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地域産業活性化に関する諸理論の整理と再構築
〜地域における新産業創出のメカニズム〜

視点
信用金庫における地域産業向け支援は、ボランティア的な社会貢献活動を深めるばかりか、個
別企業向けの資金需要創出や不良債権処理をまとめて面的に対応したことと同じ効果を持つ。地
域産業向け支援の実施にあたっては、既存産業集積の再生と新産業創出の両方を狙った地域産業
全体の活性化ビジョン策定と政策提言から始めたい。本レポートでは、リレバンの到達点といえ
る地域振興支援業務を進めるにあたって、参考になる国内外の諸理論を整理した上で、信金業界
にフィットする分析方法を提示した。特に、最終章では、より実践的な地域振興支援の進め方を
示しているので、実務に携わっている方には４章だけでも参考にしていただければと思う。
要旨
新産業創出にかかるイノベーションの概念を用いた、特定産業集積の分析と地域全体の活性
化に資する理論は、国内外の膨大な先行研究の中にも見当たらない。本レポートでは、地域
産業分析の新フレームワークを提示し、その有効性を浜松・札幌地域の事例研究で実証した。
新産業創出にかかるプロダクトイノベーションと既存産業集積のプロセスイノベーション
との相互関係性があれば、シナジー効果をもたらして地域産業全体を活性化する。相互関係
性のポイントは、歴史的変遷の中で地域に埋め込められた労働と技術・技術連関性にある。
地域において主要な既存産業の特性や大企業の行動様式は、既存産業集積の分業構造のみな
らず、地域の社会や文化・風土へも影響を及ぼし、それが新産業創出にあたってのジレンマ
問題を引き起こす。その解決の鍵は、地域外や異端者へのオープン性の確保にある。
信用金庫における地域産業向け支援のポイントは、地域内と地域外、既存産業と新産業、産
（企業ニーズ）と学・官（支援シーズ）のコーディネート・結節機能を発揮することにある。
信用金庫は、業界の全国ネットワークを持ち、地域金融インフラとして地域産業全体を支え、
協同組織金融機関として民間非営利セクターに位置するのでコーディネーター役を担える。
キーワード
地域産業、産業集積、新産業創出、地域イノベーションシステム、プロダクトイノベーション、
プロセスイノベーション
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はじめに
グローバリゼーションの進展は、輸送費や通信コストの低下と、それによる人・モノ・
金・情報の移動性を高め、「地域」という地理的空間の持つ意味合いを変えた。それは、
地域を世界・国のサブシステムと位置づけて捨象化することではなく、地域のアイデン
ティティを改めて確立する契機ともなっている。「Think Globally,Act Locally（地球
規模で考えて地域から行動をおこそう）」という使い古されたスローガンがあるが、そ
の具体化・実現化が今こそ求められているのである。
また、日本という先進国は、中国などアジア圏の台頭を意識し、大量生産体制から知
識集約化への産業構造転換を進めている。もはや日本は、高度成長期のように一つの基
幹産業や多国籍大企業だけに牽引役を依存できない。多様な高付加価値型の新産業創出
が日本の国際競争力強化にとって不可欠であり、そのためのイノベーション活動の拠点
として「地域」に注目が集まっている。そして、国の産業政策的にも、こうした地域に
おける新産業創出の支援施策が講じられているところである1。
「地域」を取り巻く環境・パラダイムが大転換する中、地域振興支援策についても従
来と異なる新しいアプローチが求められる。翻って、支援サイドにおいては、地域が置
1

たとえば、経済産業省における新産業創造戦略や産業クラスター計画などが挙げられる。
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かれている現実のスピード感に即応しているとは言い難い。また、これまでは、地域振
興支援の担当者（コンサルタント等）の属人的・経験ベースのノウハウにもとづき、地
域の実態把握と課題解決に向けた提言・実施を行なう場合が多かった。そこでのアプロ
ーチ（方法論）は、地域産業活性化に関する理論を踏まえずに実施され、現状追認にす
ぎない経済統計分析にとどまったり、先進的な地域の取り組み事例を無批判に受け入れ
るといった危ういケースも散見された。
もちろん、各地域は個別の諸事情に左右されるため、地域産業活性化に関する一般化
された理論を全て綺麗に当てはめることはできない。しかしながら、旧態依然とした我
流のアプローチでは、分析視角が狭くなりがちであり、地域の多様な実態や発展可能性
を描き出せない。そこで、本レポートでは、地域産業活性化に関する国内外の膨大な先
行研究・関連研究をレビューした上で、現在の日本の地域が抱える課題解決や信用金庫
の地域振興支援業務にとって引用可能な理論を抽出・再整理する。さらには、浜松地域
と札幌地域における新産業創出の実証研究を通じて、地域産業活性化に関する新理論の
再構築を目指したい。
１．地域産業活性化の理論

−先行研究・関連研究のレビュー

１では、地域産業活性化の理論について紹介・整理する。基本的な姿勢は、先行研究・
関連研究を手放しに礼賛するのではなく、また、一つの理論を選択してそれを全面的に
支持するものでもない。あくまでも、１は先行研究・関連研究を下敷きとして、次章以
降で展開する地域産業活性化の新理論・アプローチの再構築を目指すための第一ステッ
プと考えている。
（１）地域産業に関する古典的理論
地域産業活性化に関する古典的理論としては、まず立地論や集積論が挙げられるが、
その代表的な研究成果は、19 世紀から 20 世紀初頭にかけての Marshall[1890、1919]と
Weber[1922]に求められる。
Marshall,A.は、刃物産地のシェフィールドなどの事例を通じて、中小製造業が集積
する地域を「産業地区（industrial district）」と定義した。そして、特定産業の地
域的集中のメリットについて言及し、「外部経済（external economies）」という概念
を提示している。外部経済とは、生産規模の拡大に伴う「規模の外部経済」を意味する
が、具体的には、①知識や技術の伝播や技術革新の促進、②高価機械の経済的利用、③
補 助 的産 業の発達、④特殊技能など労働市場の発達、⑤産業的風土（industrial
atmosphere）の醸成、といった集積メリットを挙げている。
Weber,A.は、一定量のまとまった生産が一つの場所に集中化する現象を集積と捉え、
同一業種の工場規模拡大および複数工場の統合について議論を展開している。「輸送
費・労働費」を立地因子として扱い、最小化費用をめざす工場立地の帰結として「集積」
2
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を位置付ける。Marshall,A.が「集積の維持・発展」について議論を深めたのに対し、
Weber,A.は、「集積の形成」といった立地論を展開したといえる。
その後、経済学の主流派は、空間的要素を無視したモデル化を進めたため、立地論や
集積論が脚光を浴びることは少なくなった。それでも、1960 年代以降には、企業行動の
一環として立地論を捉えなおす「企業の地理学」が発展した。代表的な研究として、
Vernon[1966]の「プロダクトサイクル論」が挙げられる。そこでは、多国籍大企業の立
地戦略と製品技術の生成・成長・標準化プロセスに呼応して、先進国の都市部にあたる
中心地域から、国内の縁辺地域や他の先進国、さらに発展途上国へと段階的に生産拠点
がシフトしていく様を説明している。
以上の諸理論は、今でも地域産業活性化を考える上で参考にすべき点がある2。ただ、
いずれも規模の経済や大量生産体制を軸においたものであり、成熟化・知識経済社会の
段階にある日本においては適用できる点が少なくなったといえる。
（２）フレキシビリティ論、新産業空間論
1980 年代以降、地域産業活性化に関する理論は、Piore & Sabel[1984]によって、新
しいステージを迎え、再び脚光を浴びることになる。Piore.M.J.& Sabel.C.F.は、1970
年代以降の先進国経済の後退要因について、大量生産体制に基づく産業発展モデルの限
界と指摘した。大量生産体制とは、Ｔ型フォードにみられるような、人間の技能を専門
化した機械に代替させ製造コストを削減すること、そして専門化を通じた分業の増大・
効率性の増大・市場規模の拡大を指している。こうした大量生産体制に対するオルター
ナティブな産業発展モデルとして、ポストフォード主義の立場から「フレキシビリティ
論」を展開する。フレキシビリティ論では、産業地区における専門的な生産に特化した
中小企業ネットワーク（柔軟な専門化：flexible specialization）に注目し、それが
市場の不安定や不確実性に対応できる点を見出している。フレキシビリティ論の特徴と
しては、①取引コスト概念3を用いた静態的アプローチ、②ハイテク産業ではなくクラフ
ト型産業志向、③生産活動とコミュニティ、地域労働市場など社会制度との関係、市場
の社会的構築（social construction of market）の提示4、などが挙げられる。
その後、フレキシビリティ論は、Scott[1988a,1988b]などに引き継がれ5、「新産業空

2

松原[1999]による集積論の系譜の整理と論評が参考になる。

3

市場は、①取引される財の同質性、②多数の需要者・供給者、③情報の完全性、④参入・退出の自由、といった条件

下で機能する。しかしながら、現実はこの条件に合致せず、機会主義（opportunism）による駆引き的行動や寡占で
の情報偏在もあり、不確実な中での限定合理性（bounded rationality）に拠るため、取引コストが必要となるので
ある。たとえば、取引コストとは、探索と情報、交渉と意思決定、監視と危険負担・強制に関する費用を指す。詳し

くは、Williamson[1975]、今井・伊丹・小池[1982]などを参照。
4

三井[1996]に詳しいレビューがある。

5

伊丹・松島・橘川[1997]では、フレキシビリティ論・取引コスト論を援用し、日本の大田区やイタリアの産業集積を

念頭に置きつつ、産業集積の継続の論理を展開している。その継続の論理は、「需要搬入企業（リンケージ企業）の

3
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間（New Industrial Space）論」として提示されている。ここでは、産業集積の意義と
して、リンケージ費用（輸送費と取引コスト）が削減できる点を実証している。また、
産業集積における地域労働市場（local labor market）へ着目し、通勤パターン・賃金
率・転職率の考察を通じて、地域労働市場のフレキシビリティが生産システムのフレキ
シビリティを高める点を明らかにしている。都市（工業地域）の実態把握にあたって、
生産空間（工業的・商業的利用）と社会空間（居住・労働・コミュニティ）との相互浸
透、地理的複合体として分析する点に特徴がある。同様の研究スタンスは、
Storper[1997]にも見受けられ、そこでは技術・組織・領域の相互作用として産業集積
を捉えている6。
大量生産体制後の不確実性の高い現在、以上の諸理論は、「協調」的側面において参
考となる部分が多い。しかしながら、地域産業活性化にとって重要な「競争」を促進し
てイノベーションを生むといった動態的な説明に欠けている。
（３）空間経済論
1990 年代以降、経済学の主流派においても、空間的要素を織り込んだモデル化が検討
され、立地論（経済地理学）と貿易論（国際経済学）を結びつけた空間経済論（New Economic
Geography）という領域が発達してきた。その立役者は、Krugman[1991]であり、その成
果は「産業の地理的集中モデル」として出されている。Krugman,P.は、①一般均衡理論、
②不完全競争市場、③規模の経済性・収穫逓増、④生産要素（土地を除く）の移動自由、
⑤輸送費がかかる、といった前提に立ち、Marshall,A.の外部経済概念・集積論を計量
経済モデルとして精緻化している7。とりわけ、初期条件のあり方がその後の経路に大き
な違いをもたらす「経路依存性（path dependence）」の概念を用いて、産業の地理的
集中化（agglomeration）を説明する点が特徴的である。具体的には、ＡとＢの２つの
地域に初期条件として移動不可能な農民と移動可能な製造業労働者を配分し、製造業の
収穫逓増と輸送費の力学が労働移動と産業立地の決定問題と絡み合うことで、予測不可
能な製造業の地域集中化がおこる状況を説明している。ただ、この議論を突き詰めると、
産業の集積要因は、初期条件という「歴史的偶然性」にすぎないとなる。
さらに、藤田ほか[2000]では、集積の存在自体がその自己増殖的優位性により、立地
空間に「ロックイン（lock‑in 不伸縮性・凍結効果）」を生む、といった議論を展開し
ている8。集積のロックイン効果には、負の外部効果もあり、外部経済に依存した個々の

規模と幅の多様性」と「分業集積群の柔軟性」の２点に求めている。
6

新産業空間論については、矢田・松原[2000]や山本[2004]などでも紹介されている。

7

ただし、Marshall,A.の外部経済の中で、新産業創出にとって最も重要な「知識・技術のスピルオーバー」について

は、計測困難なためかモデル化できていない。計量経済モデルでは、イノベーションなどの動態的把握に限界がある
ことを露呈している。
8

藤田[2003]の空間経済学の定義は、Krugman,P.より広く、都市経済学の先端理論も包含している。
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主体が自らそこから脱却することは難しいという。地域の既得権益者が過去のしがらみ
を引きずり、自ら新たなチャレンジを起こせない（逆にイノベーターに対する抵抗勢力
となる）、といった一般的イメージを裏付ける理論といえる。
以上のように、空間経済論では、収穫逓増下での「経路依存性」や「ロックイン」の
力学9を用いて、産業の地理的集中の「均衡状態」を説明する。それは、地域産業集積の
静態的な現状把握にとってみれば、有効なアプローチになるかもしれない。しかしなが
ら、この理論では、既に集積していることを与件にモデル化するので、どのように集積
が形成され発展してきたのか、といった動態的プロセスやその内部メカニズムをつかむ
ことができない。その回答を「歴史的偶然性」に求めても何ら発展しないのである。い
ずれにしても、空間経済論からの理論展開では、均衡状態から脱する術が見出せず、地
域にイノベーションを導入して新産業を創出するメカニズムを明らかにできない。
（４）産業クラスター論
近年、Krugman,P.に続き、地域産業活性化というテーマ自体を世界各国でメジャーな
ものに押し上げた理論として、Porter[1998]の「産業クラスター論」が挙げられる。ク
ラスター（Cluster）とは、元来ぶどうの房のような塊を意味するが、ここでは、「特
定分野に属し相互に関連した企業と機関からなる地理的に近接した集団」「特定分野に
おける最終製品・最終サービスを

（図表１）
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行政・情報・科学技術

を行い、地理的近接性に伴うスピ
ルオーバーによって、クラスター
構成企業や産業の生産性やイノベ

関連産業
支援産業

‐天然資源、人的資源

•要素の品質と専門化
‐差別化可能なスキル
や技術など無形資産

•有能な地元供給業者
の存在

しい地元顧客
• 既存ニーズ、将来
ニーズの把握
•差別化可能性のある専
門的な市場セグメント
の把握

•競争力のある関連産
業の存在

（備考）Porter[1998] より作成

ーションが高まる点を明らかにしている。
Porter,M.E.の産業クラスター論は、これまでの集積論やフレキシビリティ論を十分
に引き継ぎ、その上で競争戦略・イノベーションの観点から新たにアプローチした点に

9

これは複雑系経済学や進化経済学からのアプローチである。たとえば、Arthur[1994]を参照。
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貢献がある10。特に、産業集積における競争と協調の関係、産学官などの多様な組織の
関与、需要条件という市場と集積の関係について議論した点は新味がある。しかしなが
ら、産業クラスターの関連産業の範囲や地理的範囲については、シナジーの及ぶ範囲と
いう曖昧な説明にとどまる。また、スピルオーバーの内容についても、地理的近接性を
前提とした Marshall,A.の外部経済との既視感を禁じえず、スピルオーバーを生む具体
的なメカニズムの解明までに至っていない。それでも、産業クラスター論は、その曖昧
さゆえに適用範囲が広く、カリフォルニアのワインクラスターからマサチューセッツの
ＩＴ・バイオクラスターまで実証研究が行なわれ、ハイテク・ローテクの区分なくクラ
スター概念としてまとめ上げている。今後の残された課題は、ハイテク産業と従来型産
業との特有性を踏まえた実証研究を通じて、クラスター概念を精緻化する点にあろう。
（５）日本の産業集積論（大都市型の機械工業集積論を中心に）
欧米だけでなく日本においても地域産業に関する研究は、中小企業論や地域経済学か
らの相当な蓄積がある。その成果は、①地場産業・産地型11、②企業城下町・地方型12、
③大都市型といった産業集積のタイプ別研究、繊維や機械工業といった従来型産業の集
積に関する実証研究として見て取れる。その到達点は、日本の産業競争力のベースにあ
ったものづくり基盤、それを担う大都市型の機械工業集積の研究にある。具体的には、
東京都城南地域（大田区）の実証研究があり、たとえば、関[1991,1993]や渡辺[1997]
などが挙げられる13。
関は、大都市型工業と地方型工業について、立地、生産方式、技術、生産・流通工程
の視点から比較分析する（図表２）。その結果、グローバリゼーション進展下の地場産
業・地方型工業の活性 （図表２）
化の方向性としては、
大都市型工業の内容へ
変更すること、また、
個別企業が地域産業の
「技術集積」をベース

大都市型工業と地方型工業の比較分析
大都市型
地方型
立
地
需要地立地
原材料立地
生産方式
多品種少量・高付加価値
量産・低コスト
技
術
プロトタイプ・基盤的技術
量産型技術
生産・流通工程
固定・単線型
柔軟・多元型

（備考）関[1991]より作成

に独自的な方向を模索する中で全体として多様性・柔軟性を形成すべきと提言している。
関の議論の最大のポイントは、基盤的技術・中間技術・特殊技術の三層構造から構成さ
れる「技術連関・技術集積構造」の三角形モデルである。ここでいう基盤的技術とは、
鋳造・鍛造・メッキ・熱処理・塗装・機械加工・プレス・プラスチック成型等の加工技

10

Porter,M.E.の産業クラスター論については、加藤[2000]、金井[2003]、山崎[2005]の論評がある。

11

たとえば、山崎[1977]、上野[1987]、下平尾[1985]、石倉[1989, 1999]や中小企業研究センター[2001,2003]などが

ある。
12

たとえば、日立製作所の企業城下町について中央大学経済研究所編[1976]などがある。

13

東大阪地域の産業集積研究としては、植田[2000, 2004]や鎌倉[2002]などがある。
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術を指し、それは大田区など大都市型工業集積に見られるという。基盤的技術は、ハイ
テクの特殊技術を支えており、新しい製品を作り上げるには三層構造のバランス良い積
み重ね（フルセット型構造）が必要と指摘する。基盤的技術の充実度合いは、国や地域
の産業の展開力（新産業創出力）を規定する。その意味で、大田区など大都市型工業集
積は、「公共財」「ナショナルテクノポリス」と称し、近年の歯槽膿漏的な崩壊現象を
食い止め、地方型工業集積とのリンケージによる再活性化を展望している。
渡辺も、早くから大田区など大都市型工業集積の調査を進めており、その「工業集積
度水準」の高さを評価し、各地域の工業集積の活性化策として「オータナイゼーション
（大田区化）」という標語を提示した。工業集積度水準とは、①工場の多数性水準、②
工場の専門化水準、③受注先企業業種・業態の多様性の水準、④受注地域広域化の水準、
⑤横のつながり（仲間取引）の錯綜性の水準であり、この比較軸から機械工業集積の地
域的類型化を図っている。最終的には、日本の機械工業の社会的分業構造について、企
業の専門化と規模階層的視点から「山脈構造型社会的分業構造」として全体像を描き、
さらに地域視点を加えて「地域間分業構造概念図」まで明らかにした。また、渡辺の研
究方法上の特徴は、「特定大企業を頂点として地域に形成される中小企業群の分業関係、
閉鎖的な生産ネットワーク」という従来の産業集積の見方ではなく、「産業集積を構成
する個別企業のイノベーション、その企業間の連携関係が産業集積の構造変化を引き起
こすプロセス」を重視する点にある。
以上の研究から学ぶべきポイントは、まず、地域産業における技術集積・技術連関へ
着目したこと、そして、集積の担い手である中小企業・企業家の視点から取引関係など
集積内部構造のメカニズムを解明していく点にある。また、現場からの実態把握の結果、
産業集積の多様性（heterogeneity）やフレキシビリティを重視し、その類型化による
一般化を試みる点も参考になる。しかしながら、産業集積と地域経済社会との関係に目
配りが足りず、地域システム全体の解明に至らない傾向も見られる。また、当然ながら
従来型産業・機械工業に限定されたアプローチとなるため、ハイテク分野の新産業創出
といったリサーチクェスチョンに正面から答えることもできない。
（６）地域産業システム論（ＩＴなどハイテク産業集積論）
ＩＴなどハイテク分野の新産業集積といえば、シリコンバレーの事例がすぐに頭に浮
かんでくる。これにも多くの先行研究があるが、代表的なものとして Saxenian[1994]
が挙げられる。Saxenian,A.は、半導体・コンピュータなどハイテク産業で同一条件に
ある、西海岸のシリコンバレーと東海岸のボストン郊外ルート 128 を取り上げ、①地域
の社会構造・制度・文化、②産業構造（社会的分業構造）、③企業の内部組織という３
つの観点から地域優位性の比較研究を行なっている（図表３）。その結果、シリコンバ
レーを地域ネットワーク型産業システム、ルート 128 を独立企業型産業システムと名づ
け、「地域産業システム（local industrial system）論」として論理展開している。
7
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（図表３）
産業・業種
生産要素
社会構造・文化
産業構造
企業の内部組織

地域ネットワーク型産業システムと独立企業型産業システムの比較分析
シリコンバレー
ボストン郊外ルート128
半導体・コンピュータの成長産業・ハイテク産業
ＭＩＴ・スタンフォードといった大学、積極的な軍事支出
革新的・オープン
保守的・閉鎖的
水平的・競争と協力のネットワーク型
垂直的・独立企業の自己完結型
権限が分散
権限の集中

（備考）Saxenian[1994]より作成

たとえば、シリコンバレーの地域ネットワーク型産業システムでは、様々な関連技術を
持つＩＴ専門企業同士が、激しく競争しながら同時に協力もする。それは、非公式な社
会的ネットワークやオープンな労働市場にもとづく協力・学習行動であり、実験的な試
みやイノベーションが促され、ハイテク市場や技術の変化に素早く対応できるという。
このように、地域産業システム論には、社会構造・文化と企業家の視点によるイノベ
ーション分析があり、「競争と協調」のメカニズムを動態的に捉えようとする姿勢が大
変参考となる。しかしながら、地域の社会構造・文化の違いを強調しすぎる感があり、
産業構造や製品・技術特性の違いを軽視する傾向が見られる14。ＩＴなどハイテクの新
産業を支える基盤技術・既存産業との関係性にもう少し目配りすれば、地域産業全体に
波及する活性化のための理論が導き出せるかもしれない。
（７）学習地域、ミリュー、地域イノベーションシステム論
最後に、地域産業活性化に資する近年のホットな理論を紹介しておく。
まずは、Florida[1995] の「学習地域（learning region）論」を取り上げる。学習
地域とは、シリコンバレーに見られような、イノベーションと集団的学習が行なわれる
空間である。学習地域は、大量生産地域との比較を通じて、知識・アイデア・学習の流
れを良くする制度やインフラの意義に特徴を見出している15（図表４）。
Camagni[1991]の「ミリュー（milieu）論」においては、地理的近接性を前提とした
文化的・政治的・心理的態度の類似性に着目し、その地域環境（local milieu）への所
属意識によって個人的コンタクトと協力・情報交換が容易となり、集合的学習過程を通
じたイノベーション促進や不確実性低減を実現できるとしている16。ただ、ミリュー内

14

たとえば、ボストン・ルート 128 は電子防衛システム・ミニコンピュータ、シリコンバレーはマイクロエレクトロ

ニクス・コンピュータネットワークという製品特性での違いがあり、同じハイテク産業として一括りにできない、と
いった指摘もある（Stephens S.Cohen & Gary Fields[1999]）。このほか、清成・橋本[1997]による批判として、①
産業連関の論理が解明できていない、②生産技術の質的レベル・新しいタイプの生産技術の意義について無関心であ
る、③エンジニアリング企業の役割や重要性について認識不足である、といった点が挙げられている。その上で、清
成は、シリコンバレーモデルの特徴として、①技術革新のための変化対応型の集積、②頭脳集団が濃密に接触する場、
③個人ベースのネットワークでオープンなビジネス風土、などを挙げる。
15

学習地域論やミリュー論は、友澤[2000]や山本[2004]などにも紹介されている。

16

イノベーションには「暗黙知（tacit knowledge）」が決定的に重要であるが、その共有化や伝播は地域内のフェイ

ス・トゥ・フェイスの接触による。グローバリゼーションの進展下、地域環境（local milieu）に埋め込まれた暗黙
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部には、同質性が増してイノベーション能力が減退する「負のロックイン効果」も出て
くるため、地理的範囲を超えた外部とのリンケージが不可欠になるという。
Keeble & Wilkinson[2000]では、学習地域（learning region）やミリュー（milieu）
といった諸概念を実証するため、ケンブリッジ・グルノーブル・ソフィアンチポリス・
ミュンヘン・北イタリア・イェーテボリ等を対象とした大規模な事例研究を行なってい
る。その結果、①地域労働市場における熟練ワーカーの流動性、②企業・大学・公的研
究機関からのスピンオフ、③中小企業のネットワーク、といった３要素で構成される「地
域の集団的学習過程」の概念を提示した。
以上の諸理論をさらに発展させたのが、近年ヨーロッパで脚光を浴びている「地域イ
ノベーションシステム（Regional Innovation System）論」である。地域イノベーショ
ンシステムは、国家イノベーションシステム17（National Innovation System）に対置
する概念であり、地域産業政策など政策論18としての意味合いが大きい。
（図表４）
競争優位
生産システム
生産インフラ
人的インフラ
物的・通信インフラ

学習地域と大量生産地域の比較分析
学習地域
大量生産地域
持続的優位
比較優位
知識ベースの生産
大量生産
イノベーティブな企業ネットワーク
独立した下請関係
知識ワーカー
低熟練・低コスト労働力
グローバル対応
国内志向

（備考）Florida[1995]より作成

たとえば、Acs [2000]は、地域イノベーションシステムと国家イノベーションシステ
ムについて比較分析し（図表５）、その結果、イノベーションの原動力は企業間ネット
ワークにあるが、それは経済的側面だけではなく制度や社会的文脈（価値観・規範）に
も影響を受けるため、その連携促進にあたっては、企業家のリーダーシップに加え、仲
介機関（enabling agency）や地方自治体などの関与が欠かせないと提言した。また、
Asheim & et.al.[2003]では、中小企業における地域イノベーションシステムの意義を
論じているが、ここでも、中小企業が地域内の暗黙知・形式知を利用してイノベーショ
ン能力を高めるには、中小企業間ネットワーク19が重要であり、その連携促進に資する
公共政策の必要性を指摘している。
地域イノベーションシステム論では、ミリュー論と同様、そのシステム自体が抱える

知が競争優位の源泉となる。詳しくは、Malmberg & Maskell[1997]を参照。
17

国家イノベーションシステムについては、Nelson[1993]を参照。

18

地域イノベーションシステムは、地域政策、産業政策、科学技術政策の接合点として意味を持つ。それ故に、異な

るセクターや組織をつなぐ産学連携の中間組織（intermediary）が重要になる。詳しくは、北川[2004]を参照。
19

西口[2003]では、バート・レント概念にもとづく「評判のレント」と「中央からの公式な調整のレント」、コール

マン・レント概念にもとづく「社会的埋め込みのレント」「情報共有と学習のレント」を用いて、国内外の中小企業
ネットワークを分析している。
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ジレンマ・矛盾についても論じられている。たとえば Braczyk,Cooke & Heindenreich
[2004]では、①グローバル競争と地域イノベーションのジレンマ、②イノベーションが
信頼ネットワークに依存するジレンマ、③地域ネットワークメンバーが固定化して地域
学習がロックインするジレンマ、④技術蓄積の増大に伴う経路依存性・ルーチン化とイ
ノベーション能力低下のジレンマ、といった地域イノベーションシステムのジレンマ問
題が指摘されている20。そして、このジレンマ問題の解決には、オープン性と多様性・
異質性がポイントとなるという。
政策的含意に乏しい産業クラスター論と比べて、以上の諸理論は、地域全般にわたる
イノベーション政策、新産業創出に関する支援政策を展開する際に大変参考となる21。
しかしながら、企業家サイドのミクロ的視点に欠け、産業や技術特性も踏まえないため、
地域における学習やイノベーションの担い手の実態が不明瞭となる。よって、どのよう
に地域産業にイノベーションが生まれて、発展・波及していくのかといったプロセス面
の内部メカニズムも解明できない。
（図表５）

企業間関係
知的インフラ・R&Dシステム
コミュニティと公共セクター
企業の内部組織
金融セクターの制度
物理的・通信インフラ
企業の戦略・構造・競争

地域イノベーションシステムと国家イノベーションシステムの比較
地域イノベーションシステム
国家イノベーションシステム
ネットワークシステム
市場と階層的関係
協調と信頼
権威・権限
新製品開発志向
プロセス開発志向
大学研究が中心、地域R&Dへ波及
国の公共的R&Dラボ
地域レベルの官民パートナーシップ
国家レベルの制度
コミュニティ、協調と信頼
上意下達の関係
有機的組織、マトリックス組織
機械的組織、多事業部組織
持続的なイノベーション
イノベーションと生産の分離
ベンチャーキャピタル
銀行
インフォーマルな金融セクター
フォーマルな金融セクター
グローバル志向
国内志向
電子データ交換
物的インフラ
新規創業が容易
新規創業が困難
起業家精神を重視
起業家精神に乏しく、
知識アクセスの費用が安い
新知識へのアクセスなし

（備考）Acs[2000]より作成

20

Granovetter[1974]の「弱い紐帯（The strength of weak ties）」の仮説に近い議論である。強連結のネットワー

クは、親戚・家族・親友などの強固なつながりで互いの情報共有度合いが高いものの、外部に閉鎖的のため新しい知
識・刺激が発生しにくい。一方、弱連結のネットワークは、頻繁に会わない友人や知人のような弱いつながりである
が、いくつもの独立した強連結グループを橋渡しすると、思いがけず自分のビジネスを支援するような人材に出会え
るという。それは、金井[1994]が提示したネットワークに内在するパラドクスの議論にも近い。金井は、①弱連結が
強連結より強いという弱連結パラドクス、②同質性・共通性（出会いの機会）と異質性・多様性（新結合）のジレン
マ、③冗長性（時間のムダ）と信頼性のパラドクス、などのネットワークのパラドクスを挙げている。
21

産業クラスターは、シリコンバレーなど関連産業内の企業集積という現実の事象を理論化したもので政策的意識に

欠けるが、一方、地域イノベーションシステムは、ヨーロッパの経験にもとづき、企業と知識開発・普及を業務とす
る機関との間の協力関係がメインテーマであり政策的志向が強い。詳しくは、三井[2004、2005]を参照のこと。
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（８）地域産業活性化に関する理論の整理
以上の地域産業活性化に関する諸理論について、その意義と限界性を分かりやすくす
るため、雑駁ながらも便宜的に整理することで本章のまとめにかえたい。
諸理論の整理にあたっては、その比較軸として、縦軸に研究方法・分析対象、横軸に
鍵概念をおく。縦軸とした分析対象の一方は、地域全体・集積一般、もう一方には地域
の特定産業集積をおく。横軸とした鍵概念の一方には、取引コスト・フレキシビリティ
などの静態的概念をおき、もう一方には、イノベーションなどの動態的概念をおく。こ
うした比較軸によって、本章で挙げた諸理論を整理すると、（図表６）のようになる。
現在、日本の各地域には、新産業の創出・新産業集積の形成、それによる既存産業・
（図表６）

のシナリオが求められている。

地域全体・集積一般

しかしながら、上述のとおり、
先行研究のレビューの結果、新
ョンの鍵概念を用いて、特定産

途上にあることが明らかとな
った。今後、こうした先行研究
の限界を乗り越えた、地域産業

特定産業集積

性化に資する理論構築が発展

ミリュー論
立地論

学習地域論

空間経済論

地域イノベーション
システム論

ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨ論

︵ミクロ・実証型︶

業集積の分析と地域全体の活

地域産業活性化に関する諸理論の整理

産業クラスター論
新産業空間論

地域産業システム論

日本の産業集積論

活性化の現代的課題に対応可
能な新理論を構築していく必
要があるだろう。

分析
対象
鍵概念

静態的概念
（取引コスト）

動態的概念
（イノベーション）

２．地域産業の分析方法・フレームワーク
１の地域産業活性化に関する先行研究・関連研究のレビューを踏まえ、２では、地域
産業の実態把握にかかる有意な分析方法、特に、地域全体の活性化につながる新産業創
出・新産業集積形成のメカニズムを解明するためのフレームワークを提示していく。
（１）地域を総合的な存在と捉え、総合性の視点からアプローチ
まずは、分析対象である「地域」について、本稿では総合的な存在と捉える。具体的
にいえば、①地域は自然環境・経済・文化（社会・政治）という３要素の複合体、②地
域には総合性の視点が不可欠、③地域は独自性をもつ個性的な存在、④地域は住民を主
人公とする自律的で主体的な存在であり自治の単位、⑤地域は開かれた存在であり地域
間の交流と連帯が不可欠、⑥地域は国土や世界という全体的空間の構成部分、といった
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中村[2004]による定義22を援用する。
地域を総合的な存在と捉えると、その研究上の分析アプローチについても総合性の視
点が必要になる。具体的には、経済学・経営学・社会学・政治学などからの学際的な研
究アプローチを採用することになる。それは、演繹的にマクロからミクロへと接近する
「セミ・マクロ」的アプローチ、逆に帰納的にミクロからマクロへと接近する「セミ・
ミクロ」的アプローチの両方を統合した総合的な研究アプローチとなる。なお、こうし
たミクロ・マクロ・ループのアプローチは、「産業概念23」や「ネットワーク組織24」の
把握とも相通じる。また、本稿がこうした総合性のアプローチをとる背景には、Piore &
Sabel[1984]の「フレキシビリティ論（市場の社会的構築）」や Granovetter[1974]の「埋
め込み（embeddedness）論25」などの考え方に近いことを意味する。
実務的な言い回しに変えれば、地域の分析にあたっては、経済統計データからの全体
像把握と併せて、地域の構成要素である企業やヒトの実態把握について、経済的・社会
的文脈からアプローチすべきことを意味する。また、地域産業を分析するならば、特定
産業集積の分析と地域産業全体の経済的・社会的な構造分析がリンクする形にしたい。
おそらく、地域において支配的な既存産業集積の構造や特性は、地域全体の社会構造や
文化にも影響を与え、それが地域の新産業創出のメカニズムに作用・反作用する。この
ような問題設定から地域産業を分析することは、先行研究の限界を乗り越えることを意
味する。いずれにしても、地域産業活性化に関する研究においては、既存産業と新産業
22

地域政策とは、「地域を対象とする公共政策であり、地域的な環境・経済・社会・政治問題を解決し、人々の生命

と暮らしを守り育む生活の場として地域を発展させるという統合的理念のもとに展開される地域マネジメント政策」
である。内発的発展（endogenous development）を理念に置く地域産業政策として、①地域イノベーターや地域住民
の主体性 ②地域中核産業の戦略的振興 ③地域内産業連関的発展の重視 ④独自の経済上部構造の強化と自律型本社
経済の形成・維持 ⑤地域内経済循環による総合的発展、を挙げた点は参考になる。詳しくは、中村 [1990、2004]を
参照。
23

産業の概念については、宮沢[1975]が参考になる。産業概念の定義については、需要サイドからは諸商品間の代替・

補完関係が基準となり、一方の供給サイドからは生産される財の生産技術・生産工程上の類似性が基準となる。産業
は、経済全体から見ればそれを構成する部分単位（セミ・マクロ的視点）であり、その一方で、個々の企業の集団単
位（セミ・ミクロ的視点）である。
24

ネットワーク組織とミクロ・マクロ・ループについては、今井・金子[1988]や伊丹[1999]に詳しい。ネットワーク

の概念は、経済的交換を中心とする自由な市場（外部資源・動態情報）と、参入・退出の制限された社会的交換シス
テムにある組織（内部資源・静態情報）との有機的な組み合わせ、シナジーの働く連結・蓄積を図るものと捉える。
ネットワーク構成員は、ミクロ・マクロ・ループを持っていて、各自が主体的に行動する中にも、そこには全体の雰
囲気や共通意識といったマクロ情報を常に察知しながら自らの行動を調整するメカニズムがある。
25

「埋め込み」とは、経済的行為・経済的結果・経済制度が、行為者の個人的関係および諸関係のネットワーク全体

の構造に影響されること、を意味する。「埋め込み（embeddedness）論」からは、①人間の行為は個人的な社会関係
（ネットワーク）に埋め込まれているので、経済現象の説明には社会構造の影響の分析が不可欠である、②経済行為
には経済的動機だけでなく非経済的動機（社交・地位・社会的影響など）が重要である、③個人的な社会関係（ネッ
トワーク）がどのように形成されてきたのかという関係の歴史性を理解することが重要である、といった研究アプロ
ーチ上の示唆を受ける。
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の特性や関係性を捉えることが一つのポイントになると思われる。
（２）イノベーションの特性を踏まえて、企業家の視点からアプローチ
地域産業活性化に関する研究では、先行研究にも見られたように、イノベーションと
いう動態的な概念の導入が決定的に重要である。本稿においてイノベーションといえば、
Schumpeter[1934]の定義26を援用する。ただ、その際、産業クラスター論など先行研究
において見落とされたイノベーションの特性、特に、「プロダクトイノベーションとプ
ロセスイノベーション」の区別27を意識する。また、Kline & Rosenberg[1986]の「鎖状
連結・ノンリニアモデル（Chain‑Linked Model）28」、野中・竹内[1996]の「暗黙知・
知識創造スパイラル29」、von Hippel[1994]の「粘着情報（Sticky Information）30」と
いったイノベーションの特性に関する理論も踏まえる。こうして、本稿では、地域にお
ける新産業創出のプロダクトイノベーションと既存産業のプロセスイノベーションと
の相互関係メカニズムを解明するとともに、それをグローバリゼーション進展下の空間
的分業体系（集積と分散）の中で捉えていく。
さらには、新産業創出にかかるプロダクトイノベーションについて、その担い手であ
る企業経営者・企業家の視点から分析する。具体的には、企業経営者・企業家の経営行
動・イノベーション活動の実態把握とその地域との関わりを分析する。わけても、地域
における企業家ネットワーク、地域に埋め込まれた起業・スピンオフ連鎖31について実

26

イノベーションとは新結合であり、①新しい製品の開発、②新しい生産方法の導入、③新しい販路の開拓、④原材

料の新しい供給源の獲得、⑤新しい組織の実現、という５つのケースが挙げられている。また、企業家という個人（ミ
クロ）の多様性・異質性に注目し、その新結合が経済システム（マクロ）を進化させるという。
27

プロダクト（製品）イノベーションとプロセス（工程）イノベーションの類型化については、Utterback &

Abernathy[1975]、Abernathy,Clark & Kantrow[1983]、Utterback[1994]などの研究成果が参考となる。ここでは、
製品と生産技術の変化により、流動期・移行期・固定期に分ける。多種多様な流動期に既存の技術体系を破壊するプ
ロダクトイノベーションが生まれ、やがて支配的・標準的なドミナントデザインが登場すると、移行期には生産工程
の効率化でより安く精緻化するプロセスイノベーションへと重点が移っていくという。
28

これまでの新製品開発・イノベーションプロセスは、基礎研究⇒応用研究⇒試作開発⇒商業化といった直線的な「リ

ニアモデル」であった。近年、科学と技術と市場の３者関係が緊密化してきたため、市場ニーズを取り込みながら基
礎研究と製品開発のフェーズを行き来して商業化を目指す「鎖状連結・ノンリニアモデル（Chain‑Linked Model）」
の方に高い評価が集まってきた。
29

暗黙知とは、ノウハウや技能など、言葉で表現できないが実行できる能力を指す。一方、形式知とは、言葉や数字

で表現できるコード化された知識である。知識創造スパイラル論では、「暗黙知から暗黙知への共同化」⇒「暗黙知
から形式知への表出化」⇒「形式知から形式知への連結化」⇒「形式知から暗黙知への内面化」といったイノベーシ
ョンプロセスを説明している。
30

暗黙知は粘着情報（Sticky Information）であり、それを移転してイノベーションを創出するには、先進的ニーズ

を持つユーザーとサプライヤーとの間で、フェイス・トゥ・フェイスの密度の濃い相互作用が必要となる。
31

スピンオフ連鎖に関する理論面・実証面からの研究としては、イタリア・ボローニャの包装機械産業集積を分析し

た稲垣[2003]が参考になる。稲垣によれば、スピンオフ連鎖とは、一つの企業を出発点としてスピンオフが繰り返し
起こり、樹形図状に組織が生成する現象である。知識やイノベーションの連鎖、起業家のネットワークの連鎖が、蓄

13
地域調査情報 １７−１ ２００５．８．３１

©信金中央金庫 総合研究所

証研究を進め、新産業創出・集積形成のメカニズムを解明する。ここでは、地理的近接
性があれば暗黙知の流通が容易になるといった単純な分析に終わらせず、イノベーショ
ンの背景にある企業家ネットワークの社会的側面にも目を向ける。
（３）地域に埋め込まれた技術・労働の視点
地域における既存産業と新産業の特性や関係性の把握、新産業創出のプロダクトイノ
ベーションと既存産業のプロセスイノベーションとの相互関係メカニズムの解明など
にあたっては、一つに技術・技術集積・技術連関の視点からの分析アプローチが欠かせ
ない。ここでの技術の捉え方は、先行研究（新産業空間論など）のような「標準と熟練」
の二分法といった静態的かつ単純なものと見ない。むしろ、機械工業に限定した場合、
関が示した「基盤的技術」の概念の方が援用しやすい。もちろん、産業特性把握のため
の技術分析は、市場分析と一体的に行うべきであり、また、製品アーキテクチャ32によ
る捉え方も有意であろう。いずれにしても、地域産業の歴史的変遷を踏まえた上で、現
在主要な既存産業の技術特性を分析し、ひいては地域に蓄積された技術の実態を捉える。
そして、このような地域に埋め込まれた技術が、新産業創出にかかるハイテクといかに
親和性や連関性があるのか、といった視点から分析していく。
技術面からの分析と併せ、もう一つの重要な視点は、労働・労働者からの分析アプロ
ーチである。労働は、単なる生産要素としての資本ではなく、訓練によって技能と結び
ついて生産性向上をもたらす33。それ故、かつて、企業は技術が特殊で訓練も特殊とな
るならば、外部労働市場による労働力調達よりも内部労働市場（Internal labor market）
の方が有利と考えた34。ただ、大量生産体制後、技術革新のスピードが早く、科学と市
場の距離も近接化する中、企業内の特殊熟練技術に拠ったプロセスイノベーションだけ
では競争優位性を持てなくなった。特に、ハイテク産業のプロダクトイノベーション創
出にあたっては、企業内の境界を越えた技術者・企業家のネットワークが機能するため、

積的に発展して連鎖のエネルギーが高まる。起業家は、企業の外部や社内の他の技術者と心理的な影響を相互に及ぼ
しあう。スピンオフ連鎖は、特定企業の個人間による規範やルールなどの関係性が外部に伝播するプロセスである。
32

製品アーキテクチャによる分析では、自動車の場合、数多くの部品全てが相互に微妙に調整しあって乗り心地の良

さという機能を達成するように、機能と部品が「多対多」であるため、各部品の設計には「擦合せ」が欠かせず、「イ
ンテグラル」なアーキテクチャとなる。また、自動車の各部品の基本設計は、１社で完結している場合が多く、その
意味では「クローズ」なアーキテクチャともいえる。一方、パソコンの場合は、機能と部品との関係が「１対１」に
近く、基本設計が業界レベルで標準化されており、複数企業間の「寄せ集め・組合せ」が容易なため、「モジュラー
／オープン型」のアーキテクチャといえる。詳しくは、藤本・武石・青島[2003]を参照。
33

人的資本論（Human Capital Theory）では、企業の行なう訓練を「一般訓練」と「特殊訓練」に区分し、後者が生

産性を向上させる訓練であると説明した。詳しくは、Becker[1964]を参照。
34

内部労働市場論については、Doeringer & Piore[1971]を参照。また、小池[1991]の知的熟練論では、企業内特殊熟

練の蓄積に応じた賃金の年功カーブを描くとし、長期雇用を前提とする労使関係の危険分担モデルを提示する。
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「地域労働市場35」の流動性と専門性が重要になる。たとえば、シリコンバレーの場合、
熟練労働者のフレキシブルなフローによって、地域に技術・情報が伝播してイノベーシ
ョンが促進されている36。こうした地域労働市場の特性は、地域の産業特性（ハイテク
産業か従来型産業か、労働組合の組織化の強弱など）にも影響を受けると思われる。
いずれにしても、地域において新産業創出・イノベーションを進める際、既存産業に
もとづく「地域に埋め込められた技術・労働」がその経路にいかなる影響を与えるかを
明らかにすることは重要である。
（４）地域産業イノベーションのジレンマ、オープン性・多様性・異質性の重視
先行研究に見られたように、地域イノベーションシステムには、メンバーの同質化・
固定化が進んでイノベーションが生まれにくくなるといった「ジレンマ問題」があった。
この理論は、地域全体を対象としているが、地域産業・特定産業集積の分析にも援用で
きる37。実際、こうしたジレンマ問題は、地域における既存産業と新産業の関係性を解
くうえで重要な概念である。たとえば、地域における新産業創出のメカニズムを考える
際、新規参入する企業家のイノベーション活動に対して、既存産業の関係者がどのよう
な行動をとるのか、といった論点の解明につながる。つまり、ジレンマ問題の克服は、
地域における既存産業の担い手と新規産業の担い手の「競争と協調」の関係を形作る。
地域産業イノベーションのジレンマ問題の解決にあたっては、「ソーシャルキャピタ
ル（社会的関係資本：Social Capital）」の概念から糸口をつかめる。ソーシャルキャ
ピタルの定義は一様でないが38、Putnam[1993]によると、「個人の間の結合関係、信頼・
規範・ネットワーク」であり、それが「協調的行動を容易にして、集合行為のジレンマ
（ゲーム理論でいう囚人のジレンマやコモンズの悲劇など）を解決し、ひいては経済的
繁栄に資する」と説明付けられる39。このように、ソーシャルキャピタル論は、協調的

35

経済学の主流派は、労働力を資本と同じく移動可能なものと捉えるため、地域労働市場に関する研究が進んでいな

い。一方、日本の地域労働市場論には、労働市場分断論や二重労働市場論を基礎とし、不安定就業階層や過剰人口問
題から農村的な地域労働市場を説明するものがあった。ただ、地域労働市場は、「階層構造」と「地域性」の接点か
ら捉えるべきであり、地域の歴史的・社会的構造や経済・産業構造との関わりを見ていく必要がある。詳しくは、三
井[1988]を参照。
36

また、地域労働市場の流動性・熟練労働者のフローは、産業コミュニティを通じた「評判」にもとづく、新規雇用

時の経営者と従業員の「情報の非対称性」の軽減があって成り立つ。たとえば、Angel[1999]などを参照。
37

企業レベルにおけるイノベーションのジレンマの理論については、Christensen[1997]がある。スピードの速い製

品市場における破壊的イノベーションの理論であり、Abernathy の量産組立製品をイメージしたモデルを発展させて
いる。持続的イノベーションと異なり、破壊的イノベーションは、既存製品における主流顧客の声（ニーズ）に囚わ
れてはいけないという。
38

社会学者の Coleman[1990]によると、「ソーシャルキャピタルは人々の間の関係の構造に内在するものである」と

いう。また、経営学者の Baker[2000]によると、「個人的なネットワークやビジネスのネットワークから得られる資
源（情報・アイデア・善意・信頼・協力など）を指し、人間関係のネットワークの中に内在する」という。
39

Putnam,R.は、ソーシャルキャピタルがあれば経済的繁栄につながるといった決定論的な社会的均衡・経路依存性
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側面の理論であり、

（図表７）

地域産業の分析アプローチ

イ ノ ベ ー ショ ン 促

地域（総合的な存在）

進 に か か る競 争 面
を 見 落 と した 議 論
ー シ ャ ル キャ ピ タ
ル が 蓄 積 され た 市
民共同体では、「協
調・集合的行為」を
進 め る こ とが で き
ても、「異質性・多
様性」や「外部への

マクローミクロの総合的アプローチ

に思える。実際、ソ

既存産業集積

企業家

労働

新産業集積

同質化

ジレンマ

技術

プロセスイノベーション

異質性
多様性

起業家

労働

シナジー

技術

プロダクトイノベーション

経済・産業

オープン性」を持ち

社会・文化

得 な い た めイ ノ ベ

政策・政治

ー シ ョ ン 活動 の 場

時間軸・歴史的な視点

と し て 適 さな い 可
能性があるだろう。
本論のポイントは、家族や友人など同類の特定関係者に対する信頼ではなく、他者一
般や異質なものに対する信頼があるかどうかにある。それは、異質性を受け入れるオー
プンな信頼の概念である。それは、山岸[1998]の「一般的信頼（general trust）」、
Uslaner[2002]の「道徳的信頼（moralistic trust）」、Fukuyama[1995]の「高信頼社
会」などの概念に共通して見受けられる。おそらく、地域における新産業創出のメカニ
ズムが機能するには、既存産業のコミュニティのベースに異質性を受け入れるオープン
な信頼が育まれているかどうかが鍵となろう。地域産業活性化に関する研究は、このよ
うな問題意識を持ちながら、地域産業の歴史的変遷と代表的な既存産業集積およびリー
ディングカンパニーの特性を分析し、地域産業コミュニティの環境・雰囲気・風土、そ
のベースにある信頼の種類について実証することが重要である。
本章で挙げた分析ポイントをまとめると、（図表７）のようになる。
３．事例研究：

地域における新産業創出のメカニズム

２で示した分析フレームワークに即して、３では、地域における新産業創出のメカニ
ズムを解明していく。具体的には、筆者が最近手掛けた、浜松地域の光電子産業と札幌
地域のバイオ産業の２つの事例研究について概要を紹介したい。なお、前者については、

（path dependence）を支持するが、現実には経済的パフォーマンスから信頼へといった逆の流れもあるだろう。ま
た、本論はアクターからの視点がなく、社会ルールに沿った合理的行動をとるといった受動的立場に抽捨している。
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浜松信用金庫・信金中央金庫総合研究所編[2004]『産業クラスターと地域活性化』、後
者については、三井[2005 予稿]『地域インキュベーションと産業集積・企業間連携』の
第５章において、それぞれ詳細な調査結果があるので参照願いたい。
（１）浜松地域における光電子産業とイノベーション
本調査にあたっては、ミクロ−マクロの総合的な分析アプローチを採用して、浜松地
域産業の実態把握とその活性化策を見出した（図表８）。まずは、浜松地域の統計デー
タを分析して、当地域が製造業、中でも輸送用機械（二輪・四輪自動車）が最も重要な
既存産業である点を明らかにした。そして、独自に作成した「浜松市産業連関表」を用
いて、地域の主力である輸送用機械の海外生産が進展した際のシナリオを試算し、その
リスクが大きい点を示した。
（図表８）

浜松地域の産業集積の変容

１０年前

現在
完成品
メーカー

完成品
メーカー

プロセスイノベー
ション・擦合せ型
の産業集積

一次サプライヤー
一次サプライヤー
二次サプライヤー

楽器

二輪車

ものづく
りネット
ワーク

新製品開
発・新市場
開拓

技術連関

光電子関連
の新産業

繊維

系列トップ依存、量産志向・地域完結型

四輪自動車
シナジー

主役交代

四輪自動車

既存中小企業
の活 路

二次サプライヤー

既存戦略にロック
イン、ジレンマ

ＩＴ・製造
サービス業

プロダクトイノ
ベーション型の
産業集積

大企業からのス
ピンオフ創業・
産学連携

地域のイノベーションと共同学習システムの再構築

次に、輸送用機械の産業集積について実態把握するため、スズキ㈱などの大手完成車
メーカーおよび１次サプライヤーについてヒアリング調査を実施し、さらには、２次サ
プライヤーを含む中小製造業 1,000 社に対するアンケート調査を実施した。その結果、
大手完成車メーカーが「海外生産−海外販売」を拡大し、コストダウンの要求などが高
まる中、中小製造業の生産現場には大きな体制転換がなく、現状維持の姿勢にある点を
明らかにした。また、それは、地域における起業家文化（やらまいか精神：何でも一緒
にやってみよう）までも減退させていた。ただ、緩慢ながらも、系列構造・取引関係が
ルーズ化し、広域化・外延化も進み、量的効果のあった地域完結型の産業集積が崩れつ
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つある傾向を見出した。
こうした中、１次サプライヤーは、ＶＡ／ＶＥでのコストダウン、内製化や外注先選
別、完成車メーカーに追随して海外進出を図るといった、既存戦略の延長戦・プロセス
イノベーションによって生き残ることが分かった。しかしながら、バッファーとしての
存在意義しかなかった二次サプライヤー以下の中小製造業は、地域内での仕事の絶対量
が減少すれば、将来的に最も深刻な影響を被る点を見通した。今後、二次サプライヤー
以下の中小製造業の発展方策には、既存戦略のロックイン解除・ジレンマ克服につなが
るプロダクトイノベーションが欠かせない。
そこで、浜松地域の既存産業集積の周辺や地域外にオープンに目を向け、企業家の視
点にもとづき、イノベーティブな中小製造業に対するヒアリング調査を実施した。その
結果、①新製品開発・新市場開拓、②中小製造業のものづくりネットワーク、③ＩＴ・
製造サービス業の新産業創出、④光電子関連の新産業創出、といった多様な中小企業の
プロダクトイノベーション事例を発見できた。特に、③についてはヤマハ発動機㈱から
のスピンオフ40、④については浜松ホトニクス㈱からのスピンオフ41といった地元大企業
からの創業、そのスピンオフ連鎖と企業家ネットワークを通じた新産業創出、ＩＴ化や
光電子技術の導入による輸送用機器など既存産業集積の生産性向上・グレードアップと
いったシナジー（波及）効果が複合的・相互補完的に表れ、地域産業イノベーションシ
ステムが再構築されつつある面を見出した。
わけても、光電子産業については、既存の中小製造業、特に精密機械・電気機械・製
造サービス業が光技術を新規導入するケースに注目した42。それは、地域に埋め込めら
れた技術・労働からの視点である。こうした事例企業では、80 年代以降のＭＥ化（マイ
クロエレクトロニクス：機械技術と電機技術の融合化）に対応し、さらにＩＴ・システ

40

ヤマハ発動機㈱からのスピンオフによる創業の背景には、80 年代前半、ヤマハ発動機㈱がホンダ㈱との二輪車販売

合戦「ＨＹ戦争」に敗れ、社内でリストラを断行した点が挙げられる。具体的には、㈱アルモニコス、㈱ミネルバ、
㈱スペース・クリエイション、㈱キャップ、㈱アミック、㈱アルテア、㈱セリオ、㈱ソフテス、㈱アールテック、㈱
エリジオンなどのＩＴ・製造サービス業が挙げられる。たとえば、㈱アルモニコスでは、３次元ＣＡＤシステム等の
新技術によって、従来の２次元図面を３次元で設計し立体構造で表現するシステムを納入した。当システムを導入し
た浜松地域の既存製造業では、形状把握からプレゼン、資材購入・自動加工、性能・干渉チェック、各種図表・帳票
作成、検査といった一連の作業工程を同時進行でき、これまで５時間の作業が 30 分で可能になったという。
41

浜松ホトニクス㈱は、光分野においてサイエンスから新たな技術シーズ・イノベーションを創出する研究開発型の

大企業（売上高対研究開発費比率は毎年約 15％程度）であり、浜松地域にとって大学のような知的インフラとしての
存在感がある。近年、浜松ホトニクス㈱の勤務時に保有した光分野の技術シーズを元にして、起業・事業化するスピ
ンオフ企業が出てきている。スピンオフ企業家はネットワークを形成しており、たとえば、プレサイズゲージ㈱（レ
ーザー高速調芯溶接装置）の場合、㈱サイエンテックス（極微弱測定装置 OTDR）、㈱セプロテック（画像処理装置）、
ソフトワークス㈱（ソフトウエア）、㈱スカイロジック（ソフトウエア）などと連携している。メンバー企業間は、
共同の製品開発、相互の部品サービス供給、販路や外注先・資材購入先の紹介・斡旋、などの協力活動を行っている。
42

こうした事例としては、パルステック工業㈱、㈱スペースクリエイションなどがある。浜松地域の場合、光電子産

業の中でも、光機器・装置（光部品をキーパーツとする機器・装置）の製品分野において企業集積が進んでいる。
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ム化、そして光技術導入による技術連関を通じて新製品開発・新事業創出へと展開する。
かつて、浜松地域は、綿織物と織機、力織機と輸送用機械、製材業と楽器産業といった
技術連関・産業連関を通して内発的に発展してきたが、現在のＩＴ・製造サービス業や
光電子産業においても、こうした既存産業の歴史的変遷の経路に影響を受けた新産業創
出となっている。
（２）札幌地域におけるバイオ産業とイノベーション
札幌地域では、経済産業省の産業クラスター計画の採択を受け、バイオ産業の創出に
取り組んでいる。まずは、本調査にあたって、バイオ産業の特性を調べたところ、市場・
製品・技術の観点から見て、オールドバイオとニューバイオに分けられることが明らか
となった。前者は、従来型の発酵・醸造・培養技術等を用いた農業・食品・環境等の製
品市場分野に多く、後者は、遺伝子組換え・遺伝子解析・バイオインフォマティクス（生
命情報処理技術）・クローン技術等を用いた医薬品・化成品・分析機器・情報サービス
等の製品市場分野に多く見られる。実は、札幌地域のバイオ産業創出については、ニュ
ーバイオをターゲットとしている。そのため、既存産業との連関性は気にせず、北海道
大学など研究型大学におけるニューバイオ研究のポテンシャルの高さを強調している。
そこで、本調査では、札幌地域のニューバイオ産業集積の実態を解明するため、企業家
の視点により、道内大学から創業したバイオ企業などに対するヒアリングを行なった。
特に、時間軸から見たイノベーションの流れと立地・地域との関係を中心に、ニューバ
イオの新産業集積の形成と発展・成熟のプロセスを明らかにしようとした（図表９）。
その結果、集積の形成段階では、ニューバイオの技術特性として潜在的市場（需要条
件）から影響を受けることなく、「研究」から「発明・分析的設計（例：薬となる可能
性の高い化合物の探索・選別など）」へ導かれることに対応し43、研究型大学・公的研
究機関の立地がすべてのルーツとなっていた。そして、産業クラスター計画等にもとづ
き、国等から研究資金が大学等へ投入されると、ここの研究者がスピンオフや兼業を通
じて、大学周辺に研究開発型のハイテク企業を創出していく。こうした企業は、創薬や
遺伝子治療などのニューバイオ研究の本流において、共同研究開発やスピンオフ研究者
の人的交流を通じ、大学の基礎研究と「暗黙知から暗黙知への共同化」によりプロダク
トイノベーションを進めていく44。
次に、ニューバイオ産業集積の発展段階では、鎖状連結モデル（Chain‑Linked Model）
となり、「研究」と「発明・分析的設計」の頻繁なフィードバックを通じて、ようやく

43

2003 年１月、横浜国立大学大学院三井研究室において実施したバイオ企業向けアンケート調査（有効回答 172 社）

によれば、ニューバイオの中小企業の場合、研究・製品開発に関する連携相手先として、「大学（23.2％）」および
「公的研究機関（24.4％）」の割合が高く、特に成果が上がった相手先として、「大学（53.5％）」の割合が最も高
い結果になっている。
44

たとえば、㈱ジェネティックラボや㈱ジーンテクノサイエンスなど。
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「暗黙知から形式知への表出化」、すなわち特許が出てくる。これに対応する形で、北
海道大学など研究型大学とハイテク企業、支援・関連企業の間で、受発注の取引関係や
研究・技術情報の交換、研究者・技術者のフローが活発化してくる。こうした集積内の
メンバーには、共通言語（バイオとＩＴの技術的な専門用語等）と技術至上主義的な同
じ文化・風土を背負った「ソーシャルキャピタル」があるため、円滑なフィードバック
を通じて「暗黙知」でも流通しやすくなっている。ここで集積の担い手として台頭する
のは、研究支援型の中小企業であり、合成ＤＮＡ受託サービスや研究機器製作販売、バ
イオインフォマティックスを支えるＩＴ関連サービスといったニューバイオ研究のツ
ール・派生分野を担う45。注目すべきは、ＩＴとニューバイオのシナジー効果よりバイ
オインフォマティックスの領域が拓かれ、札幌地域の新産業創出のメカニズムが促進さ
れる点である。
（図表９）

札幌地域におけるニューバイオの新産業集積の形成・発展・成熟メカニズム
形成段階

発展段階

成熟段階

国等から研究資金の投入拡大

研究型大学

研究型大学

研究型大学

公的研究機関

公的研究機関

公的研究機関

共同研究開発

研究の受 託

共同研究開発

スピンオフ

国等から研究資金の投入開始

国等から研究資金の縮小

•特許情報（基本原
理）の利用

•受発注の取引活発化

研究開発型
中小企業
の集積

•研究・技術情報の交換
•研究者、技術者のフロー
•地域の風土、評判

研究開発型
中小企業
の集積

グローバル企業
大手製薬会社
大手化学会社
大病院

•特許情報の
利用

•地域の学習システム

研究開発型
中小企業
▲ の立地 ▲

•創薬や遺伝子治
療など研究開発、
特許化

大企業
スピンオフ

•創薬や遺伝子治療など研究開発

研究支援型
中小企業
の集積

地域の既存産業
農業、ＩＴ等

研究支援型
中小企業
の集積
グローバル市場
（巨大都市）

•合成DNA受託ｻｰﾋﾞｽ、機器企業
•ＩＴ関連、ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｯｸｽ企業

研究

Ｒ

暗黙知から暗黙知へ
Ｋ
（共同化）

潜在的市場

Ｃ

暗黙知から形式知へ
（表出化）

発明・分析的設計

知識

Ｃ

形式知から形式知へ
（連結化）

臨床試験 Ｃ

形式知から暗黙知へ
（内面化）

承認審査 Ｃ

流通・市場

フィードバック
（注）C：中心となる技術革新の連鎖、K：知識ストック、R：科学研究

：頻繁なフィードバック

：稀なフィードバック

最後に、成熟段階では、「研究、発明・分析的設計」までのプロダクトイノベーショ
ンを終え、「臨床試験・承認審査・流通市場」のプロセスイノベーションへと進む。こ
の段階では、研究開発と事業化が近接なニューバイオの特性もあり、「形式知から形式
知への連結化」というフィードバックの少ないリニアモデルとなりルーチン化してくる。
特許という移転可能な形式知は、世界各国の大都市圏に立地する大手製薬メーカー・大
手化学メーカーが買い取り大病院で臨床試験を通し、さらに承認審査・流通市場といっ

45

たとえば、㈱フロンティア・サイエンスや北海道システムサイエンス㈱などが挙げられる
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た多大なコストと時間だけのかかる一本道へと移転されることとなる。仮説の域を超え
ないが、この段階には、札幌地域のニューバイオ産業集積は分散の一途をたどり成熟化
すると見通せる。
持続可能な内発的発展のポイントは、バイオの新産業集積と農業など既存産業集積と
の連関性、ニューバイオとオールドバイオ分野との連関性にある。たとえば、オールド
バイオ主体の農業や食品加工業などの既存産業において、成分分析・検査工程・機能性
評価などでニューバイオ技術を部分的に導入すれば、そこにプロセスイノベーションや
評判効果をもたらすことになる46。こうした大学など知的インフラを通じたニューバイ
オ分野のプロダクトイノベーションは、地域の既存産業のプロセスイノベーションをも
たらし、その分野の新産業が創出されれば、新たな地域産業イノベーションシステムを
再構築していけるだろう。
（３）事例からの示唆−製品レベルのイノベーション特性と集積形成・発展プロセス
以上の事例研究を通じて、２．で提示した地域産業分析のフレームワーク（図表７）
が有効に働くことを実証できたといえる。結果的に、先行研究の諸理論では見られなか
った新たな発見もあった。たとえば、新産業創出にかかるプロダクトイノベーションと
既存産業集積のプロセスイノベーションとの相互関係性があれば、地域産業全体にシナ
ジー効果をもたらして活性化する点を実証できた。そこでのポイントは、歴史的な変遷
の中で地域に埋め込められた労働と技術・技術連関性にあった。一方で、地域における
支配的な既存産業の特性、特にリーディングカンパニーの行動様式は、既存産業集積の
構造のみならず、地域の社会や文化・風土へも影響を及ぼし、それが新産業創出にあた
ってのジレンマ問題を引き起こす。その解決の鍵は、地域外や異質者へのオープン性の
確保にあった。いずれにしても、地域における新産業創出のメカニズムが機能するには、
多様な企業家による多様なイノベーションが重要となる点を実証できたといえる。
さらに、浜松地域と札幌地域の事例研究を比較すると、これまでの先行研究において
論点にさえ挙がっていなかった鍵概念を見出すことができた。それは、製品−イノベー
ション特性と集積形成・発展プロセスの関係にある。浜松地域における光電子産業と札
幌地域におけるバイオ産業は、両方ともハイテク分野をターゲットにした新産業創出の
ケースである。しかしながら、その集積形成と発展経路についてみると、明らかに異な
るプロセスを辿る。その要因は、産業レベルから一歩ブレークダウンした、製品レベル
のイノベーション特性にある。具体的にいうと、浜松地域の光電子産業は、光部品では
なく、光機器・装置を取り扱う企業が多い47。光機器・装置における製品−イノベーシ

46

たとえば、㈱北海道バイオインダストリー（ギョウジャニンニク、ヤーコン、ヒレハリソウを原料とした健康食品・

機能性食品の製造・加工・販売）やネイチャーテクノロジー㈱（ハーブを主成分とする健康関連商品の開発・販売）
などが挙げられる。
47

浜松地域テクノポリス推進機構の調査によれば、浜松地域において光電子技術分野の開発に取り組む企業は、光伝
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ョン特性は、①製品開発のプロダクトイノベーションにはサイエンスからの流れだけで
なく市場からのニーズ情報も重要、②生産面におけるプロセスイノベーションも必要、
③製品開発から生産までのイノベーションの流れが行き来するノンリニア型、といった
点が挙げられる。一方で、光部品の特性は、その反対であり、それは、札幌地域のバイ
オ産業、オールドバイオではなくニューバイオ製品に近い。ニューバイオの製品−イノ
ベーション特性は、前述したように、①製品開発のプロダクトイノベーションにはサイ
エンスからの流れだけで良く市場からのニーズ情報は不要、②生産面におけるプロセス
イノベーションは重要ではない、③製品開発のプロダクトイノベーションと生産面のプ
ロセスイノベーションの分業が可能なリニア型、といった点が挙げられる（図表 10）。
こうした製品−イノベーション特性の違いは、集積の形成と発展の経路の違いとも関
連している。たとえば、浜松地域の光電子産業集積の形成段階では、大学や浜松ホトニ
クス㈱など知的インフラからのスピンオフ創業だけではなく、既存産業の中小製造業が
蓄積技術の連関的発展により光機器・装置を開発する事例も見受けられた。そのプロダ
クトイノベーションには、大学のサイエンス情報だけではなく、輸送用機械の既存産業
集積からのニーズ情報がベースになる事例も発見できた48。また、集積の発展段階では、
生産面のプロセスイノベーションにあたり、浜松地域の機械工業集積から基本的なサポ
ートを受けられるものの、高精度の制御技術や加工技術への対応において限界も露呈さ
れた49。一方、札幌地域のニューバイオ産業集積では、大学からのサイエンスの流れに
（図表10）

浜松地域と札幌地域の新産業集積の比較
浜松地域

札幌地域

産業集積の特性

ハイテク型

産業の分野

光電子産業

バイオ産業

製品の分野

光機器・装置

ニューバイオ製品

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

サイエンスと市場ニーズ

サイエンス主流

ﾌﾟﾛｾｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

必要

重要でない

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｾｽ

リニア型、双方向

ノンリニア型（生産・流通面）

形成期

大学・大企業など知的インフラ
輸送用機械など既存産業集積

大学など知的インフラ

発展期

光関連大企業からのスピンオフ
電機・精密機械など既存中小企業

大学からの創業
研究支援型中小企業

成熟期

光分野と連関性のある新産業創出

多国籍大企業（製薬会社など）

製品レベルの
イノベーション
特性

新産業集積の
主たる担い手

送機器・装置分野で 15 社、光測定器分野で 40 社、光センシング機器分野で 10 社、光ディスク装置・媒体分野で２
社、光入出力装置で４社、ディスプレイ装置で 14 社、医療用レーザー装置で１社、レーザー応用生産装置で 32 社と、
合計 118 社存立する。
48

たとえば、㈱スペースクリエイションの事例がある。

49

プレサイスゲージ㈱では、「0.1μm の制御技術」や「1μm オーダーの加工組立」の外注について、浜松地域の業

者ではなく、長野県（安曇野・諏訪地域）の精密機械業者へ任せている。

22
地域調査情報 １７−１ ２００５．８．３１

©信金中央金庫 総合研究所

依存するため、集積の担い手も大学からの創業が多くなっている。
地域における新産業創出においては、ハイテク産業がターゲットとされることが多い
が、そのメカニズムは一様でないことが分かる。ハイテク産業集積の形成と発展のメカ
ニズムも多様で見通しがつかない。そこで、新産業の特性、製品とイノベーション特性
をつかむことが重要となる。こうした視点の導入は、２．の分析フレームワークを進化
させるものであり、これをもって、地域産業活性化の諸理論を再構築する作業は終わり
としたい。
４．信用金庫における地域振興支援への示唆
最後に、４では、地域産業活性化に関する理論の整理と再構築の作業を踏まえて、信
用金庫における地域振興支援への政策的含意・示唆を与えることでまとめにかえたい。
信用金庫における地域振興支援は、地域企業・地域産業・地域住民・地域行政といっ
た顧客基盤活性化への取組みであり、自金庫の収益力強化・経営健全化や信用力向上の
ためにも重要であることに疑いない。こうした地域振興支援は、①個別・社会的支援（ス
テップ１）、②面的・社会的支援（ステップ２）、③個別・経済的支援（ステップ３）、
（図表11）

信用金庫における地域振興支援の類型化と実施手順
活動の特性・範囲
＜ステップ１＞

＜ステップ３＞

役職員個人・支店単位による清掃・お
祭り・各種イベント等への参加

個別・点的

役職員個人・支店単位による自治会・
ＰＴＡ・消防団・経営者団体（ロータ
リークラブ等）への参加

創業・ベンチャー・ＮＰＯへの金融支援
中小企業の新事業（新製品開発・販路開
拓）・経営革新への金融支援
不振企業への経営改善計画策定、ＤＥ
Ｓ・ＤＤＳ・ＤＩＰﾌｧｲﾅﾝｽ実行
Ｍ＆Ａ、事業承継

非経済性・社会的

など

営利性・経済的
＜ステップ４＞

自金庫拠出の地域振興基金を通じた環
境保全・文化芸術・スポーツ振興

地域産業の活性化（ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定提言、ﾋﾞ
ｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ、産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、既存
産業と新規産業のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｼﾅｼﾞｰ促進）

商店街・中心市街地活性化
エコマネー・地域通貨、自治体・社協
と連携したボランティア活動
ＣＳＲ対応、ＩＳＯ取得

集積・面的

＜ステップ２＞

ステップ１
個別・社会的支援

支援の目的

など

新産業創出、新産業集積の形成支援（産
業ｸﾗｽﾀｰ支援、ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞ等）
既存産業・既存産業集積の再生（不況業
種向け経営改善支援、地域再生ﾌｧﾝﾄﾞ等）

など

ステップ２
面的・社会的支援

ステップ３
個別・経済的支援

ステップ４
面的・経済的支援

信用金庫内に専門組織・専担者を設置
＜ステップ１〜４までを体系的・継続的に実施＞
低

難易度（スキル・労力）・関与度

高
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④面的・経済的支援（ステップ４）の４つに類型化できるが50、本稿で取り上げた地域
産業活性化への支援活動は、ステップ４に該当するといえる（図表 11）。
多くの信用金庫において、ボランティア・社会貢献的な性格の強いステップ１から２
までの取り組みは、何らかの形で既に実施されている。おそらく現時点では、リレーシ
ョンシップバンキングのアクションプログラムとも符号するステップ３の途中段階ま
で進んだ信用金庫が多いのではないか。しかしながら、地域産業向け支援といったステ
ップ４までの取り組み事例は、そう多く見られない。地域産業向け支援（ステップ４）
とは、地域企業向け支援メニュー（ステップ３）の面的展開であり、個別企業向け支援
を効率的・効果的に地域全体へ波及させることである。つまり、個別企業に対する資金
需要創出・獲得や不良債権処理をまとめて面的に対応したことと同じ効果を持つ。
地域産業向け支援の実施に当たっては、既存産業集積の再生と新産業創出の両方を狙
った地域産業全体の活性化ビジョンづくりから始めたい。その作業工程としては、まず、
信用金庫がコーディネーター役となり、産学官メンバーによる「地域産業活性化研究会」
を組成する。それは、アクションプログラムに掲げられた「産業クラスターサポート金
融会議」の民間版といえよう。この研究会を活動母体として、地域産業の現状把握（強
み・弱み・脅威・機会の把握）、課題抽出と解決策を見出し、地域関係者に向けて提言
していく（図表 12）。
（図表12）

地域産業の活性化策提言までの工程
現状把握

課題抽出と解決策

提言

シン
ン
ポ
ジウ
ウ
ム・
・セ
セ
ミナ
ナ
ーの
の
開
催
シ
ポ
ジ
ム
ミ
ー
開
催

新産業分野の新規開
業企業・企業家ネッ
トワークの調査

査報
報
告
書・
・
書
籍の
の
発
刊
調調
査
告
書
書
籍
発
刊

既存産業の中小製造
業のイノベーション
事例を調査

新産業集積の形成・
発展プロセス検討

信用金庫による支援施策の検討

既存産業集積の
課題抽出

新規産業の特性分析
︵製品・市場・技
術・企業家・労働︶

産学官による支援施策の検討

既存産業の特性分析︑
中小製造業へのアン
ケート調査

大企業︵地域中核企業︶への
ヒアリング調査

地方自治体・商工会議所・大学・
など支援機関へのヒアリング調査

既存資料・統計データによる経済
産業・社会構造・主要産業の分析

現状把握の作業としては、ミクロ−マクロの総合的アプローチと歴史的な時間軸の観
点から、地域の経済・産業・社会構造の分析を行う。中でも、地域産業の分析について
は、既存産業と新規産業に分けて、製品市場・技術・労働などの産業特性や企業間関係・
50

類型化にあたっては、便宜上、信用金庫の支援目的により「非経済性・社会的目的」と「営利性・経済的目的」に

分け、一方で、支援の範囲・特性によって「個別・点的活動」と「集積・面的活動」に分けた。また、ステップが１
から４へと進むにつれて難易度が高まるので、その体系的・継続的な実施には自金庫内に専門組織・専担者の設置が
望まれる。なお、専担者は、詳しくは、信金中央金庫編[2005]『信用金庫の経営モデル』の 290〜314 ページを参照
のこと。
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下請け分業などの集積構造を把握する。
課題抽出と解決策を見出す作業としては、既存産業集積の再生方策と新産業創出・新
産業集積の形成および発展可能性の両面から検討する。この時、既存産業集積の周辺や
地域外にオープンに目を向け、企業家の視点にもとづき、イノベーティブな中小製造業
に対するヒアリング調査を実施する。併せて、新産業創出にかかる新規開業企業や企業
家ネットワーク・スピンオフ連鎖などについて調査し、地域産業活性化のヒントを捉え
る。
その上で、「地域産業活性化研究会」の産学官メンバーによる議論を重ね、一方で信
用金庫による金融面の支援施策も検討し、実現性・実効性の高い活性化ビジョンを取り
まとめていく。たとえば、新産業集積の担い手となる異端な起業家の多様なプロダクト
イノベーションが、既存産業集積における同質化のジレンマを乗り越えてプロセスイノ
ベーションをもたらすような、地域産業イノベーションシステムを再構築するシナリオ
が描けると良い。最後には、地域関係者向けにシンポジウムやセミナーを開催し、地域
産業活性化に向けた提言を普及・具現化させていけばよい。
提言内容の一例としては、①既存産業の中小製造業における経営革新の必要性や意識
改革を促す、②地域内外のリンケージ企業となる試作開発型企業（ファブレス企業）を
核として、フレキシブルで専門的な中小製造業のものづくりネットワークを形成・発展
させる、③地域に埋め込まれた技術・

（図表13） 信用金庫の地域振興支援のポイント

効果をもたらす新産業分野を設定する、
地域内

④地元大学にスーパースター研究者を
誘致して、新産業創出にかかる知的イ
ンフラの世界的競争力を向上させる、
⑤大学からの創業や大企業からのスピ

既存産業

ンオフ企業を創出・ネットワーク化し、
新産業集積の形成を図る、⑥ＭＯＴ（技
術マネジメント）大学・大学院や創業
塾・研究会を設置して企業家を創出・

産
（企業ニーズ）

信用金庫によるコーディネート・結節機能

技術連関を踏まえ、既存産業への波及

地域外

新産業

学・官
（支援シーズ）

育成し、新産業創出の担い手を増やし
広げる、などが挙げられる。
以上のような、地域産業向け支援（ステップ４）まで到達するポイントは、信用金庫
が地域内と地域外、既存産業と新産業、産（企業ニーズ）と学・官（支援シーズ）のコ
ーディネート・結節機能を発揮することにある（図表 13）。こうしたコーディネート機
能は、信用金庫が業界の全国ネットワークを持ち、地域金融インフラとして地域産業全
体を支え、協同組織金融機関として民間非営利セクターにポジションを置くからこそ実
現できる。現在、信用金庫では取引先企業の経営支援業務を通じてコンサルティング能
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力を持つ人材が育ってきているが、今後は、それに加えてコーディネート能力を発揮で
きる人材がますます必要になってこよう。
（長山

以 上
宗広）
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【地域調査情報バックナンバーのご案内】
号 数

題

名

発行年月

№１

木製家具製造業の動向について−静岡地区と大川地区の産地比較−

№２

水産加工業の動向について−八戸地区と塩釜地区の産地比較−

1998 年

８月
11 月

環境変化への厳しい対応を求められる温泉旅館業
№３

−伊東、伊香保温泉を中心として−

1999 年

８月

2000 年

４月

企画開発力とＱＲへの対応力が求められる横編ニット
№４

製品製造業界−東京横編産地と新潟産地の比較を中心に−
米国のまちづくりから見た我が国中心市街地活性化への示唆

№５
№６

９月

−運命共同体としての信用金庫の役割−
戦略的まちづくり活動と信用金庫−信用金庫の先進事例に学ぶ−

11 月

陶磁器製造業の現況（美濃地区・有田地区）
№７

12 月

−独創的な製品開発力の向上と高コスト生産体制の見直しを−
地域活性化の起爆剤となる「バイオ版シリコンバレー」

№８

−大学、インキュベーター、サイエンスパークの事例を中心に−

2001 年

12 月

№９

駅開業が与える地域への影響 −駅を地域活性化の核にする−

2002 年

３月

変化する水産物流通とこれを資源とする地域振興支援
№10

３月

−焼津･清水･萩･下関の取り組み−
金融機関主催「ビジネスフェア」による中小企業・地域振興支援

№11

５月

−信用金庫が核となる地域プラットフォームの整備を−
第三セクターを事業主体とする地域振興支援への取組み

№12

９月

−成功する第三セクター経営とは−
地域一体内発型の観光振興 −地域資源を活かした住民

№13

−地元民間企業・行政一体の地域活性化の取組み−

2003 年

地域振興支援への示唆
１５−１

３月
４月

−地域活性化の成功モデルと信用金庫の関わり−
地場産品の地域ブランド化のために

１５−２
１５−３
１５−４
１６−１

10 月

−農水産品を活かして地域経済の活性化を図る−
タウンマネージメント組織の現状と信用金庫の役割
地域振興計画の立案手順−信用金庫による地域振興支援の一例−
地元企業主体によるＰＦＩ事業参画へのポイント

10 月
2004 年

３月
４月

信用金庫経営における、地域産業連関分析の有効性
１６−２
１６−３

７月

−産業連関表の概要と活用方法−
小規模市町村での地域振興のあり方

７月

＊バックナンバーの請求は信金中央金庫営業店にお申しつけください。
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