチ
ング、なにより学生・教員が挑戦したいと思える課題や可能性の発見の仕組み化が必要である。
今後、宮大ビジコンにおける教育との連動性、多様な専門分野を持つ教員及び地域との連携を
さらに進めていきたい。
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　著　書

著　者　名 書　　名 出　版　社 発行年月（西暦）
共著の場合は担当頁

熊野稔 , 加藤健三　他 
( 担当：共著 ) 建築法規用教材 2020 日本建築学会 2020 年 2 月

中川義朗・村上英明・
小原清信編著 地方自治の法と政策 法律文化社 2019 年 4 月 1 日発行

　論文（査読有り）

著　者　名 書　　名 出　版　社 発行年月（西暦）
共著の場合は担当頁

松井　稔　出口近士
日本と比較したモンゴル国にお
ける不動産権利変換型開発制度
の特徴と開発途上国における
制度構築の課題に関する考察

都市計画論文集 pp.22-23

山﨑有美
食用植物由来の機能性微粒子に
着目した乳癌抑制作用に関する

研究
Medical Science

 Digest
54 巻 3 号 pp.479-

485, 2019 年 10 月

山﨑有美 食品素材そのものを食べる
『原食回帰』の提唱 アグリバイオ Vol.45 (8) 418-419

　論文（査読なし）

著　者　名 書　　名 出　版　社 発行年月（西暦）
共著の場合は担当頁

井上果子・阪本穂香 椎葉村における狩猟文化の変容
世界農業遺産高千穂
郷・椎葉山地域に関す

る研究報告書
2020 年 3 月

入谷貴夫 内発的発展の地域政策学
に向けて

科学研究費補助金（基
盤研究 B）「宮本憲一
氏収集資料を活用した
環境政策形成史に関す

る研究」報告書

2020 年 3 月

入谷貴夫
書評（水谷利亮／著 平岡和久

／著『都道府県出先機関
　　　　　の実証研究』

立命館大学アジア・
日本研究所『アジア・
日本研究学術年報』

2020 年 3 月
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熊野稔
市街地再開発事業における「全
天候型まちなか広場」の動向と

内容に関する考察
市街地再開発 （588） 2019 年 4 月

pp.47-54

熊野稔
廃校活用の事例と手法に関する
一考察 : 全国先進事例と山口県

の事例を通して
自治研やまぐち (90) 2019 年 5 月

pp.14-36

Wulandari RATIH,
Minoru KUMANO

Key Factors of the
 Sustainability of Urban
 Farming Practices in

Bandung 

30 年度土木学会西部
支部研究報告論文集

（長崎大学）
2019 年 8 月
pp.77 ～ 78

村上ひとみ・高田和幸・
阿部郁男・熊野稔・

小山真紀
津波避難における自転車利用の

活用条件と課題
土木学会第 60 回土木
計画学研究・講演集 2019 年 11 月

丹生晃隆
温泉資源を活用した新事業に関
する企業ニーズ―宮崎県西都市
の「妻湯温泉」を事例として―

実践経営学研究 No.11、pp.275-284、
2019 年 9 月

土屋有

自治体による自殺防止を目的と
した若年層とのコミュニケー

ション施策に関する考察～宮崎
県における若年層のメディア利

用調査から～

実践経営学研究 No.11,P.255-264,
2019 年 8 月 31 日

撫　年浩、福島三穂子、
藤井久美子、本部エミ、
西　数盛、近藤友大、

金岡保之

“おいしさ”を科学した宮崎県
農産物の販路拡大及び観光客集

客に関する研究
地域資源創成学部紀要 2020 年 3 月

根岸裕孝
地域経営と廃校活用－地域価値
の向上に資するマネジメントの

あり方－
実践経営学研究 NO.11　pp.215-224

2019 年 8 月 31 日

　総説 ･ 論説

著　者　名 論文題名 学術誌名・論文集名 巻・号・ 頁
年月日（西暦）

井上果子
海外研修の開発と実践－宮
崎大学地域資源創成学部に
おける海外短期研修の事例

より－

教育・学生支援
センター紀要第４号 2020 年 3 月

金岡保之 トーゴ共和国のホストタウンに
宮崎県日向市

国立研究開発法人科学
技術振興機 構（JST）
産学官連携ジャーナル

(6 月 )

2019 年 6 月
pp.22-23

熊野稔 ポケットパークの多様性と
今後の方向性

Re 建築保全
 ( 一般財団法人　建築
保全センター )  202

2019 年 04 月
pp.34-37

熊野稔 改めて防災を考える 道 21世紀新聞（NPO
人と道研究会）（56）

2019 年 08 月
pp.12-13
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根岸裕孝
廃校を活用した地方創生の現状
と課題～地域資源を活かす新た

な公民連携に期待～
地域づくり（本編） 2019 年 7 月pp.2-5

根岸裕孝 地方創生の拠点としての廃校
活用の可能性

みやざき研究所だより
（宮崎県地方自治問題

研究所）
96 号　pp.1～ 5

2019 年７月24 日

根岸裕孝 経営の視点から考える廃校他
施設活用 地方自治職員研修 725 号　pp.12-14

2019 年 8 月

根岸裕孝 多くの人がつながり地域の
未来を創る廃校の活用 労働の科学 74(12)　pp.16-21

2019 年12 月

　学会 ･ 研究会発表

発表者名 講演題目名 研究会等名 年月日（西暦）

Kako INOUE

Empowerment of Rural
 Community and its
 Resilience: A Case

 Study of Small-Scale
 Rural Community in
 the Mountainous

Areas in Japan

The 11th
International

Conference on
Environmental

and Rural
Development

Cambodia

2020 年 2 月

金岡保之
地域の国際化のためのグローバ
ル産学官民連携における大学の
役割　～宮崎県日向市・トーゴ
共和国ホストタウンの事例～

第 26 回技術・研
究発表交流会 プロ
グラム ( 宮崎大学 )

2019 年 9 月

熊野稔 道の駅における災害支援・
防災機能の評価と方向性

日本計画行政学会九州
支部 第 40 回（宮崎）

大会 ( 宮崎大学 )
2019 年 6 月

熊野稔 全国の廃校活用の動向と
今日的課題

九州廃校学会 2019
年度第 1 回研究会 

( 宮崎大学木花キャン
パス 330 ホール )

2019 年 9 月

熊野稔，根岸裕孝，
平岡透

第 1 種市街地再開発事業に
おける全天候型まちなか

広場の動向について

2019 年度日本建築
学会大会

 ( 金沢工業大学 )
2019 年 9 月 3 日

根岸裕孝，熊野稔
地方都市の商店街再生にお
ける「場」のマネジメント・
宮崎県日南市油津商店街の

事例

2019 年度日本建築
学会大会

 ( 金沢工業大学 )
2019 年 9 月 4 日

丹生晃隆，塩満千聖，
鈴木美奈，甲斐彩花，
黒木菜月，高山翔希，
松尾采音，木原奈津子

宮崎発「キャラいも」を題
材とした SNS マーケティン

グ実践の取り組み

経営情報学会 2019
年春季全国研究発表
大会（千葉工業大学）

2019 年 6 月

丹生晃隆，木原奈津子
宮崎発「キャラいも」を題
材とした実践活動の取り組

み―「宮崎のおやつ」の
商品化―

産学連携学会
第 17 回大会

（奈良県文化会館）
2019 年 6 月
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土屋有

自治体による自殺防止を目的とし
た若年層とのコミュニケーション
施策に関する考察～宮崎県にお
ける若年層のメディア利用調査

から～

実践経営学会
第 62 回全国大会 2019 年 9 月8 日

根岸裕孝
地域資源創成学の探求を通

じた地域活性化
についての研究

宮崎大学産学・地域
連携センター　

第 26 回技術・研究
発表交流会（宮崎）

2019 年 9 月

蓑毛将太、河野龍摩、
白石麻緒、撫年浩

宮崎大学学生における牛肉
購買に関するアンケート

調査

宮崎大学産学・地域連
携センター　第 26 回
技術・研究発表交流会

（宮崎）

2019 年 9 月

撫　年浩、福島三穂子、
金岡保之、西和盛、近
藤友大、藤井久美子、

本部エミ

海外旅行者および留学生に
おける宮崎県産釜煎り茶

とマンゴーの嗜好性

宮崎大学産学・地域連
携センター　第 26 回
技術・研究発表交流会

（宮崎）
2019 年 9 月

撫　年浩、吉岡一
黒毛和種雌牛の分娩前後の血中

ビタミン A と遊離脂肪酸の
経時的変化

日本畜産学会大127 回
大会、京都大学 2020 年 3 月

山﨑有美
くしまオリジナルブランド

『ヤマダイかんしょ』の嗜好
機能解析

第 29 回西日本食品
産業創造展（福岡） 2019 年 5 月

山﨑有美 みやざき伝統野菜とは
宮崎大学産学・地域連
携センター　第 26 回
技術・研究発表交流会

（宮崎）
2019 年 9 月

山﨑有美、堤省一朗、
中武卓博、谷口寛俊、
橋倉昌洋、山崎正夫

みやざき伝統野菜の
「見える化」と「魅せる化」

宮崎大学産学・地域連
携センター　第 26 回
技術・研究発表交流会

（宮崎）
2019 年 9 月

冨山あかり、堤省一
朗、中武卓博、松尾
光弘、吉田かおる、

山口絢子、家島由香、
山﨑有美

食育を通じた伝統野菜
継承のための活動

宮崎大学産学・地域連
携センター　第 26 回
技術・研究発表交流会

（宮崎）
2019 年 9 月

野中大成、吉田かお
る、山口絢子、家島

由香、山﨑有美
地域の子供たちと食につい

て学ぶ　もぐもぐカルタ

宮崎大学産学・地域連
携センター　第 26 回
技術・研究発表交流会

（宮崎）
2019 年 9 月

甲斐京之介、亀長浩蔵、
亀長真紀子、山﨑有美

ブルーベリー葉を基軸とし
た機能性フードペアリング

に関する研究

宮崎大学産学・地域連
携センター　第 26 回
技術・研究発表交流会

（宮崎）
2019 年 9 月

Yumi Yamasaki
Creation of Extra Values 
by Food Research in 

Miyazaki

2020 Korea Brain
Korea 21 project
session (Konkuk

University)
2020 年 3 月
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木村颯花、山﨑正夫、
福井敬一、吉山佳世、
近藤知已、山﨑有美

食 品 由 来 機 能 性 微 粒 子
EPDENs の乳がん抑制作用

日本農芸化学会
2020 年度大会

（福岡）
2020 年 3 月

野中大成、木村颯花、
池田正浩、園田紘子、
清水正高、河野拓人、
高橋幸毅、大島達也、
山﨑正夫、山﨑有美

食 品 由 来 機 能 性 微 粒 子
EPDENs の取得と物性解析

日本農芸化学会
2020 年度大会

（福岡）
2020 年 3 月

　専門講演

発表者名 講演題目名 講演会等名 年月日（西暦）

熊野稔 学校と地域の連携した地域活性
及び廃校活用の意義や現状

第 77 回宮崎大学
イブニングセミナー

（330 ホール）
2019 年 6 月13日

熊野稔 地域資源を活用した
学校まちづくり

2019 年度前期・宮崎
大学公開講座 2019 年 6 月22日

熊野稔 道の駅防災の意義と課題
Beautiful harmony の時代へ

第 2 回道の駅リレー
防災セミナー基調講演

（延岡市）
2019 年 7 月14 日

熊野稔 都市計画とまちづくり 宮崎北高等学校
出前授業 2019 年 7 月27 日

熊野稔
地域連携教育における

教育実習の方向性
～宮崎大学地域学部の事例

第 68 回九州地区大学
教育研究協議会

（ﾎﾃﾙﾆｭｰｳｪﾙｼﾃｨ宮崎）
2019 年 9 月

熊野稔 趣旨説明と動向
第 3 回道の駅リレー

防災セミナー
（道の駅朝霧高原）

2019 年 9 月

熊野稔 えびの市立八幡丘公園
再整備計画

第1回八幡丘公園再整
備を考える市民ワーク
ショップ（えびの市）

2019 年12 月12日

熊野稔 えびの市立八幡丘公園
再整備計画

第 2 回八幡丘公園再整
備を考える市民ワーク
ショップ（えびの市）

2020 年1月14 日

熊野稔 山口県における自然災害と防災 第 23 回山口県地方
自治セミナー 2020 年 2 月8 日

熊野稔 津波被害への備え マンションにおける
災害対策セミナー 2020 年 2 月15日

熊野稔 道の駅と地域活性化
第14 回 ASO 田園

空間博物館サテライト
協議会全体会議

2020 年 2 月21日

熊野稔 社会実験の経緯と成果の概要 地震・津波避難訓練
成果報告会 2020 年 2 月27 日

土屋有 廃校活用による地域活性の事
例紹介「日南市 旧潮小学校」

第 77 回宮崎大学
イブニングセミナー 2019 年 6 月 13 日

土屋有 観光マーケティング戦略 令和元年度「観光
みやざき創生塾」 2019 年 7 月 17 日
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土屋有 「宮崎で暮らし、
働くことの魅力」

宮崎県あったかひなた
宮崎で「はたらく×く
らす」面接相談会東京

2019 年 8 月 25 日

土屋有 スタートアップのマーケ
ティングとマネタイズ

アクセラレーションプ
ログラム UPDRAFT 2019 年 8 月 29 日

土屋有 学生の起業について 若年層創業サポート
mocteco 2019 年 9 月 19 日

土屋有 持続可能な未来都市 時事通信「新聞大会
地方紙」 2019 年 10 月 15 日

土屋有 地域の資源をいかした創業
と教育

令和元年度鹿児島県高
等学校商業教育学習指
導研究会（秋季総会）

2019 年 10 月 17 日

土屋有
人、お金、興味を集めるために
は～クラウドファンディングの

成功と失敗の違い

延岡市クラウドファン
ディングセミナー 2019 年10 月26日

土屋有 起業家・地域・企業が連携した
価値創造

ローカルベンチャー
サミット 2019 2019 年11月8 日

土屋有 好きな事を仕事にする
ひむか人材育成セミ
ナー「ふるさと宮崎創

成コース」
2019 年11月9日

土屋有 ソーシャルビジネス 都城西高校出前講座 2019 年11月16日

土屋有 「宮崎で暮らし、働くことの魅力」
宮崎県あったかひなた
宮崎で「はたらく×くら

す」面接相談会大阪
2019 年11月17 日

土屋有
高齢者になってからのローカル

ベンチャー～地域の魅力から
考える～

日南市創客創人大学 2019 年11月27 日

土屋有 事業戦略と収益計画 若年層創業サポート 
mocteco 2019 年11月30 日

土屋有 観光マーケティング 宮崎県観光振興
議員連盟 2019 年12 月9日

土屋有 発想体験ワークショップ
（ブレーンストーミング）

いわて若者カフェ第 4
回カフェミーティング 2019 年12 月14 日

根岸裕孝 広域観光において連携すること
の意義・メリットについて

ひむか共和国
実行委員会（宮崎県
北部行政事務組合）

2019 年 2 月 4 日

根岸裕孝
戦後日本の産業立地政策の展開
と臨海部における工業立地規制

緩和
総合地球学研究所 2019 年10 月７日

山﨑有美 Vita Vitamin オトナのための
食育講座 2019 年 5 月

山﨑有美 食品機能をと地域振興 地域資源の活用方法に
関する研修会 2020 年 2 月
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吉田雅彦 「観光地域づくり」に
求められるもの 観光みやざき創生塾 2019 年 6 月

吉田雅彦 地方創生への卸団地・
卸売業の役割

山陰地区卸商業団地
青年部交流会 2019 年 7 月

吉田雅彦

会社のビジネスモデルと地域の
ビジネスモデル 

- 目標が不明確な”地域活性化”
からは卒業しましょう -

延岡次世代育成塾
こころざしＯＢ会 2019 年 7 月

吉田雅彦 中小企業の経営革新 三陸立志塾 2019 年 8 月

吉田雅彦 中小企業の経営革新 しまね立志塾 2019 年 8 月

吉田雅彦 MANGO 宮崎県中小企業家
同友会産学官民連携部会

第 13 回産学官民
コミュニティ全国大会 2019 年 8 月

吉田雅彦 マーケティング さいき立志塾 2019 年10 月

吉田雅彦 これからの時代を読む 延岡次世代育成塾
こころざし 2019 年10 月

吉田雅彦 産学官民連携の実践と
理論的背景

関西ネットワーク
システム in 東京大学 2019 年11月

　報告書（学術調査報告書 ･ 専門報告書等）

著　者　名 報告題名 報告先 年月（西暦）

金岡保之
ＩＣＴを活用した宮崎の魅力を

国内外に発信する試み　
ー門川町と日向市の事例ー

高鍋農業高校で出前
授業 ( 高鍋農業高校 ) 2019 年 6 月

金岡保之・ゼミ生 トーゴ共和国・
ホストタウン・セッション

宮崎県日向市十屋幸平
市長とゼミ生の

セッション ( 宮崎大学 )
2019 年 6 月

金岡保之・ゼミ生 アフリカ・トーゴ理解セミナー
トーゴ共和国起業家 中

須俊治氏を招聘
セミナー ( 宮崎大学 )

2019 年 7 月

金岡保之 京都の企業と文化 中国アモイ大学セッ
ション ( 同志社大学 ) 2019 年 7 月

金岡保之 「ダンス DE 国際交流 with
TOGO」

日向市国際交流
イベント 2019 年 8 月

金岡保之・ゼミ生 国際交流セミナー
トーゴ共和国大統領特
使（TICAD7）スティー
ブ・ボジョナ氏招聘セッ

ション ( 宮崎大学 )
2019 年 8 月

金岡保之  Culture and Corporation in
Kyoto

中国大学合同講義 
( 同志社大学 ) 2019 年 8 月
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金岡保之  

Local Revitalization ～
How to Promote Local

Attractions to the World
by ICT ～

JICA 主催、宮崎大学
グローバル・フードバ
リューチェーン・プロ

グラム ( 宮崎大学 )

2019 年 8 月

金岡保之 西アフリカ・トーゴ共和国に
おける人道的支援活動について

同志社大学京田辺
キャンパス

 "Doshisha Spirit
Week 2019

Autumn" チャペルア
ワーで奨励 (同志社大学)  

2019 年10 月

金岡保之 西アフリカ・トーゴ共和国に
おける人道的支援活動について

同志社大学今出川
キャンパス "Doshisha
 Spirit Week 2019
Autumn" チャペルア

ワーで奨励 ( 同志社大学 )

2019 年10 月

金岡保之 「AFRICAN CAMP IN HYUGA
2019」

日向市東郷町月
西アフリカ音楽演奏グ

ループ「B-bross」
主催の音楽イベント

2019 年11月

金岡保之
地方都市のグローバル発信

についての研究
～宮崎門川町の事例～

中国文化産業分野の人材
育成に関する研修団

（中国全土大学教員団）
( 同志社大学 )

2019 年11月

金岡保之

地域の国際化のためのグローバ
ル産学官民連携における大学の

役割～宮崎県日向市・トーゴ
共和国ホストタウンの事例～

中国文部科学省から派
遣された中国全大学土

教員訪問団 
( 同志社大学 )  

2019 年12 月

熊野稔 宮崎市における自転車まちづくり
の高度化に関する研究報告書 宮崎市 2019 年 2 月

熊野稔、谷田貝孝、
三上博幸

えびの市八幡丘公園
再整備計画報告書 えびの市 2019 年 3 月

熊野稔
道の駅の高度化と災害支援
マニュアルの構築に関する

研究報告書
高橋産業経済研究財団 2019 年 3 月

熊野稔 西都・妻湯プロジェクト報告書 宮崎大学産学地域連携
センター 2019 年 4 月

土屋有 宮崎大学と連携した観光客の
動向に関する調査研究報告書 宮崎県 2019 年 3 月

土屋有
宮崎市青島内海地区地域のお宝

発掘・発展・発信補助金事業
（青島ポータルサイト事業）報告

宮崎市 2019 年 3 月
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プロジェクト総括
（國武久登）他

研究メンバーとして、
熊野稔、丹生晃隆、

近藤友大が参画

西都・妻湯プロジェクト
報告書 西都市、株式会社日南 2019 年 7 月

　科学研究費

研究者
( 代表者にアンダーライン ) 研究課題名 研究種目 実施年度

碇山　洋
入谷貴夫

他

宮本憲一氏収集資料を活用した
環境政策形成史に関する研究 基盤研究 B 2017-2019

宮町良広・山本健兒・
大呂興平・藤川昇悟・

根岸裕孝・中澤高志

地域経済発展におけるネット
ワーク型とロカリティ型の統合

に関する研究
基盤研究（Ｂ） 2017 ～ 2020 年度

根岸裕孝
地方創生におけるチェンジ・

エージェントの役割と場の
生成・発展に関する研究

若手研究 2019 ～ 2021年度

福島三穂子
相互行為から見る中山間地域へ
の移住の実態：移住者と地元者

の語りにおける境界と融合
基盤 C（一般） 2017 ～

福島三穂子
（分担者）

多文化社会状況における多人数
相互行為の解明に基づく多文化

社会対応システムの構築
国際共同研究加速基金

（国際共同研究強化 B） 2019 ～

丸山亜子
集団的労使関係法の再構築

－ AI 時代における労働組合の
新たな役割を考える－

基盤研究（C） 2019 年 4 月
～ 2022 年 3 月

山﨑有美
食用植物由来の機能性微粒子に

着目した乳がん抑制作用に
関する研究

科学研究費助成事業
（若手研究（Ｂ））

2017 年度 4 月
～ 2022 年 3 月

池谷和子
足立文美恵

「子どもの貧困」
ーその定義と実態調査

方法を探る―
基盤研究（C） 2018 － 2020

　助成 ･ 受託研究

研究者
( 代表者にアンダーライン ) 調査 ･ 研究課題名 受託先 ･団体名 実施年度

熊野稔、谷田貝孝、
三上博幸

えびの市八幡丘公園再整備
基本構想策定業務 えびの市 2019 年度

熊野稔 道の駅の高度化と災害支援
マニュアルの構築に関する研究 高橋産業経済研究財団 2019 年度

熊野稔 宮崎市における自転車まち
づくりの高度化に関する研究 宮崎市 2019 年度
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H31 年度中（Ｈ 31 年 4 月～Ｒ２年 3 月）における研究等活動状況

　資金を得た研究プロジェクト

研究者
( 代表者にアンダーライン ) 研究プロジェクト名 学外・学内・学部内

の別と名称 実施年度

山﨑有美、甲斐京之介 ブルーベリー葉を基軸とした
機能性フードペアリング 学外 2019 年度

　作品

作成者
( 代表者にアンダーライン ) 作品名 作品の内容等 作成年月など

山﨑有美 きんかんタブレット
チョコレート～ Milk ～ 野菜果実 Lab と共同

で、きんかんの機能性
を生かした加工品とし
て「チョコレート」及
び「ボーンクッキー」

を開発、販売した。

2020 年1月

山﨑有美 きんかんタブレット
チョコレート～ White ～ 2020 年 1 月

山﨑有美 きんかんボーンクッキー
～ Milk ～ 2020 年 1 月

山﨑有美 きんかんボーンクッキー
～ White ～ 2020 年 1 月

　受賞・表彰
受賞者

( 代表者にアンダーライン ) 受賞名・授与者・団体など 授与・受賞の内容等 授与年月日等

丹生晃隆 産学連携学会 功労賞 2019 年 6 月

山﨑有美 教員教育活動表彰 宮崎大学 2020 年1月

土屋有 宮崎大学と連携した観光客の
動向に関する調査研究業務 宮崎県 2019 年度・

2020 年度

山﨑有美 宮崎県産の青果物に含まれる
機能性微粒子の検討

宮崎県経済農業協同
組合連合会 2019 年度
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