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要約
本稿の目的は横浜市に対して産業集積を活かした企業誘致政策を提言することである。
第 1 章において企業誘致の必要性について述べる。
アメリカでのサブプライムローン問題
に端を発した世界金融危機は、100 年に一度の不況と呼ばれるまでに世界経済を未曾有の事
態に陥れた。特に先進諸国への影響が顕著であり、先進国内の企業はコスト削減のため、賃
金や物価の低い中国をはじめとした新興諸国へ次々と生産拠点を移している。
日本国内では
失業率の上昇や産業の空洞化という問題が発生し、それに加え昨今の円高により、日本企業
は輸出不振が続き大変厳しい状況に置かれているのが現状である。
世界から始まり、
先進国、
日本、そして個々の企業へと、日本の地域レベルにまで問題は浸透してきており、これを解
決していくためには、裾野からの回復が重要である。そこで地域経済の回復の施策として企
業誘致を行い、行政と民間の両方の力で地域経済の回復を図る。
世界経済が未曾有の不況に陥る中で、企業の設備投資は年々減少している。企業が移転す
るためには新規オフィスの展開やテナント取得など有形・無形問わず様々な設備投資が必要
となる。また、近年は自治体毎に様々な特色ある企業誘致政策が行われており、単なる自治
体間での補助金競争をしていたのでは有効な企業誘致政策と言えない。
この状況下で企業誘
致を行うためには、企業が来たくなるような魅力的な環境を提示しなくてはならない。
そこで第 2 章において本稿が注目したのが、産業集積である。産業集積には大きく分けて
3 つの効果がある。①特殊技能を持った労働者の労働市場の形成、②中間財産業の発達、③
労働者間の知識スピルオーバー（波及）効果である。これらの産業集積の効果によってイノ
ベーションが創造される。研究開発費の売上高比率が高い企業ほど営業利益率も高く、イノ
ベーション創出活動は営業利益率の向上に重要である。つまり、イノベーションが企業の競
争力と深く関係しており、持続的な成長を目指す企業にとっては、イノベーションが企業の
市場開拓を左右する力を持っていると言える。
そのため企業にとってはイノベーションの生
まれやすい環境はビジネスチャンスの多い環境であると考えられる。
第 3 章において産業集積が企業のイノベーションを促進するか実証分析をもちいて検証
を行う。大西・真保・西村(2005)は地域の産業集積と地域知識ストックを用いて集積がイノ
ベーションを促進するか分析を行っている。しかし都道府県別で分析が行われており、県を
またいだ影響を考慮していないということ、サンプルを一部上場企業に絞っていたため、大
企業以上に集積が必要な中小企業の集積の効果が見られないということ等、
地方自治体レベ
ルで分析を行うには様々な問題があった。そこで本稿ではサンプルを中小企業にまで拡大
し、横浜市を区単位で分けた後に隣接区の集積変数を加えることで、より細かい集積の効果
を分析することを可能とした。
そして第 4 章では現状の諸制度の評価と分析の結果から、既存の産業集積を活かし、企業
が横浜市に来たくなるような環境づくりのための政策を、
横浜市の企業誘致政策として提言
する。
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はじめに
現在横浜市では、市政の根本となる指針として 20 年単位での都市計画である「横浜市基
本構想」
（長期ビジョン）を策定し、その具体化を図る実施計画として 5 カ年ごとに「横浜
市中期計画」
（計画期間：平成 18～22 年度）を定めている。平成 22 年度をもってその計画
期間の最終年度を迎えることから、平成 22 年 4 月から、新たな中期的計画の策定に向けた
作業に着手し、策定にあたっては横浜市が抱える政策課題の打開策について、横浜市内の大
学生から提案を集めている。本稿の筆者達はこの企画に参加し、横浜市が抱えている財政や
社会保障、環境問題など様々な問題を経済学的な視点から考えた。
横浜市は現在人口約 360 万人、実質市内総生産額約 13 兆 9 千億円であり、政令指定都市
としては大阪市に次ぐ経済規模を有する。日本経済における横浜市経済の比重は大きく、そ
の動向は日本経済に十分な影響力を与えうる。
現在の世界経済はアメリカで端を発した世界金融危機の影響を多大に受け、100 年に一度
と呼ばれるほどの不景気に陥っている。
この影響は日本経済、
そして地方経済にまで波及し、
その点で、地域レベルでの回復が必要だと考えられる。その状況下で、横浜市の経済を効率
的に回復させるためには、現状の経済を行政の力だけで立て直すのは難しく、民間と力をあ
わせていく必要がある。そこで本稿は政策案として企業誘致に注目した。
しかし、世界金融危機の影響で発生した問題により、今まで以上に企業誘致を行うことが
難しくなっている。その背景にある問題が、
「企業の投資意欲の減退」である。今日の先行
き不透明な経済動向の中で日本企業は国内における設備投資を控えているため、
この状況下
で企業誘致を行うにはこれまで通りの方法だけでは企業の投資意欲を刺激できず、
あまり効
果的でないと考えられる。
これまでの横浜市の企業誘致政策を見つめ直してみると、代表的なものとして「企業立地
促進条例」
「重点産業立地促進助成」が挙げられる。これらは助成金や減税の額からみて全
国的にも高水準の助成制度である。
事実横浜市は日産自動車や富士ゼロックスなどの大企業
の誘致に成功している。しかし認定要件において、
「企業立地促進条例」は地域の指定はあ
るが産業の指定がなく、重点産業立地促進助成は産業の指定があるが地域の指定がない。そ
のためこれら二つの条例では産業集積を効率的に生み出せない。
「地域経済の回復の必要性」
「企業の投資意欲の減退」
「現行の横浜市の企業誘致政策の問
題」これら３つを本稿における問題点とし、横浜市において産業集積がそれらを改善する役
割があるのではないかと考えた。それが本当に問題を改善するかどうかを、計量分析を中心
に検証を行っていく。その結果のもと、横浜市に対して政策提言を行う。
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第1章 企業誘致
第1節 世界金融危機による投資意欲の減退
世界金融危機による投資意欲の減退
第 1 項 地域経済回復としての企業誘致
経済のグローバル化が進んだことによって、ヒト・モノ・カネ・情報の流通速度や流通量
が拡大し、他国の経済問題が日本経済に与える影響力は増している。2007 年にアメリカで
起きたサブプライムローン問題、2008 年秋のリーマンブラザ－ズ破綻をきっかけに、世界
経済は 100 年に一度の不況と呼ばれるほどの経済状況に陥った。
そこへ追い打ちをかけるよ
うに、ドバイショック、ギリシャ危機等の経済危機が発生し、日本経済を含む世界経済の悪
化に拍車がかかっている。
「内閣府が 2010 年 8 月 16 日に発表した 4～6 月期の名目国内総生産（GDP、原系列）ドル
換算で 1 兆 2883 億ドルとなり、中国の 1 兆 3369 億ドルを下回った。
（中略）4～6 月期の GDP
成長率でも見ても、中国は前期比 10.3%（年率換算）と 2 ケタ成長を続けたのに対し、0.4%
の日本は未発表のカナダ除く主要国のうちで最低の成長率にとどまった。
」１とあるように、
日本の国際市場における競争力の低下は著しい。
日本経済の低迷が各地方自治体の実体経済
に影響を与えるのは明白であり、その点で地域レベルでの復活、地域活性化が重要と考えら
れる。しかし、行政の力だけで現状の経済を回復させることは難しく、この問題の解決には、
民間企業の力を借りることが必要である。そこで本稿では、地域経済の回復方法として企業
誘致に注目した。企業誘致とは企業を自らの地域に招き寄せる政策であり、この政策の効果
として既存企業の事業機会の拡大や雇用の増加等が望まれる。

第 2 項 企業の投資意欲の減退
しかし、世界金融危機の影響により企業誘致を行う上で非常に弊害となる問題が生じた。
それが企業の投資意欲の減退である。
2010 年 9 月調査の日銀短観２によると、大企業の 3 カ月後の先行き業況判断は製造業・非
製造業ともにリーマン・ショック直後の 2008 年 12 月調査以来 7 期ぶりにマイナス。中小企
業製造業は 4 期連続、中小企業非製造業は 7 期連続でマイナスである。企業規模を問わず今
後の経済に対して悲観的な予測がでているなかで、企業の設備投資は 2007 年以降急速に減
退し始めた（図 1 参照）
。

http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100816/fnc1008161131006-n1.htm(2010.9.26)
日本銀行の行う統計調査の 1 つ。正式名称「全国企業短期経済観測調査」

１
２
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企業の移転には、新規オフィスの展開やテナント取得など有形・無形問わず、様々な設備
投資が必要となる。設備投資が減退している中で企業誘致を行うにあたり、これまで行われ
てきた地方自治体間の補助金競争のようなことを繰り返すのではなく、
新たな施策が必要で
ある。
図 1 名目設備投資
名目設備投資額の
設備投資額の推移
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（1998 年～2008 年 法人企業統計調査から作成）

第2節 横浜市の企業誘致
現在横浜市では、市政の根本となる指針として20年単位での都市計画「横浜市基本構想」
（長期ビジョン）を策定し、その具体化を図る実施計画として5カ年ごとに「横浜市中期計
画」
（計画期間：平成18～22年度）を定めている。平成22年度をもってその計画期間の最終
年度を迎えることから、
平成22年4月から、
新たな中期的計画の策定に向けた作業に着手し、
策定にあたっては横浜市が抱える政策課題の打開策について、
市内の大学生から提案を集め
ている。本稿の筆者達はこの企画に参加することで、横浜市で地域活性化に向けて働く人達
の生の声を聞くことができた。やはり市側も、企業誘致は市内企業の事業機会の拡大や雇用
創出の場の確保など、横浜市経済活性化のための重要な取り組みの1つであると認識してい
る。
しかし、横浜市がこれまで全く企業誘致を行ってこなかったわけではない。実績として、
自動車製造業の大手「日産自動車」の本社や、IT(Information Technology)・電気機械産業
の「富士ゼロックス」の研究・開発部門などの国内優良企業、また、外資系企業では「アク
センチュア」
が港区赤坂から管理部門を中心に本社機能の一部の移転などの誘致に成功して
いる。観光都市としての認識が強かった横浜市が、企業にとってビジネス都市としての認識
もされ始めている。
企業が横浜市に移転する際にかかる費用の負担を少しでも軽減する制度がいくつか執ら
れており、ここでは日本企業の立地に関して出されている「横浜市企業立地等促進地域にお
ける支援措置に関する条例(以下、企業立地促進条例)」
、
「重点産業立地促進助成」の 2 つの
制度に関して述べていく。
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第 1 項 企業立地促進条例
「企業立地促進条例」とは、平成 16 年に施行された、特定の地域において一定の条件を
満たす事業計画を実施する企業に対し、市税(固定資産税、都市計画税)の軽減措置と助成金
の交付を行うことを定めた条例である。特定地域とは、①みなとみらい 21 地域、②横浜駅
周辺地域、③関内周辺地域、④新横浜都心地域、⑤港北ニュータウン地域、⑥京浜臨海部地
域、⑦臨海南部工業地域、⑧内陸南部工業地域、⑨内陸北部工業地域の 9 つの地域であり、
支援内容は事業所の建設・取得編とテナント本社・研究所編の大きく 2 つに分かれている。
前者は対象事業所の固定資産税・都市計画税の税率を 5 年間 2 分の 1 にする税軽減と、投下
資本額に応じて、10 億円を上限に助成金を交付する支援内容である。後者は上記の①から
⑤の地域を対象としており、
法人市民税法人税割額の約 2 分の 1 に相当する助成金を 3 年間
交付するという支援内容となっている。
過去 5 年間でこの支援策を用い横浜市に移転した企
業は合計 51 件であり、年 10 件程度が平均である。

第 2 項 重点産業立地促進助成
「重点産業立地促進助成」とは特定の重点産業を営む市外企業の初進出の際、もしくは本
社機能の移転の場合に、
限度額を 300 万円とした建物の貸借料等を 3 ヶ月交付する助成制度
である。横浜市は重点産業としてＩＴ、バイオテクノロジー、映像、コンベンション、環境、
医療・福祉、先端技術、デザイン関連事業の 8 産業を指定しており、過去 5 年間の実績では
合計 89 件がこの助成を受けている。

第3節 他都市の企業誘致
ここでは企業誘致の取り組みに対して、過熱化する都市間の補助金競争を他都市がどのよ
うにして差別化を図っているのかを述べる。

第 1 項 岩手県北上市の例
岩手県北上市は人口約 9 万 4000 人の都市であり、製造品出荷額は約 4150 億円（平成 18
年）と岩手県内では第 2 位の規模を誇る。同市は長年、企業誘致を市政の中心に据えており、
きめ細かなアフターフォローと迅速な対応が高い評価につながっている。
市長をはじめとす
る市の幹部が毎年市内の企業 100 社以上を訪問し、立地後の操業状況を把握している。立地
後の企業の課題や要望について「御用聞き」を行い、幹部が帰庁後はすぐに各担当者に課題
解決のための指示を行い、
その要望に対する市側の対処方法をプレス公表するなど企業にと
って非常にクリーンな対応をとっている。市職員が一致団結して企業誘致に取り組むこと
で、同市は 191 社の誘致に成功している（2008 年度末）
。幹部が同行することで、現場の課
題の認識と意思決定のスピードが図れていることも成功要因の一つである。
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第 2 項 茨城県つくば市の例
茨城県つくば市は人口約 20 万 6000 人の都市で、国立、民間合わせて 300 を越える研究施
設と 20,000 人を超える研究者を要する世界でも有数の学術都市である。近年では東京都心
と直結するつくばエクスプレスの沿線開発や平成 21 年度開港の茨城空港など、交通インフ
ラの拡充も進んでいる。
同市では立地担当者が長期間異動することなく立地企業のフォロー
アップを行っているため、
企業からの多種多様な要望に対応する一元的な窓口として機能し
ている。また、立地企業のＯＢを産業コーディネーターとして、職員とともに企業訪問を行
うことで細かいニーズにも対応している。
このコーディネーターはつくば市の学術都市とし
ての特色を活かす産学連携事業取り組みにも一役買っており、
研究機関と企業の橋渡し役も
務めている。

第 3 項 愛媛県松山市の例
愛媛県松山市は人口約 51 万 6000 人の四国地方で最大の人口を擁する都市である。同市で
は内陸のため水資源に乏しく、
東京や大阪といった大規模な市場から遠いという地域特性を
もっているため、ＩＴ通信関連分野を中心に都市型産業の振興を図っている。具体的には、
市内の情報通信産業に経費の 2 分の 1 を補助する 3 年限定の光ファイバー早期整備事業を創
設した。これにより、2 年半で市内に 3000 ㎞を超える高度情報基盤が整備され、市内全域
で光サービスを利用可能とした。この実績が総務省の評価対象となり、同市は「ＩＴビジネ
スモデル地区」に指定された。実績としてはコールセンターなどの情報通信関連企業 15 社、
その他企業 21 社、合計 36 社の誘致に成功している。
（2009 年度末）
以上 3 つの特色ある企業誘致を行っている都市を挙げたが、
これらの都市は横浜市のよう
な交通の便もよく大きな市場もある大都市と違って不利な環境下にあると言える。
それでも
企業誘致に成功しているのはやはり、
その都市独自の政策が企業のニーズとマッチングして
いるからであろう。これらの政策を横浜市にそのままあてはめて成功するとは限らず、横浜
市は横浜市ならではの環境や産業構造を活かした企業誘致政策を行わなければならない。
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第2章 産業集積
第1節 産業集積
第1項 産業集積とは
前節で横浜市の企業誘致において重要なインセンティブとなっている2つの制度を説明し
たが、
「企業立地促進条例」は地域の指定はあるが産業の特定がなく、反対に「重点産業立
地促進助成」は産業の指定はあるが地域の特定がない、という点において、この2つの制度
では効率的に産業集積を形成できないと考えられる。そもそも産業集積とは、特定の産業に
属する経済活動が特定の地理的範囲に集中している状態のことを指す。
A.マーシャルはその
１
著書『経済学原理』 第4編「生産要因 土地・労働・資本および組織」の第10章「産業上
の組織続論 特定地域への特定産業の集積」において産業集積には3つの利点があるとして
いる。
「使用者は必要とする特殊技能をもった労働者を自由に選択できるような場所をたよ
りにするであろうし、
職を求める労働者は彼らのもっているような技能を必要とする使用者
が多数おり、たぶんよい市場が見出せるような場所へと自然と集まってくるからである。
」２
とあるように、特定産業の労働市場は需要者、供給者が互いに求め合い形成される。そのた
め一つ目の利点として、特殊技能をもった労働者の労働市場の形成が挙げられる。次に「や
がて近隣には補助産業が起こってきて、道具や原材料を供給し、流通を組織化し、いろいろ
な点で原材料の経済を助ける。
」３と言い、集積内での補助産業の発達を示唆している。そ
して
「同じ技能を要する業種に従事する人がたがいにその近隣のものからうる利便にはたい
へん大きなものがあるからである。その業種の秘訣はもはや秘訣ではなくなる。それはいわ
ば一般にひろくひろまってしまって、子供でもしらずしらずのあいだにこれを学んでしま
う。
」４とし、産業集積による地理的制約によって情報獲得や知識共有における外部効果が
発生することを第3の利点としている。これは産業集積内で労働者間の知識やノウハウが共
有されていくことを表している。そしてP.クルーグマンは『脱「国境」の経済学』５第2講
「産業立地」
においてマーシャルが体系化した産業集積の効果についてさらに考察を加えて、
集積が起こる要因についてまとめている。労働市場の形成については「企業は競争が緩やか
な労働市場を望むので、東西の両地域に立地する。それに対して、労働者は競争の激しい労
働市場を望むので、一つの地域に集中する。この両者の間で行われる綱引きでは、労働者が
勝利する。労働市場の競争が激しいほど効率的でもあるからだ。企業が共謀しないとした場

１

２
３
４
５

Alfred Marshall(1890)『Principles of Economics』Macmillan and Co., Ltd. (アルフレッド・マーシャ
ル 馬場啓之助(訳)(1966 年)『経済学原理』東洋経済新報社
『経済学原理』p255
『経済学原理』p255
『経済学原理』p255

Paul Robin Krugman(1991)『Geography and Trade』The MIT Press (ポール・クルーグマン 北村行
伸、高橋亘、妹(訳)(1994 年))『脱「国境」の経済学』東洋経済新報社
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合、この効率性がものをいい、一つの地域に集中したほうが利益が大きいという結論が導か
れるのである。
」１と、労働力集中化の理論について述べている。第二の利点については、
マーシャルの理論に対して補完的に2つの点を示している。一つ目は「大規模な生産の地域
集中化が、小規模なものよりもより効率的でさまざまな供給者を得られるのは、収穫逓増、
つまり規模の経済性が存在するためだというのが唯一の理由なのである。
」２であり、二点
目が「輸送費が低ければ低いほど、企業の地域集中化が起こりやすくなることがわかる。こ
のことは、最終財の輸送費の低下につれて中間財の輸送費が低下しても同じである。
」３と
いう点である。
つまり、
中間財供給産業の発達により規模の経済と輸送費の低下が見込まれ、
それがさらなる企業の地域集中化を促すとしている。
最後に労働者間での知識や技術の波及
についてだが、このことに関しては「労働集中の実態や中間財供給量は基本的には直接数え
ることができ、企業の技術に関する情報が与えられればその量を予測することもできる。ま
た一方では、こうした具体的な数値をそろえることで、不用意な過程を排除できる。これに
対して、知識の波及は数量的に捉えることができない。
」４と産業集積の効果の一つとして
十分に評価しながらも、その数量的な測定の難しさを指摘している。

第2項 産業集積とイノベーションの関係性
産業集積とイノベーションの関係性
第1項で産業集積の利点やそれが起きる要因についてマーシャルとクルーグマンの研究を
もとに考察を行ったが、
本稿では産業集積が特定の地理的範囲に集中しているという制約に
おいて、特に三点目の労働者間での知識の波及効果に注目した。労働者間の知識や技術の波
及は一般に知識スピルオーバー効果とよばれる。近年、グローバル化やIT技術の急進によっ
て世界中どこにいても様々な情報を得られるようになったが、
ここで得られるものは文書化
が可能な形式知(explicit knowledge)である。知識には形式知のほかに暗黙知(tacit
knowledge)とよばれるものがあり、知識経営の生みの親とされている日本の経営学者、野中
郁次郎によると、暗黙知は「個人の行動、経験、理想、価値観、情念などにも深く根ざして
いる。
」５ため、形式化するのが非常に困難であることが分かる。暗黙知を共有するために
はフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが必要不可欠であり、労働者間のフェイ
ス・トゥ・フェイスのコミュニケーションによって暗黙知が共有されていくことが、知識ス
ピルオーバー効果なのである。そしてまた、マーシャルは「ある人が新しいアイデアを打ち
出すと、他のものもこれをとりあげ、これにかれら自身の考案を加えて、さらに新しいアイ
デアを生み出す素地をつくっていく。
」６ともしており、産業集積によって生まれた知識ス
ピルオーバー効果が企業のイノベーション（技術革新）を促進しうることを示唆している。
イノベーションという概念としては「資本主義の現実において重要なのは、
（中略）新商
品、新技術、新供給源泉や新組織型からくる競争である。
」としたJ.A.シュンペーターが有
名である７。2009年の中小企業白書によると、研究開発費の売上高比率が高い企業ほど営業
利益率も高いとの結果が出ており、
イノベーション創出活動が営業利益率向上に重要である
可能性を示唆している(図2参照)。つまり、イノベーションが企業の競争力と深く関係して
おり、持続的な成長を目指す企業にとっては、イノベーションが企業の市場開拓を左右する
力を持っていると言える。そこで本稿では、イノベーションをビジネスチャンスと捉え、そ
れが企業にとっての立地選択に対するインセンティブになるのではないかと考えた。

『脱「国境」の経済学』p62
『脱「国境」の経済学』p63~64
３ 『脱「国境」の経済学』p66
４ 『脱「国境」の経済学』p68
５野中郁次郎、竹内弘高、梅本勝博(1996)『知識創造企業』東洋経済新報社 p9
６ 『経済学原理』p255
７ 小田切宏之(2008)『競争政策論』株式会社日本評論社 p155
１
２
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図 2

研究開発費と売上高営業利益率の関係

（出典：中小企業白書）

第2節 これまでの産業集積
これまでに産業集積という言葉から連想する産業は主に製造業であった。
横浜市と川崎市
を擁する京浜工業地帯には鉄鋼や石油精製、
電気機械などさまざまな業種の大規模工場が立
地している。しかし近年は、東京を始めとする東日本の大市場において京浜工業地帯の最大
の優位であった市場近接性と輸送コストの有利性が、
経済のグローバル化の影響でその優位
を失いつつあり、特に機械工業の分野においてはその影響が著しく、大半の生産機能を海外
に移転しつつある。そしてまた、最終材製造業の生産機能が海外移転することで、中間材製
造業の受注量の減少を招き、従来の生産システムが成り立たなくなってしまう。
静岡県浜松市において、これまで地域の経済を牽引してきた自動車産業の産業集積もま
た、変換の時期にある。本田技研工業やスズキ、ヤマハといった大手自動車メーカーがひし
めくこの地においても、
京浜工業地帯同様に経済のグローバル化と円高による輸出不振が相
まって、コスト削減のために生産機能の海外移転が行われ、産業の空洞化が進んでいる。こ
れらの例から見られるように、日本国内における製造業の産業空洞化の進展は著しい。高度
経済成長期において、地方に拡散した様々な製造業の多くは今では閉鎖、撤退し、生産拠点
を中国や、タイなどの東南アジア諸国に移している。その時代に製造業の誘因となった地方
の安い地価と低賃金も、今では立地に対する牽引力を喪失しており、地方圏が首都圏と比べ
て地価、賃金ともに低いとはいえ、その値は中国やその他の東南アジア諸国と比較すれば数
倍高いものである。つまり、これまでのような量産型工場立地による産業集積政策で経済回
復を図ることは困難なのである。
このような産業のグローバル化が進展する一方で、
今もなお産業集積が経済成長を牽引し
ている地域がある。典型的な例がシリコンバレーの情報通信産業や、ボストンにおけるバイ
オ・医療機器産業の集積である。これらの地域は地価や賃金といったコスト面で言えば、途
上国におけるそれらの低さに太刀打ちできるものではない。
しかしコスト面における弱みを
カバーするだけの競争優位性をもっているのである。
その地域には優れた事業環境があるた
め、産業が集積している。労働市場の充実や中間財産業の発達、ビジネス上の重要な情報が
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得やすい、労働者間での交流が距離的にはかりやすいといったさまざまなメリットが、企業
をその地域に惹きつけ、イノベーションを起こしやすい環境を形成しているのである。そこ
で本稿では、横浜市において産業集積が見られる産業を特定し、その集積はイノベーション
が起きやすい環境であるのか、そしてまた、その産業には更なる産業集積に対する政策が必
要かどうかを検証する。

14
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第3章 実証分析
第1節 既存研究と先行研究の選定
これまで集積の経済についての実証研究は数多く行われており、Glasser et al. (1992) は
地域レベルでの労働者数成長率と産業集積の関係を分析している。
産業集積を地域内競争率
とし、各産業の地域内工場数・地域内就業者数の比率を同一産業の全米工場数・全米就業者
数の比率で割って表しており、
実証分析によって産業集積と都市化が労働者数成長率に寄与
していることを示している。Glasser et al. (1992) は重要な知識スピルオーバー効果は他
産業間ではなく、同一産業間を通して発生することを示唆している。１また、大塚(2010)は
コブ･ダグラス型生産関数をもとに製造業と非製造業における産業集積効果を分析してい
る。
大塚(2010)は弾性値から製造業と非製造業ともに産業集積が地域産業の成長と発展に大
きく寄与していることを示したうえで、
産業集積がイノベーションを通じた生産性の持続的
成長を実現する原動力になり、今後、持続的成長に対しての産業集積の影響を明らかにする
必要があると述べている。２
イノベーションと産業集積についての実証研究として、
大西･真保･西村(2005)はまず既存
研究のサーベイを行い、
知識スピルオーバーを通した産業集積のイノベーションに対する正
の経済性が存在する産業もあれば、企業が集中することによって競争が激化して利潤が減
り、R&D 活動におけるアウトプットの可能性が弱まることで集積の不経済が存在する産業も
あると示唆した。３大西・真保・西村(2005)はイノベーションの指標として、NBER Patent
Citation Dataset の出願特許件数を被引用件数でウェイト付けしたものを使用し、国内の
化学産業と電気機械産業において都道府県レベル、
研究拠点レベルでの産業集積や地域知識
ストックがその地域に位置する研究拠点のイノベーションを促進するかどうかを検証して
いる。分析から化学産業のイノベーションにおいては集積の経済が、電気機械産業のイノベ
ーションにおいては集積の不経済が存在し、
同一産業の地域知識ストックは両産業ともイノ
ベーションを促進することを示した。
本稿では大西・真保・西村(2005)を先行研究と位置づけ、横浜市において産業集積と地域
知識ストックがイノベーションを促進するかどうかを検証する。大西・真保・西村(2005)
の分析の限界として、集積の地理的な範囲の決定方法をあげており、分析対象レベルは都道
府県単位だが、隣接した地域の影響を考慮したモデルを検証する必要性を示唆している。４
また、大西・真保・西村(2005)では研究拠点レベルでの分析であったため、分析対象が有
価証券報告書を公開している一部上場企業のみとなっている。大西・真保・西村(2005)はこ
れを分析における課題とし、
企業内に資源が不足する傾向がある中小企業は潤沢な資源を有
する大企業よりも深い地域間関係をもち、
集積の効果や地域知識スピルオーバー効果を積極

“Growth of Cities,’” Journal of Political Economy 100: pg. 1150
『産業集積の経済効果（2）』p7
３『研究拠点の R&D 生産性と集積の経済』p4
４『研究拠点の R&D 生産性と集積の経済』p13
１
２
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的に享受しようとする可能性があり、
中小企業を含めた包括的な分析の必要性を示唆してい
る。１
そこで本稿における実証分析では横浜市内区の隣接地域を考慮した地域レベルでの、
中小
企業を含めた分析を行う。

第2節 分析対象
第 1 項 IT 産業
第 2 章第 2 節では、グローバリゼーションの進んだ現代において、生産地点としての発
展途上国台頭、日本との相対的なコストの差から、自発的に海外進出を行う日本の製造業を
重視した産業集積政策は効果的でなかったと指摘した。今日の急速な円高の影響を受け、そ
の勢いは加速していくだろう。
このことから行政側は非製造業を対象とした産業集積政策を
行っていく必要があるのではないか。また、少子高齢化が加速し、生産年齢人口が減る状況
下において、雇用の拡大ではなく、生産性を上げるという観点からのアプローチを行うべき
ではないだろうか。
近年ソフトウェアやインターネットサービスへの需要は高まり、総務省が公開している
「平成 22 年度情報通信白書」
によると日本の情報通信産業の市場規模は全産業の約 1 割とな
っている（図 3 参照）
。さらに、マイナス成長の時期も含め IT 産業の経済成長に対する寄与
度は一貫してプラスを維持しており、平成 19 年までの 5 年間での平均で約 34％の寄与率と
なっている（図 4 参照）
。昨今ではクラウドコンピューティングなどの新たな技術も生み出
され今後ますます IT 産業への期待が高まっており、日本におけるこれからのリーディング
産業となるだろう。
図 3

図 4

主な産業の市場規模

実質 GDP 成長率に対する情報通信産業の寄与

(参照：総務省 平成 22 年度 情報通信白書)

横浜市に目を向けてみると、横浜市内の IT 産業への就業者数は政令指定都市の中では大
阪市に次いで全国で 2 番目の規模である（図 5 参照）
。IT 産業は他の製造業に比べ、大規模
な設備を必要とせず、IT 産業の企業が立地選択をする際、工場用の広大な土地の有無では
『研究拠点の R&D 生産性と集積の経済』p13

１
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なく、オフィス賃料などの影響を受けやすい。横浜市は日本経済の中心部である東京に近接
しているが、そのオフィス賃料は東京よりも安く、首都圏に進出を考えている IT 企業にと
って横浜市は低コストという観点から東京よりも優位にある（図 6 参照）
。
すでに横浜市では新横浜や関内地区を中心に IT 産業の集積が進んでおり、それは日本の
IT 産業において存在感を増している。自動車産業における電気自動車の制御システムや、
医療サービス産業における電子カルテの導入などを例にとっても、IT 産業の他産業への影
響はこれからさらに多様化していくと考えられる。
様々な産業が立地しているという点で山
脈型の産業構造とも表される横浜市において、IT 産業の横浜市経済全体への影響力は大き
くなっていくと考えられる。そこで、本稿では横浜市内の IT 産業を分析対象とした。
図 3

情報通信産業就業者数
情報通信産業就業者数
100 000
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20 000
堺

浜松

静岡

新潟

北九州

京都

千葉

さいたま

神戸

広島
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大阪

－

(各政令指定都市の平成 18 年度事業所・企業統計調査から作成)

図 4

オフィス平均賃料
東京ビジネス地区

新横浜駅地区

横浜駅地区

関内地区
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（2010 年 10 月 三鬼商事株式会社 市況・データ情報から作成）
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第 2 項 バイオ産業
大西・真保・西村(2005)では産業間を通した集積の経済を考慮し、関連産業も含めて分析
を行い、関連産業が分析対象の産業のイノベーションに与える影響を考慮している。そこで
本稿の分析対象である IT 産業の関連産業の選定を行った。
横浜市内で IT 産業への経済的な
影響力が高い上位 10 産業を「平成 17 年度版横浜市産業連関表」を用いて投入係数から算出
した（表 1 参照）１。そこで不動産や広告、物品・賃貸サービスなどが上位に挙がるが、こ
れらは企業全般の運営に欠かせないものであり、
企業のイノベーションに寄与しているとは
考えにくい。そこで本稿では 6 位の「研究」という分野に注目した。
表 1

情報通信産業 投入係数上位 10 産業（IT
産業（ を除く）

ＩＴ産業
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

投 入 係 数 上 位 10産 業 (Ｉ Ｔ を 除 く )

その他の対事業所サービス
不動産仲介及び賃貸
広告
物品賃貸サービス
分類不明
研究
金融・保険
商業
電力
印刷・製版・製本

0.296983551
0.069849632
0.064894668
0.055497705
0.043232679
0.039186141
0.03696448
0.026682179
0.025114118
0.024472583

(平成 17 年度横浜市産業連関表 108 部門から作成)

横浜市は「絶え間ないバイオ関連の新産業創造と技術革新、及び持続的発展を遂げる産業
クラスターの形成により、地域経済の活性化・雇用創出とともに、創薬や創食、環境分野な
ど、研究成果の産業化による市民生活の質の向上が図られる都市」を目的とした、
「ライフ
サイエンス都市横浜」の推進を行っている。鶴見区末広町地区において理化学研究所「横浜
研究所」の機能拡充や、ノーベル賞受賞者の輩出を目指した、横浜市立横浜サイエンスフロ
ンティア高等学校の設置など、横浜市はバイオ産業の育成に力を入れている。バイオ産業は
平成 17 年度横浜市産業連関表 108 部門での研究産業に含まれている。そこでバイオ産業を
IT 産業における関連産業とした。
しかし、バイオ産業が IT 産業と共に将来の横浜経済の牽引役になると考え、実証分析に
おいては IT 産業とバイオ産業の両者を分析対象とし、両者のイノベーションに対する双方
向の効果を検証した。

第3節 分析概要
本稿の分析は、横浜市における IT 産業及びバイオ産業の産業集積がイノベーションを促
進しているかどうかを検証することが目的である。
横浜市を、
行政区を基に 16 の区に分け２、
地理的範囲を区単位レベルとした IT 産業とバイオ産業における産業集積とイノベーション

１
２

産業連関表における IT 産業として、
横浜市には現在、18 の行政区が存在するが、青葉区と都筑区は平成 6 年に緑区から分区し新たに誕生し
た区であるため、分区後も緑区として扱った。
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の関係を検証する。また、1992 年～1996 年、1997 年～2001 年、2002 年～2006 年の 3 期間
に分け、3 時点での分析を行った。

第 1 項 推計モデル
推計モデル
分析に用いた推計モデルは以下である。被説明変数がイノベーション、説明変数に産業集
積と地域知識ストックを用いた。
EY = exp X
X = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7DUMMY
Y：登録特許件数
X1, X2：区内産業集積、X3, X4：隣接区産業集積、X5, X6：地域知識ストック
モデル内の変数について説明していく。
被説明変数には、
イノベーションの指標として日本の知的財産研究所(IIP)の 2007 年のパ
テントデータベースの登録特許件数を使用した。大西・真保･西村(2005)では、イノベーシ
ョンを R&D 活動におけるアウトプットの指標として NBER Patent Citation Data の特許件数
を使用している。イノベーションの指標として特許のデータを用いることは、細谷(2009)
によると Jaffe, Trajtenberg and Henderson(1993)が代表的な研究であり１、経済学におい
てイノベーションを測定する指標として特許データを用いることが知られている。また、
Trajtenberg(1990)は、出願特許件数はアウトプットの指標よりも、研究開発費のようなイ
ンプットに近いと示唆している。本稿では、審査を受け、一定水準を満たす特許であると認
められた登録特許件数を用いている。
両産業については国際特許分類(IPC コード)を用いて分類を行った。IT 産業には、IPC コ
ードの G06F, G06G, G06K, G06M, G06N, G10L, G11C を、バイオ産業には、C07G, C07K, C12M,
C12N, C12P, C12Q を使用した。２
説明変数についてだが、産業集積を表す指標として、平成 8 年度、13 年度、18 年度横浜
市事業所・企業統計調査の産業別就業者数を用いた３。大西・真保･西村(2005)では、産業
集積の代理変数として、
産業集積の効果の 3 つの要因についてそれぞれ対応した変数を作成
することが望ましいが、
それらは複雑に絡み合っており別個に変数を作成することは現実的
に困難であるため、それらの総和を代理していると考えられる労働者数を、産業集積を表す
変数として用いている。本稿においても、ある産業に従事する人口の数が、地理的範囲にお
けるその産業の集まりの規模を表していると考えた。
本稿の分析では横浜市を、行政区を基に区分しているため、各区による経済規模の違いを
考慮できておらず、就業者数だけでは産業集積の指標としては不十分である。そこで、区別
の各産業の就業者数を、その区の全産業の就業者数で割ることで、各区による規模の違いを
考慮に入れた。本稿では IT 産業とバイオ産業、各々の産業集積変数を含めた分析を行う。
産業集積を表す説明変数は、全部で 4 つ用いており、1 つ目と 2 つ目は、各々の区内にお
ける IT 産業とバイオ産業の産業集積の指標である。そして、3 つ目と 4 つ目には、各々の
区と隣接している区内における産業集積の指標を区役所間の距離でウェイト付けした変数
を用いた。
１
２
３

『集積とイノベーションの経済分析』p6
IPC コードの分類詳細は補足資料を参照
IT 産業として「37 通信業」「39 情報サービス業」「40 インターネット付随サービス業」
バイオ産業として「81 学術・開発研究機関」
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産業集積がイノベーションに与える効果は、知識スピルオーバーという観点から、区内の
みで享受されているとは限らず、区を越えたスピルオーバー効果も含んでいるかもしれな
い、という考えから、本稿では、各々の区と隣接する区内における産業集積も説明変数に含
めた。それぞれの隣接区に対する重みづけは、区役所間の距離１を基に行った。すべての隣
接区が同じようにある区に対し影響を与えるとは考えにくく、
区における経済的な中心部は
区役所であると考えたためである。
各々の区における隣接区と区役所間の距離すべてを合計
したものを 1 とし、各々の隣接区と区役所間の距離の割合を算出し、各々の隣接区の産業集
積に対して加重を行い、各々の区の隣接区のウェイト付けした産業集積を合計したものを、
その区における隣接区産業集積の変数として作成した。.つまり、隣接区産業集積の作成式
は以下のようになる。
産業 j の区 i における隣接区産業集積＝
(区 i の区役所と隣接区 n の区役所間の直線距離
/区 i の区役所と n 個の隣接区の区役所との合計距離)
*(区 i の隣接区 n 内の産業 j の就業者数/区 i の隣接区 n 内の全産業の総就業者数)
地域知識ストックを表す指標として、IIP パテントデータベースより産業別の累積登録特
許件数を作成し、変数に用いた。これは、区内においてそれまでに創造された知識の蓄積で
あり、集積による知識スピルオーバーがイノベーションに与える効果に着目している。区別
の登録特許について、前の時点までの登録特許件数にその時点での登録特許件数を加算し
し、
産業集積変数と同様に、
区内の総就業者数で割ることで区ごとの規模の違いを考慮した。
地域知識ストックに関しても、同一産業だけでなく関連産業についても分析に含めた。
産業集積変数の作成に用いた区別の就業者数について、その分布を見てみると、IT 産業
では、横浜市内における IT 産業の総就業者数の約 7 割が上位 4 つの区に集中していること
が分かる。このことから、IT 産業について、新横浜や関内地区で既に産業集積が進んでい
ることは先に述べたが、これら 4 つの区において集積が形成されているのではないかと考
え、港北区・神奈川区・西区・中区について 1 をとるダミー変数を作成し、分析に含めた。
また、バイオ産業については、3 時点目について 1 をとるダミー変数を分析に含めた。こ
れは、
前節で述べた横浜サイエンスフロンティア事業がバイオ産業において何らかの影響を
与えていると考えられるためである。
表 2
IT産業
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

１

産業集積分布表
産業集積

行政区
西区
神奈川区
港北区
中区
戸塚区
都筑区
保土ヶ谷区
鶴見区
港南区
青葉区
緑区
磯子区
金沢区
南区
旭区
泉区
栄区
瀬谷区
横浜市合計

産業集積
％
9003
8782
8160
8040
3331
3161
2642
1218
604
549
429
334
320
219
79
34
34
31
46970

順位
19%
19%
17%
17%
7%
7%
6%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

横浜市地図の縮尺を用いて作成した。
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行政区
鶴見区
都筑区
青葉区
戸塚区
金沢区
神奈川区
磯子区
西区
港北区
中区
保土ヶ谷区
瀬谷区
緑区
南区
泉区
港南区
栄区
旭区
横浜市合計

バイオ産業
産業集積
％
2511
25%
1777
18%
1238
12%
970
10%
831
8%
752
7%
529
5%
412
4%
394
4%
370
4%
196
2%
17
0%
13
0%
9
0%
7
0%
2
0%
0
0%
0
0%
10028
100%
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第 2 項 推計方法
推計では、イノベーションの指標として特許件数という、分布がゼロ周辺に集中する計数
データを用いるため、非線形の確率分布モデルを用いてパネル分析を行った。まず、計数デ
ータ分析の際よく用いられるポアソン・モデルで推計を行う。その後、ポアソン・モデルの
制約を満足させるかどうか過剰分散検定(over-dispersion test)を用いて検証を行う。その
結果からポアソン・モデルを用いるか、非負の二項分布モデル（ネガティブ・バイノミナル・
モデル）を用いるかを採択する。
ポアソン・モデルとは被説明変数の条件付き分布が説明変数とポアソン分布のパラメータ
λ=λ(xi’β)によって決定されると考え、以下のように定義づけられる。
fyi | x′i β =

exp− expx′ i β expyi x′ i β
yi !

このとき E(y| xi ) = exp(x’iβ), Var((y| xi ) = exp(x’iβ)である。
ポアソン・モデルを現実のデータに適用する場合に問題となるのが、過剰分散
(over-dispersion)であり、ポアソン分布では分散と期待値が等しいという制約がある。その
制約を満たしているかどうかを検定するために、過剰分散検定を行う。本稿では過剰分散検
定として補助回帰ベースの検定を行う。帰無仮説 H0: Var((y| xi ) = exp(x’iβ)で、対立仮説
H1= Var((y| xi ) = exp(x’iβ)+ag(μi) である。係数が有意であれば分散と期待値が等しいと
いう帰無仮説は棄却される。帰無仮説が棄却された場合は過剰分散であると判断され、過剰
分散検定における誤差項 ag(μi)をモデルに組み込んだポアソン・モデルよりもフレキシブ
ルなネガティブ・バイノミナル・モデルを用いて推計を行う。

第4節 分析結果
まず、IT 産業のイノベーションを被説明変数とした推計結果である。
過剰分散検定の結果、帰無仮説は棄却されず、ポアソン・モデルが採択されたため、ポア
ソン・モデルによる推計を行った。
表 3

IT 産業の推計結果

Poison
(説明変数)
IT産業集積
バイオ産業集積
IT隣接集積
バイオ隣接集積
IT地域知識ストック
バイオ地域知識ストック
ダミー
対数尤度

(係数)
8.872416
99.34992
11.22597
29.51189
251.2742
-1049.993
2.037877
-377.2289

IT産業登録特許件数
(標準残差)
(有意度)
1.489672 ***
5.733234 ***
2.077283 ***
8.04111 ***
37.81162 ***
1036.427
0.106646 ***
1%: ***
5%: **
10%: *

IT産業過剰分散検定(OLS)
Dependent: ((yhat-y)^2-y)/yhat
(説明変数)
(係数)
(t値)
(有意度)
yhat
0.113808
0.711936
R-squared
-0.106402 Sum squared resid
141967.4
Adjusted R-squared
-0.106402 Log likelihood
-259.9207
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その結果、IT 産業のイノベーションに対して有意に正の影響を与えているのは、IT 産業
及びバイオ産業の産業集積に関する変数、また IT 産業の地域知識ストック変数であった。
IT 産業の産業集積は、1%有意で正の効果を与えており、区内における IT 産業の産業集積
が IT 産業のイノベーションを促進していることを示している。また、バイオ産業の産業集
積についても同様の結果が得られた。隣接区の IT 産業における産業集積も、IT 産業のイノ
ベーションに対し有意に正の効果を与えており、区内のみならず、区を越えた効果がもたら
されていることを示している。また、バイオ産業の隣接区の産業集積についても同様の結果
が得られた。
IT 産業の地域知識ストックは、IT 産業のイノベーションに 1%有意で正の効果を与えてい
るという結果が得られた。一方、バイオ産業の地域知識ストックについては有意な結果は得
られなかった。
またダミー変数についても、1%水準で有意に正であるという結果が得られた。産業集積の
形成が進んでいる 4 つの区に対しダミー変数を用いたことは統計的に意味があり、4 つの区
は他の区とは異なる特性を持っていることを示している。

次に、バイオ産業のイノベーションを被説明変数とした推計結果である。
表 4

バイオ産業推計結果

バイオ産業登録特許件数
(標準残差)
(有意度)
14.71539 ***
4.878111
30.88067 ***
6.904259
1893.523 ***
293.5062
0.27452
1%: ***
5%: **
10%: *
バイオ産業過剰分散検定(OLS)
Dependent: ((yhat-y)^2-y)/yhat
(説明変数)
(係数)
(t値)
(有意度)
yhat
-0.050825
-0.669713
R-squared
-0.007549 Sum squared resid
78.33651
Adjusted R-squared
-0.007549 Log likelihood
-79.86456
Poison

(説明変数)
バイオ産業集積
IT産業集積
バイオ隣接集積
IT隣接集積
バイオ地域知識ストック
IT地域知識ストック
年ダミー
対数尤度

(係数)
44.34403
-1.102298
-77.57001
9.115176
6129.979
159.4324
-0.359695
-71.82328

過剰分散検定の結果、帰無仮説は棄却されずポアソン・モデルが採択されたため、ポアソ
ン・モデルによる推計を行った。
その結果、バイオ産業のイノベーションに有意に効果を与えているのは、バイオ産業の産
業集積に関する変数、またバイオ産業の地域知識ストック変数であった。
バイオ産業の産業集積は、1%有意で正の効果を与えており、区内においてバイオ産業の産
業集積がバイオ産業のイノベーションを促進していることを示している。しかし、IT 産業
の産業集積については、有意な結果は得られなかった。バイオ産業の隣接区の産業集積は、
1%有意で負の効果を与えており、バイオ産業のイノベーションに対し、区を越えた効果はむ
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しろ集積の不経済を与えている。また、IT 産業の隣接区の産業集積については有意な結果
は得られなかった。
バイオ産業の地域知識ストックは、バイオ産業のイノベーションに 1%有意で正の効果を
与えているという結果が得られた。一方、IT 産業の地域知識ストックについては、有意な
結果は得られなかった。
年次ダミー変数については統計的に有意な推計結果は得られなかった。
これはサイエンス
フロンティア都市計画の効果はより長期的な観察が必要であるからと考えられる。

第5節 政策へのインプリケーション
以上の推計結果から考えられる点についてさらなる考察を進める。
本稿の分析全体から横
浜市の現在の産業構造において、IT 産業及びバイオ産業の産業集積がイノベーションを促
進するという検証結果が得られた。以下それぞれの分析対象産業への分析結果の考察を行
い、分析の総括として政策提言へのインプリケーションを行う。

第 1 項 IT 産業
横浜市において、IT 産業とバイオ産業の産業集積は、各区内においてだけでなく、隣接
区においても IT 産業のイノベーションに正の効果を与えている。このことから、産業集積
の効果の地理的範囲は、1 つの区内だけにおさまらず隣接区に対しても正の効果を及ぼして
おり、より効率的に産業集積によって IT 産業のイノベーションを促進させるためには、隣
接区の効果も享受できるような産業集積の形成が必要になってくる。また、IT 産業だけで
なく、バイオ産業についても、産業集積においては IT 産業のイノベーションに正の効果を
与えている。このことから、区内及び隣接区において、IT 産業の産業集積だけではなく、
バイオ産業の産業集積も形成されることが、IT 産業のイノベーションに正の効果をもたら
し、より効率的にイノベーションを促進させる効果があるといえる。
また、ダミー変数が有意に正であったことから、港北区・神奈川区・西区・中区の 4 つの
区で産業集積を進めることは、他の区に産業集積を形成するより効果的であるといえる。こ
れら 4 つの区はバイオ産業の集積が進んでいる鶴見区に近接しており、
バイオ産業の隣接区
集積の効果を享受できていると考えられる。
具体的にはバイオ関連施設などの制御システム
など、先端産業にもとめられる IT 技術の多様性を表していると考えられる。

第２項 バイオ産業
横浜市において、
バイオ産業の区内における産業集積はバイオ産業のイノベーションに正
の効果を与えている。このことから、バイオ産業において、産業集積がイノベーションの促
進に寄与していることが示された。一方、隣接区におけるバイオ産業の産業集積は、負の効
果を及ぼしており、以上から横浜市内のバイオ産業においては、区を越えた地理的範囲に広
げることは非効率的であり、
区内という地理的範囲において産業集積を形成することが望ま
しいといえる。
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また、IT 産業に関する変数については有意な結果が得られなかったことから、バイオ産
業のイノベーションに対し、IT 産業の存在はなんら寄与していない。つまり、バイオ産業
のイノベーションの促進を進めるにあたり、バイオ産業と IT 産業が同じ区内に存在する必
要はないことが示された。

第 3 項 インプリケーション
以上の考察から、横浜市内のバイオ産業については、イノベーションを促進するためには
1 つの区内で自らの産業集積を進めることが効率的であり、鶴見区において進められている
横浜サイエンスフロンティア事業をこれからも推進していくことが望ましい。また、バイオ
産業にとって IT 産業の存在による効果は見られなかったことから、実証分析を通して、バ
イオ産業については今後新しい政策を横浜市が行っていく必要性はないという結論に至っ
た。
一方、IT 産業については、現在既に進んでいる新横浜や関内地区を中心とした IT 産業の
産業集積を活かすことで、
より効率的にイノベーションを促進させる余地があることが示さ
れ、今後横浜市が何らかの政策を行っていく必要があるという結論が得られた。
IT 産業にとってバイオ産業の存在は正の効果を及ぼしていることから、バイオ産業の近
くに IT 産業を配置することがより効率的にイノベーションを生み出し得る。また、それは
分析結果から区を越えた効果も期待されるため、
必ずしも同じ区内に存在することが望まし
いとは限らない。IT 産業の産業集積は区を越えて正の効果を及ぼしていることから、産業
集積形成の地理的範囲を広げた政策に切り替えることで、
より効率的に産業集積による効果
を享受できるだろう。また、分析結果から港北区・神奈川区・西区・中区の 4 つの区におい
て産業集積を形成することにより、イノベーション促進の効果が増大することが期待され
る。第 4 章では以上の考察を踏まえ政策提言を行う。
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第4章 政策提言
第1節

これまでのまとめ

これまでの議論を整理してから、政策提言に移る。民間企業の投資意欲が減退している中
で、横浜市が企業誘致政策を行うにはどうすればよいのかという問題意識の下、その解決策
として産業集積の持つ効果に注目し、議論を進めてきた。企業誘致の際のメリットを、イノ
ベーションが生まれる、つまり、新たなビジネスチャンスにつながる、とすることができれ
ば、より一層横浜市の魅力を提示することができる。その魅力の根源となる産業集積を作る
には、横浜市の現行の 2 つの制度では、それぞれの制度の特性上、地域と産業が分散してし
まい、産業集積を効率的に生み出すことができない。そこで横浜市において既に集積が進ん
でいる IT 産業とバイオ産業が、市内のイノベーションを促進しているかどうかという分析
を行い、イノベーションを生み出しやすい環境にあるのか、また更なる集積が必要か否かの
検証を行った。検証の結果、バイオ産業は既存の集積のままで、そして IT 産業については
隣接区が互いに良い影響を与えあっているため、
隣接区集積の拡大を測ることでさらなる集
積の効果が得られるのではないかと考えられる。以上のことから、本稿では横浜市に対し、
2 点の政策を提言する。

第2節 政策提言
政策提言
第 1 項 企業誘致に関する新しい条例の策定
バイオ産業の集積が進む鶴見区に近接している、港北区、神奈川区、中区、西区の 4 区を
横浜 IT 集積地域とし、IT 産業の集積を促すための新たな企業誘致条例を策定する。地域と
産業の指定をもって条例を策定することにより、4 区を中心とした横浜市への一層の IT 関
連企業の集中、産業集積を促進することができる。

第 2 項 横浜 IT 集積地域内交流会の開催
集積地域内交流会の開催
産業集積という企業の集まりを促進するのと同時に、企業同士の横のつながりを作り、集
積の効果をより効率的に生み出すことも必要である。現在の横浜市では新横浜 IT クラスタ
ー交流会という、集積を活かしたビジネスネットワークの形成や、企業同士の情報交換を目
的とした交流会が不定期で開催されており、新横浜にある企業を中心に過去 30 回開催され
ている。しかし規模はそれほど大きなものではない。よって、この交流会を策定された IT
集積地域にまで範囲を拡大し、内容のさらなる充実を目指す。

25

ＩＳＦＪ政策フォーラム 2010 発表論文 11th – 12th Dec. 2010

第3節 残された課題
本稿の分析から提言する政策は以上の 2 点であるが、これらには議論されるべき課題が残
されており、この節ではそれらについて述べていく。

第 1 項 条例の具体化
地域と産業を指定し、該当 4 区に条例を定めるとの提言を出したが、この条例の内容を考
えなければならない。またそれは現行の「企業立地促進条例」と「重点産業立地促進助成」
のふたつの制度と差別化を図る必要がある。本稿の政策では、産業集積に重きを置いている
ため、それを推し進める内容のものが望ましい。たとえば、区域内の企業同士での共同事業
に助成金を与える、という共同開発促進の項目や、集積の不経済から生じることが予想され
る地価の高騰への対策、等が盛り込まれるべきである。

第 2 項 集積の効果の補完
第 2 章第 1 節において、産業集積の効果を 3 点挙げた。1 つ目が特殊技能を持った労働者
の労働市場が形成されること、2 つ目が補助産業の発達、そして 3 つ目が労働者間の知識の
スピルオーバー効果である。本稿の 1 つ目の提言は、3 つ目の知識スピルオーバー効果に注
目したものであるため、他の 2 つの効果についても、政策を与えていくべきである。産業集
積がある程度形成されれば、それに応じて特殊技能、ここでは IT 産業に必要な技能を持つ
労働者の市場形成も同様に進む。
労働市場に対して行政側が労働力の投入を促すような政策
をとることでさらなる効果が期待されるだろう。例えば、IT 就業者を育成するための教育
施設を創るといった政策が行われることが望ましい。また、2 つ目の補助産業の発達につい
ては、現在 IT 産業のサポートとして重層的に集積している、技術系の中小企業を中心とし
た市内の企業とのより一層の連携の仕方を議論し、横浜経済の牽引役としての IT 産業を育
てていくシステムを構築するべきである。

第 3 項 認知度の拡大
これまでに挙げた政策やその補完項目は、
横浜市内でイノベーションが生まれる可能性が
企業にとってのビジネスチャンスとなり、
横浜市への移転のインセンティブを生み出す要因
となるという観点から、
どのようにして横浜市内の産業集積形成を促進させるかに焦点をあ
てている。しかしこれらの政策や項目のみでは、横浜市の魅力を作るまでにとどまってしま
い、その魅力を市外に発信することはできない。企業誘致はあらゆる自治体が行っており、
その中で突出した存在感を示すことは難しい。現在行われている方法としては、市長が企業
向けに講演を行ったり、担当者(時には自治体のトップ)が一社一社に出向き交渉をしたり
と、実際に「誘致」する際には、企業側に直に働きかけることが一般的である。これら以外
の方法はあまり行われておらず、
横浜市内でのイノベーションの可能性の大きさを認識して
もらえるような、より効率的・効果的なアピール方法を模索する必要がある。
以上が、横浜市に向けた政策提言である。ここまで横浜市における企業誘致政策について
述べてきたが、第 4 章同節内でも述べているように、課題は多く残されている。しかしそも
そも企業の移転を最終的に決めるのは企業自身であり、その意味で「これをすれば必ず企業
が来てくれる」というような政策を打ち出すのは難しい。また集積の形成とその効果は、市
の経済に対して即効性のあるものではないため、中・長期的な視野のもとで地道に活動を継
続していくことが必要である。
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補足資料１：横浜市地図

（横浜市 市民局：http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kuren/18/database/）
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変数分類

説明変数

被説明変数

バイオ産業の地域知識ストック

IT産業の地域知識ストック

バイオ産業の隣接区産業集積

IT産業の隣接区産業集積

変数名
IT産業登録特許件数
バイオ産業登録特許件数
IT産業の産業集積
バイオ産業の産業集積

定義
区iで発明され、登録されたIT産業における特許の件数
区iで発明され、登録されたバイオ産業における特許の件数
区i内のIT産業就業者数/区i内の総就業者数
区i内のバイオ産業就業者数/区i内の総就業者数
区iと隣接している区内のIT産業就業者数/区iと隣接している区内の
総就業者数（区役所間の距離でウェイト）
区iと隣接している区内のバイオ産業就業者数/区iと隣接している区
内の総就業者数（区役所間の距離でウェイト）
区i内におけるIT産業に関する累積の登録特許件数/区i内の総就業
者数
区i内におけるバイオ産業に関する累積の登録特許件数/区i内の総
就業者数
IIPパテントデータベース

IIPパテントデータベース

事業所企業統計調査

事業所企業統計調査

データソース
IIPパテントデータベース
IIPパテントデータベース
事業所企業統計調査
事業所企業統計調査

48

48

48

48

単位 サンプル数
件
48
件
48
48
48

0.00003234436

0.00031683694

0.00686139918

0.02828224825

平均
23.60416667
1.458333333
0.02828224825
0.00686139918

0.00005094434

0.00062829637

0.00451862530

0.01912918196

標準偏差
47.78499572
2.235679738
0.02928669846
0.00775299109

0

0

0.001226647

0.000207572

0.00364901

0.01973963

0.082334038

226
13
0.087352174
0.029635189

0
0
0.00077389
0
0.002406054

最大値

最小値
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補足資料２：変数の定義と基本統計量
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補足資料３：コンコーダンス（特許庁「IPC 分類表及び更新情報」より）
産業

IPCコード
G06F
G06G
G06K

IT産業
G06M
G06N
G10L
G11C
C07G
C07K

C12M

バイオ産業

C12N

C12P

C12Q

概要
電気的デジタルデータ処理（計算の一部が液体力または気体力を用いて行われる計算機Ｇ０６Ｄ，光学
的に行われるものＧ０６Ｅ；デジタル技術を用いたインピーダンス回路網Ｈ０３Ｈ）
アナログ計算機（光学的アナログ計算装置Ｇ０６Ｅ３／００；特定の計算モデルに基づくコンピュータ・シス
テムＧ０６Ｎ）
データの認識；データの表示；記録担体；記録担体の取扱い（郵便物の区分Ｂ０７Ｃ；二次的監視レー
ダーＧ０１Ｓ；トランスポンダまたはタグの存在を検知するものＧ０１Ｓ，Ｇ０１Ｖ）
計数機構；他に分類されない対象物の計数（数えられるべき物品の体積または重量の測定による計数Ｇ
０１Ｆ，Ｇ０１Ｇ；電力または電流の時間積分を測定する電気機械的装置への計数器の適用Ｇ０１Ｒ１１／
１６；計算機Ｇ０６Ｃ～Ｇ０６Ｊ；電気的パルスの計数Ｈ０３Ｋ；デジタル情報の伝送のための交換網内の文
字，語またはメッセージの計数Ｈ０４Ｌ１２／０８；電話方式の登算配置Ｈ０４Ｍ１５／００）
特定の計算モデルに基づくコンピュータ・システム［７］
音声の分析または合成；音声認識；音響分析または処理［４］
静的記憶（記録担体と変換器の相対運動に基いた情報記憶Ｇ１１Ｂ；記憶用の半導体装置Ｈ０１Ｌ，例．
Ｈ０１Ｌ２７／１０８から２７／１１５；パルス技術一般Ｈ０３Ｋ，例．電子的スイッチＨ０３Ｋ１７／００）
構造不明の化合物（構造不明のスルホン化脂肪，脂肪油またはワックスＣ０７Ｃ３０９／６２）
ペプチド（β－ラクタム環含有ペプチドＣ０７Ｄ；環状ジペプチドであって，その分子中にその環を形成する
ペプチド結合以外のペプチド結合を有しないもの，例．ピペラジン－２，５－ジオンＣ０７Ｄ；環状ペプチド型
の麦角アルカロイドＣ０７Ｄ５１９／０２；単細胞蛋白質，酵素Ｃ１２Ｎ；ペプチドを得るための遺伝子工学的
方法Ｃ１２Ｎ１５／００）［４］
酵素学または微生物学のための装置（堆厩肥の発酵のための施設Ａ０１Ｃ３／０２；人または動物の生
体部分の保存Ａ０１Ｎ１／０２；物理的または化学的装置一般Ｂ０１；ビール醸造装置Ｃ１２Ｃ；ぶどう酒の
発酵装置Ｃ１２Ｇ；酢の製造装置Ｃ１２Ｊ１／１０）［３］
微生物または酵素；その組成物（殺生物剤，有害生物忌避剤または誘引剤，または植物生長調節剤で
あって，微生物，ウイルス，微生物菌類，酵素，発酵生産物，または微生物または動物材料から生産さ
れたまたは抽出された物質を含むものＡ０１Ｎ６３／００；食物の組成物Ａ２１，Ａ２３；医薬品製剤Ａ６１Ｋ；
包帯，被覆用品，吸収性パッドまたは手術用物品，の化学的事項，またはそのための物質の使用Ａ６１
Ｌ；肥料Ｃ０５）；微生物の増殖，保存，維持（人体あるいは動物の生体部分の保存Ａ０１Ｎ１／０２）；突然
変異または遺伝子工学；培地（微生物学的試験用の培地Ｃ１２Ｑ）［３］
発酵または酵素を使用して所望の化学的物質もしくは組成物を合成する方法またはラセミ混合物から光
学異性体を分離する方法（食品組成物を作る発酵方法Ａ２１，Ａ２３；化合物一般は関連する化合物のク
ラス，例．Ｃ０１，Ｃ０７，を参照；ビールの醸造Ｃ１２Ｃ；酢の製造Ｃ１２Ｊ；酵素の製造方法Ｃ１２Ｎ９／００；
遺伝子工学に関するＤＮＡまたはＲＮＡ，ベクター，例．プラスミド，またはそれらの分離，製造または精製
Ｃ１２Ｎ１５／００）［３］
酵素または微生物を含む測定または試験方法（免疫試験Ｇ０１Ｎ３３／５３）そのための組成物または試
験紙；その組成物を調製する方法；微生物学的または酵素学的方法における状態応答制御［３］
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5
30286

3
18237

4624

8745

4863
4271

5447

泉区
8166

4241

8166

旭区

3338
5
25479

5173

7215

7282
2471

磯子区

5
26274

2824
3588
9203

5947

4712

神奈川区

2
14343

7061

7282

金沢区

3786
4
16863

5357

5249

2471

港南区

3
17957

8637

4608

4712

港北区

4
23612

4087

7061
5249

7215

栄区

3
15921

6233

瀬谷区
4241
5447

2
10555

4608

5947

鶴見区

7951
6
39871

9107

4087

5357

戸塚区
8745
4624

3382
3
11057

2502

5173

中区

2561
4
9904

2017

2502

2824

西区

7848
3385
6
30808

2017

9107

3588

保土ヶ谷区
4863

距離の区内割合
旭区
泉区
磯子区 神奈川区 金沢区
港南区
港北区
栄区
瀬谷区
鶴見区
戸塚区
中区
西区
保土ヶ谷区
旭区
0.447771
0.266378
0.219332
0.157849
泉区 0.26963
0.342127
0.115974
磯子区
0.577417 0.146534
0.35565
0.467848
神奈川区
0.262446
0.56343
0.285137 0.116463
金沢区
0.28584
0.299429
港南区
0.969818
0.222322
0.134358
港北区
0.179348
0.436573
栄区
0.283174
0.492296 0.311273
0.125558
瀬谷区 0.14317 0.298679
鶴見区
0.226345
0.256613
戸塚区 0.288747 0.253555
0.317678
0.1739
0.295654
中区
0.232995
0.252625
西区
0.174827
0.226282
0.654778
保土ヶ谷区 0.165692
0.136569
0.228412
0.236559
緑区 0.141223
0.352723
0.489823
0.391496
0.254739
南区
0.131985
0.224515
0.199418 0.358696 0.258582 0.198746
合計
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

区役所間の距離（m）
旭区
泉区
磯子区
神奈川区
金沢区
港南区
港北区
栄区
瀬谷区
鶴見区
戸塚区
中区
西区
保土ヶ谷区
緑区
南区
隣接区の数
隣接区との距離合計

32

0.155145

0.136786

南区

6
24403

7951
3382
2561
3385

3786

3338

南区

1

1

0.325826
0.13859
0.149461
0.216844 0.138712

0.172224

0.238644

0.254283

緑区
0.118955

5
36192

7848

6233

8637

9203

緑区
4271
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補足資料４：区役所間距離に基づくウェイト表

