
東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                                20１３. １２. ３ 

1 

 

 

Ｎｏ．１３－０８ 

２０１３年 １２月 ３日 

 

企業誘致と地域産業振興の新展開 

 － 地域活性化のために何をすべきか － 
 

 

増田 貴司 
東レ経営研究所 産業経済調査部長 

チーフエコノミスト 
TEL：047-350-6191 

E-Mai：Takashi_Masuda@tbr.toray.co.jp 

 

■ 本稿では、最近の日本の企業立地の特徴、企業立地促進を図る地域の課題を整理した後、

米国のジャーナリスト、都市研究家のジェイコブズが約 30 年前の著作の中で指摘した

「地域経済が自立、発展するための処方箋」を 4つの論点にまとめ提示した。 

■ ジェイコブズの論点（①国単位でなく都市（地域）単位、②安い労働力を売りにした企

業誘致の限界、補助金頼みの企業誘致の限界、④「漂流」の重要性）は、現在の日本の

地域活性化策として、そのまま通用する。 

■ 地域活性化のためには、企業誘致を地域の内発的発展につなげる必要がある。 

■ 地域が外部との関係を強化しながら内発的発展を遂げるためには、企業がその地域に存

在する必然性を構築し、アピールする必要がある。 

■ 地域の強みを見極め、模倣困難な魅力を形成することが重要である。その方策として、

産業集積の構築、地域のブランド力の確立を推進すべきである。 

■ これからの産業集積は、「効率よくものづくりを行う場」であるだけでなく、「環境変化

に柔軟に対応できる場」でなければならない。 

■ 国や自治体は、高度な産業集積を生み出すために、多様なネットワークの形成やクラス

ターの形成を支援すべきである。外資系企業の誘致はクラスター形成の起爆剤になりう

る。 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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2012 年以降、国内工場立地が急増 

2012年春以降、海外経済減速を主因として、日本経済は軽い景気後退局面に入ったが、2012

年末までに底入れし、2013年初以降は景気回復軌道に乗っている。安倍政権の経済政策「アベ

ノミクス」への期待を契機に始まった円安・株高の流れは今も途切れておらず、企業の景況感

は改善傾向にある。実質GDP成長率は2013年7～9月期まで4四半期連続のプラスとなった。 

こうしたなかで、企業の立地動向をみると、2012 年の国内の工場立地件数は前年比 41％増

の 1,229件と、2008年以来の水準に回復した（図表１）。工場の立地面積では前年の約 3倍の

3,144 ヘクタールと、1992 年以来の高水準となった。2013 年上期も工場立地件数は、前年同

期比 68％増の 782件、工場立地面積は同 274％増の 2,662ヘクタールと急増している。 

ただし、2012年以降の国内工場立地の急増は、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度

の開始を受けて、広大な土地を要する太陽光発電施設の新設が増えたことが主因である。その

証拠に、電気業を除いた工場立地実績をみると、2012 年が件数 938 件（前年比 10％増）、面

積 1,103 ヘクタール（同 11％増）と緩やかな伸びにとどまっており、2013 年上期は件数 353

件（前年同期比▲19％）、面積 426ヘクタール（同▲30％）と、むしろ減尐している。 

 

最近の企業立地の特徴 

企業の立地動向は、景気動向、企業の景況感、政府の経済政策等に影響されるのが常である

が、それ以外に最近では次のような特徴が認められる。 

①生産拠点の海外シフト 

企業活動のグローバル化に伴い、海外に進出する企業は増加しており、生産拠点の海外シフト

が続いている。製造業（国内全法人ベース）の海外生産比率は、2001年度に 14.3％だったが、

2011 年度には 18.0％に上昇している。海外進出企業ベースの海外生産比率は、2001 年度の

29.0％から 2011年度は 32.1％に上がっている（経済産業省「海外事業活動基本調査」による）。 
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図表１　国内の工場立地件数と工場立地面積
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生産拠点の海外移転の要因として、歴史的な円高への対応がしばしば強調されるが、円高は

一要因に過ぎない。図表２に示すように、海外進出先で投資をする企業は、現地の需要が旺盛

である(または今後の需要拡大が見込まれる)こと、顧客を含む関連企業が現地に存在すること

が最大の投資決定要因となっている。重要な顧客（消費者）、成長性の高い市場が存在する場所

で生産するという、いわゆる「地産地消」を実践する企業が多いことが海外への生産移転の主

因であることがわかる。 

したがって、2012年 11月以降、急速な円高修正が進展しているが、こうした為替要因で企

業の海外生産シフトの動きが止まることは考えにくい。 

②根強い国内生産指向 

一方で、日本の製造業の中には、国内の生産拠点の重要性を認識し、国内生産拠点を維持し

ていこうとしている企業が今なお多い。 

アジア新興国等に生産拠点を有する一方で、日本国内では国際競争力の高い製品を生産し、

日本の生産拠点をグローバル生産体制の基盤としてのマザー工場と位置付ける企業が多い。こ

れらの企業では、日本国内に基幹工場を戦略的に残し、そこに世界各地の自社工場に技術を発

信する役割や、海外の工場の改善を主導する役割を担わせようとしている1。 

また、最先端の製品の生産拠点の場合、国内の研究開発拠点に近い場所で技術開発と生産と

のすり合わせを行いながらつくる必要があるために、国内に置くことが多い。 
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（注） 3項目までの複数回答。回答企業総数に対する該当項目の回答企業数の比率。
出所 ： 経済産業省「海外事業活動基本調査」（2012年7月調査）

図表２　製造業海外現地法人における投資決定のポイント

 

                                                   
1 たとえば、テルモでは、国内工場がコア（中核）技術にかかわる部材の生産、新製品の試作や立ち上げを担
っている。国内工場はそれぞれ対応するアジア工場の“マザー工場”と呼ばれ、各国の現地スタッフがマザー

工場へ研修にやってくる（日本経済新聞 2013年 3月 20日「経営塾 ものづくりにこだわる テルモ④」新宅

祐太郎社長）。また、NEC支配人の澤村治道氏は、「国内工場が無くなってしまうと、今持っている改善力を支

える日本の人材が失われてしまうので、それは絶対に避けたい。やはり基幹工場は戦略的に必ず残したい」と

述べている（日刊工業新聞 2013年 2月 26日「日本のモノづくり 本当の強み」）。 
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このほか、国内顧客向けの製品の場合、顧客の声を迅速にフィードバックできる国内で生産

することのメリットが大きいという理由で、国内生産を選択する企業もある2。 

企業の国内での設備投資意欲が根強いことは、国の「国内立地推進事業費補助金」に多数企

業から申請が殺到したことからも分かる（2012 年 2 月、7 月の公募の合計で、申請件数 480

件、採択件数 265件、補助金総額 978億円にのぼった）。これは補助金獲得が前提とはいえ、

国内立地の重要性を認めている企業が多いことが示す事例といえよう。 

③国内での設備投資割合の低下 

このように設備投資を国内と海外の両方で増やす動きが幅広い産業でみられるものの、海外

投資の伸びが国内投資の伸びを上回って増加する傾向が続いている。このため、海外／国内設

備投資比率（連結ベース）は、製造業全体では2011年度の57.0％から2013年度計画では70.3％

に上昇している（図表３）。自動車では 2013 年度に 121.1％と、海外投資の方が約 2 割多い。

総じて日本企業のスタンスは、国内外ともに事業活動を拡大するが、新規の設備投資は国内よ

りも海外でより積極的に行う傾向が鮮明となっている。 

 製造業の国内外での事業活動に関する中期的な見通しをみると、国内生産の供給能力は「現

状と同程度」の企業が多いのに対し、海外生産の供給能力は増加する企業が多い（図表４）3。

したがって、今後も企業の国内での設備投資割合は低下すると予想される。 
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出所 ： 日本政策投資銀行「2012・2013・2014年度設備投資計画調査」（2013年8月）

図表３　　企業の海外／国内設備投資比率

                                                   
2 NECパーソナルコンピュータでは、レノボ・ジャパンのノートパソコン「ThinkPad」の生産の一部を中国

工場から山形県の米沢事業場に移した。同拠点で「尐人数・多品種・短納期（尐・多・短）」の生産に磨きをか

けることで、日中の人件費格差を乗り越えて、強いものづくりを実践している。 
3 図表４に挙げた日本政策投資銀行の意識調査によれば、2012年は前年と比べて、「国内・海外とも増加」の

回答が減り、「海外＝増加、国内＝縮小」の比率が上がっている。 
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出所 ： 日本政策投資銀行「特別アンケート企業行動に関する意識調査結果（2013年6月）」

図表４　　国内および海外の生産・サービス供給能力の中期的な見通し（2013年度調査）

 

④リスク分散、防災対策の強化 

東日本大震災以降、立地選択の要素としてリスク分散、防災対策強化を重視する傾向が強ま

った。たとえば、静岡県と山梨県に工場を持つ医療機器大手のテルモが 2012年、「山口テクノ

パーク」（山口市、宇部市）への新工場建設を決めた理由の一つはリスク分散であった。 

 

企業立地促進を図る地域の課題 

 こうした動向を踏まえて、企業立地促進を図る地域の自治体が直面している課題を以下に整

理してみよう。 

①グローバル化への対応 

海外を立地候補先とする企業が増加し、企業誘致は国内自治体間の競争から国を超えた競争

に移行した。企業誘致を目指す自治体にとっては、その地域に立地することがグローバル企業

にとって合理的な状況をつくりだすことが課題となる。 

 これに関連して、自治体が地域の企業の海外進出を支援する動きも広がっている。最近の多

くの実証研究で、海外進出を活発に行った企業の方が国内の雇用を増やしていることが明らか

にされている。企業の海外事業展開を後押しすることで、その企業の将来の国内での投資・雇

用の拡大を狙う作戦である。 

 また、世界的に都市・地域間競争が激しさを増すなかで、外資系企業の誘致策を強化する自

治体が増えている。日本における外資系企業の工場立地は、2005年以降、年間 10件前後で低

迷していたが、2012年は 22件と 1991年以来の高水準となり、2013年上期も 19件とハイペ

ースが続いている（図表５）。ただし、これは前述したように再生可能エネルギーの固定価格買

い取り制度導入を受けた太陽光発電施設新設の増加によるものであり、電気業を除く件数では、

2012年は 11件、2013年上期は 3件と決して多くない。 

②国内に立地ニーズのある分野の取り込み 

前述したように、企業の国内生産指向は根強いとはいえ、「国内より海外で」という投資スタ

ンスが強まるなかで、絶対量としての国内立地ニーズは減尐しており、地域間の誘致競争は激

化する傾向にある。海外生産が当たり前の時代になったからこそ、自治体側も「日本で何をつ

くるのか」といった国内生産の意義を真剣に考える必要が出てきた。 
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出所 ： 経済産業省 「工場立地動向調査」 より作成
（暦年）

図表５　外資系企業の国内工場立地件数の推移

 

 

 

こうしたなか、国内に根強い立地ニーズがあり、成長性が高く、地域に定着することが期待

される産業分野に的を絞って誘致を図る動きが増えている。 

地域の取り組み状況をみると、航空機産業関連、再生可能エネルギー関連、環境関連、医薬・

医療機器（ライフ・イノベーション）関連、食品関連（地域ブランド活用型等）、物流機能再編

等を、次世代中核産業のターゲットとして育成しようとする動きがみられる。 

また、東日本大震災以降の企業のニーズに応えようと、「リスク分散」や「災害に強い都市」

を標榜した戦略で企業の呼び込みを図る動きも散見される。 

③企業の撤退・事業縮小への対応、既存立地企業のつなぎとめ 

 過去に誘致に成功した企業の工場撤退、事業縮小が相次ぎ、それに伴う税収や雇用の減尐、

跡地開発等の問題への対応を迫られる自治体が増えてきた。高額補助金による誘致活動のあり

方を再検討する動きもみられる。 

また、新規の誘致を競い合うことよりも、地域に現在操業している企業をつなぎとめる方策

が大事という認識が広がりつつある。すでに拠点を構える企業との関係性を深めたり、その事

業構造の高度化を支援したりすることで、再投資を促すといった取り組みが考えられる。これ

を実行するためには、自治体は地域企業の事業戦略にこれまで以上に深く関わることが求めら

れる。 

 

ジェイコブズの慧眼 

米国のジャーナリスト、都市研究家のジェイン・ジェイコブズが 1984 年に発表した『発展

する地域、衰退する地域』は、地域経済が自立、発展するための処方箋を描いた先駆的な名著

である。同書は、30年も前の著作であるが、現在の日本の地域活性化策や産業空洞化回避策を

考える上で多くの示唆を与えてくれる。今日の日本の地域経済が抱える本質的な問題点がすべ

てここに言い尽くされていると言っても過言ではないように思う。 
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同書におけるジェイコブズの主張の中で特に重要と思われる論点を、以下に 4点挙げてみよ

う（筆者なりに要約、敷衍してまとめている）。 

論点① 国単位でなく都市（地域）単位 

国が経済活動の構造を理解する単位になるという考え方が当然視されてきたのは奇妙な

ことだ。一国の経済発展は都市のダイナミクスに起因する。都市の多様性が経済を発展させ

る基礎である。したがって、経済の実態を正しく把握し、経済活性化策を論じるには、国単

位ではなく都市（地域）という単位でみる必要がある。 

たとえば、通常、後発国では輸入代替4によって発展した地域が都市として成長する。こ

の場合、輸入代替という機能の担い手は国（全体）ではなく、都市（地域）である。自前の

活気ある輸入代替都市を抱えた国が発展するのだ。したがって、都市（地域）単位で考えな

ければ、経済発展は論じられない。さらに、政治単位は単一の国家主権よりも、複数の分割

された地域主権とした方が、経済発展に無理なく対応できる。 

論点② 安い労働力を売りにした企業誘致の限界 

地域振興のための一般的な処方箋は企業誘致であるが、誘致した工場がさらに安い労働力

を求めて海外に移転してしまえば、あとには経済的空白しか残らない。企業誘致を地域の自

立的な経済発展につなげることが重要である。 

論点③ 補助金頼みの企業誘致の限界 

企業誘致のために大規模で間断のない補助金を出すことは衰退の取引であり、経済停滞の

解消策にはならない。地方分権を進め、創造的な都市地域を生み出す努力をすべきである。 

論点④ 「漂流」の重要性 

地域経済は修正自在に「漂流」5することによって拡大・発展していく。予測不可能な問

題の発生が避けられない世の中で発展を続けるには、環境変化に対応して臨機応変に自己を

修正し、前例のないことに挑戦し、漂流することが必要である。長期計画に従って目的志向

型に行動するよりも、発展過程の中で、その時々の都合や経験に応じて修正自在型に変わっ

ていく地域の方が繁栄する。 

 

地域単位で考えることの重要性 

 上述したジェイコブズの 4つの論点について、日本の産業活性化に引き寄せて考察してみよ

う。 

 まず、論点①は、グローバル化が進展し、産業空洞化懸念に直面している日本にとって本質

的な問題である。国レベルで漠然と空洞化回避策を論じていても効果的な方策は出てこない。

実際の国際競争や産業発展のフィールドは地域がベースとなっている。企業が立地場所を選ぶ

場合、都市（地域）レベルでの比較検討が重視される。グローバル化が進んだ今日では、各都

市（地域）の企業誘致における競合相手は国内外の他の都市（地域）である。 

したがって、日本の産業活性化を論じる際には、ジェイコブズが言うように、国家単位の思

考を離れて、都市（地域）に着眼することが必要不可欠と思われる。 

                                                   
4 従来外国から輸入していた製品を，国内生産によって部分的ないし全面的に自給化すること。ジェイコブズ
は「輸入置換」という用語を使っているが、ここでは通常の経済用語である「輸入代替」とした。 
5 ジェイコブズは、日本の人類学者梅棹忠夫が日本文化の特質として挙げた「漂流の美学」を取り上げ、それ
が日本人だけでなく他の国民にも当てはまることだと述べている。 
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「国か地域か」といった切り口のほかに、日本経済活性化を展望する際の分析対象として、

企業や産業よりも地域を見ることが効果的であると、一橋大学大学院商学研究科教授の橘川武

郎氏は指摘している6。産業や企業を分析対象にした場合は、「勝ち組」・「負け組」の格差が大

きいため、成功事例から導かれる教訓に汎用性をもたせることが難しい。これに対し、住民の

生活の場という共通性をもつ地域の場合は、先進地域の成功体験を他地域が学習することが比

較的容易である。 

単一の国家主権よりも、複数の分割された地域主権の方が、経済発展に無理なく対応できる

というジェイコブズの指摘も傾聴に値する。日本経済活性化のためには、国が何でも決めて地

方がそれに従うのではなく、地域のことは地域が責任を持って決める仕組みに変えることが必

要であることに改めて気づかされる。 

 

地域活性化策における企業誘致の位置づけ 

一般に、地域活性化の方法には、大きく分けて、地域に立地する産業の振興、企業誘致、財

政依存の 3通りの手法がある。 

しかし、日本の賃金が近隣アジア諸国と比較して突出して高いこと（図表６）を踏まえれば、

ジェイコブズの論点②が示すように、安い労働力の提供のみを売りとした企業誘致では、新規

の企業を呼び込むことも、既存企業の引き留めを図ることも難しい。安い労働力以外のセール

スポイントを地域が持たない限り、アジア新興国との低賃金競争から抜け出せないことを自覚

する必要がある。 
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（注） 2012年10～11月にジェトロが実施した現地調査情報に基づく。
出所 ： 日本貿易振興機構 「アジア主要都市・地域投資関連コスト比較（2013年1月）」 より作成

図表６　ワーカー（一般工職）月額基本給の国際比較

                                                   
6 橘川武郎『「希望学」日本財政への道 釜石からのメッセージ』（2013年）。 
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 また、近年、自治体が鳴り物入りで誘致した企業の工場がアジア新興国に移転したり、業績

悪化で操業停止したりする事例が相次いだ。こうしたなか、特定の産業・企業に過度に依存し

た地域経済が脆弱であることが再認識された。単に外から企業を呼び込めばいいというもので

はなく、すでに地域に拠点を構える企業の事業構造を高度化させ、再投資やサプライヤーなど

関連企業の進出につなげる政策が重要である。誘致した企業が地域の他の企業の活動と有機的

に結びつき、ネットワークが形成されることを目指す必要がある。 

 

補助金頼み・財政依存は持続不可能 

 次に、ジェイコブズの論点③、補助金頼み企業誘致の限界については、先進国で最悪の財政

状況にある日本では、高額立地補助金頼みの企業誘致が長続きしないことは明白だ。国による

国内立地補助金の拡充が短期的には国内の企業立地や設備投資の増加に寄与していることは確

かだが、補助金なしでも国内地域に立地するメリットを企業が見出すことがなければ、補助金

の縮小・廃止とともに、企業の立地や投資が去っていく。 

 また、インフラ投資などの公共事業を中心とする財政依存の地域活性化については、論点③

と同じ理由から、日本では頼れない手法である。公共投資が呼び水となって民間投資が誘発さ

れ、公共投資以外の産業が地域に育つ展開にならない限り、地域の持続的発展につながらない。 

 以上から、結局、日本の地域活性化策は、地域の産業振興を基軸に据えるしかない。企業誘

致については、それをテコに地域の自前の産業振興を促進するための一方策と位置づけるべき

である。誘致した企業が地域のヒト・モノ・カネと有機的に結びつき、地域の自律的、内発的

な産業発展につなげることを目標とすべきである。また、高額の立地補助金がなくても、企業

がその地域を離れられないような魅力を形成することが肝要である。 

 

地域の内発的発展が重要 

 以上の考察から、企業誘致に期待をかけ、地域外の企業に依存して地域を振興するアプロー

チには限界があることがわかる。企業誘致は、地域レベルでの産業の創出、換言すれば「地域

の内発的発展」につながらない限り、有効な地域活性化策にはならない。したがって、企業誘

致をテコにして、地域の資源を活用しながら、自前の活気ある地域をつくり出すことを目指す

ことが重要である。 

 実は、経済協力開発機構（OECD）は、1980年代から地域の内発的発展の必要性を指摘し、

地域レベルでの産業創出を提唱してきた7。地域振興では地域がイニシアティブをとる必要があ

り、地域の人々が直接参加、関与し、活動に対して一定の責任と権限をもち、新しい事業・製

品・市場の拡大を図ることが重要という考え方である。これは、先に見たジェイコブズの論点

と問題意識を共有するアプローチと言える。 

 先進諸国の地域振興は、1980年代以降、このような地域の内発的発展を目指すアプローチが

主流になりつつある。これに対し、日本の地域振興はこれまで企業誘致一辺倒になりがちで、

地域の内発的発展に向けた取り組みが弱かった。 

 内発的発展を実現するには、地域形成に関する意思決定の自由を地域側が確保することが重

要である。地域に一大拠点をもつ特定大企業の本社（地域外に立地する）の意思決定に大きく

左右されるような状況は、内発的発展を目指す立場からすれば好ましくない。 

 

                                                   
7 清成忠男『地域創生への挑戦』（2010年）第 2章 を参考にした。 
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内発的発展は内向きにあらず 

 なお、内発的発展を目指すことは、内向きになって自前資源のみで勝負することではない。

外部資源を有効活用して地域の魅力を高めることや、地域と外部市場の関係を強化することは

積極的に進める立場である。 

また、地域の内発的発展の主役は地域住民だが、このことは地域外の人間を排除することを

意味しない。地域振興を図るうえで、地域を相対化する「よそ者」の視点を取り入れることが

非常に重要である。 

 同様に、内発的発展は、ローカル志向一辺倒を意味しない。地球上の活発な経済活動が見ら

れる地域では、グローバリゼーション（地球規模の展開）とローカリゼーション（地域密着）

とが同時に進行しているケースが多いという現実がある。この現象を表現した造語である「グ

ローカリゼーション」こそが、21世紀の地域産業が進むべき方向といえよう。 

 

その地域ならではの必然性 

世界的な都市・地域間競争が激化するなかで、日本の地域が外部との関係を強化しながら内

発的発展を遂げるためには、企業がその地域に存在する必然性がなければならない。しかも、

安い労働力や立地補助金以外の魅力をアピールできなければ、空洞化が避けられないことは前

述したとおりである。 

流行の産業・技術分野やキーワードを冠した拠点構想をぶち上げても、なぜその地域かとい

う必然性がなければ、成功する見込みは小さいだろう8。 

地域の強みを改めて見極め、個性を磨いたり、地域の資源と外部資源を組み合わせたりして、

模倣が困難な魅力を形成することが重要である。 

 一つの方向性として、産業集積の構築が挙げられる。たとえば、近接技術をもつ異業種や顧

客が異なる同業種の間でネットワークを形成し、それが相互の情報交換や協同受注、ソリュー

ション開発などで有効に機能するようになれば、模倣困難なその地域ならではの魅力になるだ

ろう。地域レベルで既存の枠組みを超えた業際化や連繋を促進して、ヨコ串のネットワークを

形成することも、魅力ある産業集積づくりに寄与すると思われる。 

 もう一つの方向性として、地域そのものがブランド力を確立することにより、外部の需要を

地域に呼び込む方法がある。地域が「大田区ブランド」、「東大阪ブランド」に類するようなブ

ランドを築くことができれば、企業にとってその地域に存在する必然性になりうるだろう。 

 

うまく「漂流」するために必要な産業集積の高度化 

 ここでジェイコブズの論点④に戻ろう。地域経済は「漂流」 することによって拡大・発展し

ていくとジェイコブズは指摘した。地域が予測不能な環境変化に対応して臨機応変、修正自在

に漂流しつつ発展していくことができれば、地域の持続的成長が実現する。 

 近年はグローバル化やデジタル技術の進歩により、製品や技術が陳腐化するスピードが速ま

り、従来の勝ちパターンが通用しなくなってきた。自治体が誘致した企業の工場が新興国に移

転したり、操業停止に追い込まれたりするケースも多い。地域の産業や企業がいい意味で漂流

                                                   
8 例えば、2001年に策定された青森県の「青森クリスタルバレイ構想」（10年間で 10～15の事業所を整備し、

5000～6000人の雇用を創出する目標）は、地域産業振興の構想自体は悪くなかったが、挫折した。失敗した最

大の要因として、機械振興協会経済研究所の近藤信一氏は、青森県で FPD産業を振興することの必然性が欠け

ていた点（地域資源と関係の薄い FPD産業を育成しようとしたこと）を指摘している（出所：機械振興協会経

済研究所「カレント情報レポート」No.82、2011年 1月）。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                                20１３. １２. ３ 

11 

しながら成長することの重要性はますます高まっているといえよう。 

 うまく漂流するために最も必要なのは、環境変化に柔軟に対応できる力である。前項で「そ

の地域ならではの必然性」を生み出す方法として産業集積の構築を取り上げたが、これからの

産業集積にはうまく漂流するための柔軟な対応力が要求されよう。 

 兵庫県立大学大学院准教授の西岡正氏は、求められる産業集積の性格が変わってきたと指摘

している9。「量産、繰り返し」を基本とする伝統的な産業集積では、分業ネットワークが硬直

的であったが、「市場の多品種変量・単品」ニーズへの対応を行う新たな産業集積では、多様な

企業が柔らかな分業ネットワークを形成することが要求されるという（図表７）。 

新時代の産業集積は、「効率よくものづくりを行う場」であるだけでなく、「環境変化に柔軟

に対応できる場」であることが重要なテーマとなる。こうした産業集積をもつ地域は、国際的

な地域間競争に勝ち残るだけでなく、予期せぬ環境変化にも対応して生き残る可能性が高いと

いえよう。 

 

伝統的地場産業が源流となった産業集積の例 

産業集積といっても、その態様や形成プロセスは多様であるが、その一類型として、伝統的

な地場産業が集積形成の源流となっている事例が存在する。このタイプの産業集積をもつ地域

の中には、時代の変化、環境の変化に対応して地域の基幹産業を変えながら発展してきた実績

をもつ地域が尐なくない。 

その一例として山形県米沢地域が挙げられる。 

 

 

図表７　求められる産業集積の変化の方向

新たな産業集積
の方向性

伝統的な産業集積
の現状

製品（受注）特性 多品種変量、単品 量産、繰り返し

需要搬入企業 多数、不特定 少数、特定

構成企業 多様 同質化

分業関係
柔らかい

（多面的ネットワーク）
硬い

（垂直的ネットワーク）

マーケティング志向 強い 弱い

自社ブランド比率 高い 低い

企業活動 活発 沈滞

新規創業 さかん 少ない

地域内交流
（インフォーマル含む）

活発 沈滞

地域風土 挑戦的 保守的

技術コンプレックス 大きい 小さい

出所 ： 西岡正 『ものづくり中小企業の戦略デザイン』 2013年、104頁
 

                                                   
9 西岡正『ものづくり中小企業の戦略デザイン』2013年。 
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米沢地域は、江戸時代に上杉鷹山による殖産振興を受けて織物業が発展し、繊維産業が栄え

た地域である。明治以降はまず織機製造業が発達し、それが機械工業に派生し、鋳鍛造、切削

など金属加工業の集積へと広がっていった。第二次世界大戦中に軍需関連企業の疎開立地が進

み、戦後に工場が定着したことにより機械加工業が発展した。高度成長期以降は、産業構造の

転換に伴い、自治体による企業誘致の成果として、電機・電子機器、部品製造業の集積地とな

っていった10。 

 

米沢地域の産業集積が果たした役割 

こうして米沢地域の基幹産業は、繊維工業から電機・機械工業へと変化していった。この過

程では、親会社の経営不振、産業構造の変化で苦境に陥った下請の部材メーカーが、特殊素材

を使った小ロットの高付加価値品の受注生産に挑戦して、脱下請けを果たし、新規分野での新

たな顧客の獲得に成功し、今日まで生き残っている企業が尐なくない。 

 米沢でこのような産業構造の変遷や事業構造の転換が可能となった背景には、同地域の高度

な産業集積の存在がある。米沢地域には、技術力をもった企業群、重層的に張りめぐらされた

企業間ネットワーク11、山形大学工学部という産学連携に熱心な機関、地域事業者の本業を運

命共同体として持続的に支援する地域金融機関（米沢信金等）など、地域の産業資源やインフ

ラに恵まれた地域である。 

米沢にはこうした高度な産業集積が存在し、産・官・学のネットワークが機能したからこそ、

地場中小企業の脱下請けが可能になり、環境変化に柔軟に対応して事業構造、産業構造を変え

ていくことができたと考えられる。 

 このように、産業集積は地域の産業の基盤であるばかりでなく、産業集積の盛衰が地域経済

の盛衰に直結する。この意味で、地域の産業集積を高度化、活性化していくことはきわめて重

要である。 

 

産業集積の度合は賃金に関係する 

産業集積の重要性は、地域の賃金との関係からも指摘することができる。 

内閣府「日本経済 2012-2013」の分析によれば、賃金と産業集積の度合の間には高い相関関

係が認められる（図表８）。産業集積の度合が高い地域の場合、集中立地による輸送費・原材

料購入費の節約、人材調達が容易なこと、情報交換の円滑化、知識のスピルオーバーなどの外

部経済効果が働くため、生産性が高く、賃金が高くなると考えられる。また、ある企業が地域

から撤退したとしても、産業集積度が高い地域の場合は、雇用が他の企業にシフトすることで、

賃金の低下が限定的になる可能性が高い。 

 さらに、高度な産業集積が存在すれば、新産業が創出されやすく雇用拡大と所得増大につな

がりやすいと考えられる。 

 したがって、賃金や雇用の面からも、地方自治体には産業集積の度合を高める役割が期待さ

れる。 

 

                                                   
10 野澤一博『イノベーションの地域経済論』（2012年）、多胡秀人・地域の魅力研究所『地域発！日本再生』

（2012年）を参考にした。 
11 米沢地域には、米沢電機工業会など複数の企業団体が組成されており、企業間の相互学習、情報交換、技術
や経営の高度化や製品開発などを共同で行うネットワークが形成されている。 
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（備考）・総務省「国勢調査」、「経済センサス」、「地域別統計データベース」、
　　　　　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」により内閣府作成。
　　　　 ・産業集積の度合の代理変数として事業所密度を取り上げている。
　　　　 ・事業者密度は各県の事業所数を可住地面積で除することによって算出。
出所 ： 内閣府 「日本経済2012-2013」

図表８　賃金と産業集積の度合の関係

 
 

産業集積の高度化のために何をすべきか 

 一般に、産業集積とは、相互関連性を持った企業や関係機関が一定の地理的範囲に集中的に

立地している状態を指す。ここで重要なのは、「相互関連性を持った」の部分である。企業や大

学が集まっていても、互いに何の関連性もなければ、厳密には産業集積とは呼べない。また、

相互関連性が強くなければ、高度な産業集積とはいえない。 

 集中立地する企業や大学や機関が互いに有機的に結びつくネットワークが形成されること、

さらには、地域からベンチャー企業が生まれ、地域の外から人や企業を引き付けるような求心

力をもったクラスターが形成されること、こうした発展段階を経て、産業集積は高度化してい

くと考えられる。 

 国や自治体は、高度な産業集積を生み出すために、経済主体間の有機的な連携を促進して、

多様なネットワークの形成を支援することや、クラスターの形成を支援するためのソフト面を

含めたインフラ整備等を推進することに注力すべきである。 

 

クラスター形成の起爆剤になりうる外資系企業誘致 

 クラスターの形成は偶然性に支配される部分が多いというのが定説である。だからこそ、地

域の産業振興策は、特定の計画や手法に決め打ちするのではなく、予想外の事態の発生に対し、

臨機応変に動ける体制をとることが望ましい。複数の選択肢を視野に入れて、企業誘致、創業

支援など様々な施策を講じて推進すべきであろう。これは、ジェイコブズの論点④「漂流」の

実践である。 

クラスター形成を促す一方策として、外資系企業の誘致策を強化することも有効と思われる。

成功している海外のクラスターは国際的なリンケージが強く、外資系企業の誘致がクラスター

形成の起爆剤になっている例が尐なくないからである。 
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たとえば、スコットランドでは 1990 年代から自治政府主導で産業政策を推進した結果、バ

イオテクノロジー産業クラスター12の形成に成功したが、この事例では外資系企業の誘致がク

ラスター形成のカギになったといわれている13。 

 日本の立地環境に関しては「6 重苦」というハンデばかり強調されるが、厚みのある技術や

産業の集積、質の高いユーザー（顧客）の存在、超高齢化社会など課題先進国としての立ち位

置、などの特質をもつ日本の地域に、イノベーションを創出しやすい生産・研究開発拠点の好

適地としての魅力を感じている外資が実は尐なくない。 

たとえば、GE ヘルスケア・ジャパンは、世界に先駆けて超高齢化社会を迎える日本のニー

ズに応えていくことで、医療にイノベーションをもたらす戦略を推進している。その一環とし

て、日本のニーズに対応した製品を開発し、それを世界に展開していくために、日本をグロー

バルな中核的研究開発拠点にすると宣言している 。 

 先進的な外資系企業の誘致が、地域に内外企業の投資を引き付ける呼び水となることで、ク

ラスターの形成につながる可能性に期待したい。 

 

まとめ 

以上、本稿では最近の日本の企業立地の特徴、企業立地促進を図る地域（自治体）の課題を

整理した後、米国のジャーナリスト、ジェイコブズが 1984 年の著作の中で指摘した「地域経

済が自立、発展するための処方箋」を 4つの論点にまとめて提示した。 

 ジェイコブズの論点（①国単位でなく都市（地域）単位、②安い労働力を売りにした企業誘

致の限界、補助金頼みの企業誘致の限界、④「漂流」の重要性）は、現在の日本の地域活性化

策として、そのまま通用することを確認した。それを踏まえて、日本の地域活性化策のあり方

を考察した結果、得られた知見を以下に列挙して本稿を締めくくりたい。 

 

・ 地域の企業誘致は、安い労働力の提供、補助金以外のセールスポイントがない限り、アジ

ア新興国との低賃金競争に陥り、成功しない。 

・ 地域活性化のためには、企業誘致を地域の内発的発展につなげる必要がある。 

・ 地域が外部との関係を強化しながら内発的発展を遂げるためには、企業がその地域に存在

する必然性を構築し、アピールする必要がある。 

・ 地域の強みを見極め、模倣困難な魅力を形成することが重要である。その方策として、産

業集積の構築、地域のブランド力の確立などを推進すべきである。 

・ これからの産業集積は、「効率よくものづくりを行う場」であるだけでなく、「環境変化に

柔軟に対応できる場」でなければならない。 

・ 産業集積をもつ地域は、環境変化に柔軟に対応して事業構造、産業構造を変えていく力を

もっている。 

・ 国や自治体は、高度な産業集積を生み出すために、多様なネットワークの形成とクラスタ

ーの形成を支援すべきである。 

・ 外資系企業の誘致はクラスター形成の起爆剤になりうる。 

 

                                                   
12 地理的にはエジンバラ、グラスゴー、ダンディーの 3都市にバイオ関連産業が集中している。 
13 野澤一博『イノベーションの地域経済論』（2012年）による。 
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