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要旨 

第二次調査研究をイノベーションの視点で実施した。国の政策は地域イノベーション・ク

ラスターから地域イノベーション・エコシステムへと移行してきている。これはクラスタ

ーの物理的な制約から解放された支援の仕組が重要であるということでもある。特に事業

化においては経済性が問われるようなものとなっている。多様な個人化の時代であるが、

インターネットを含めての人々とのつながりは大切であり、他の人と触れ合うことで違っ

た価値観を学んでもいく。イノベーションは重要であり、その支援のための環境が重要で

ある。いわき市と東京都での調査の結果は東京都の方がイノベーションに対して積極性が

あり、ここで地方都市の限界があるのではないだろうかと危惧する。今回の調査研究にお

いてインターネット調査を二回実施した。一回目は主にイノベーションは個人の価値観か

ら創出されていくものかの検証であり、いわき市と東京都での違いも検証した。結果とし

て次のようになった。今の時代は個人化が進んでいるが、インターネットの普及により、

ネットでのつながりをも含めて、人との関わり合いがあり、そこで違った価値観に触れる

ことで、自分の価値観を変化させていくようである。東京における答えがいわき市におけ

るものより積極性を感じるものとなっている。これはやはり、首都圏と地方都市との違い

によるものと考える。自分の価値観もあるが、社会的な課題を基にイノベーションを起こ

そうということである。イノベーションを支える環境が重要であり、そのためのコミュニ

ティーや組織が必要とされる。ただ半数の人々が個人の価値観に基づくイノベーションを

起こすと言っている。今日は多様な個人化の時代であり、またイノベーションの重要性も

認識されている。二回目の調査では地域資源に基づくイノベーションのベースは認識され

ているが、半数は企業活動であり、また行政の取組が補助金志向のためにそれを狙ったも

のしか行われていないのである。また人材育成面の取組もこれからである。人口減少に対

しての認識は高く、自分の地域も消滅すると考えている。それ故にイノベーション・エコ

システムへの期待は高い。提言として地方行政はビジョンを持ち、地域経営を行うべきな

どがあげられる。さらなる課題点もみえ、これらは第三次調査研究以降にて、実施したい。 
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１．第一次調査研究からの課題と第二次調査研究の目的 

１－１．第一次調査研究からの課題 

都市経済におけるジェイン・ジェイコブスの視点は次のものである。 

「輸入置換都市から生まれた五つの大きな力は市場、仕事、移植工場、技術、資本がある。 

（輸入置換都市とは都市に輸入品が入ってきたときにそれを地元の物や技術で置換えるこ

とができる都市のことである。）」 

「イノベーションを得意としきわめて成功率の高い企業が小規模である。「従業員が５人か

ら５０人で、１００人というのが少しあり、２５０人以上というのはごくわずか」生産の

あらゆる場面で特化している。共生的小企業群によって実現されている。」 

すなわち、こういった小企業群がある都市であることである。しかしながら、第一次調査

研究では不明であった。よって、第二次調査以降に実施することとした。 

THE GEOGRAFHY OF JOBSにおけるエンリコ・モレッティの視点の視点は次のもので

ある。 

「イノベーション系の職種として、ハイテク産業ではＩＴ、ライフサイエンス、クリーン・

テクノロジー、新素材、ロボティクス、ナノテクノロジーなどがある。イノベーションは

高度な人的資本と創造の才能を活用できる場が必要であり、それを集約した都市が重要と

なる。」 

モレッティは、魅力的な都市の条件として、厚みのある労働市場、ビジネスのエコシステ

ム（生態系）、知識の伝播を挙げている。第一次調査研究では不十分な感触であった。第二

次調査以降実施とした。  

世界都市間競争におけるフィリップ・コトラーの視点は次のものである。 

「都市は、企業、投資家、熟練した労働者を都市に惹きつけるため、そのプランを実施す

るリーダー・シップ・グループを組織化する必要がある。」 

これについてはグローバル・マーケティングを都市対都市で行うこととなるのだが、第一

次調査研究では小規模な活動があるだけとわかった。すなわち、ＪＥＴＯＲＯが認知され

ていない、グローバル・マーケティングはなされていないということである。そこで、第

一次調査研究ではこの点を含めて、提言した。 

 

東日本大震災における風評被害がいまだにあるため、グローバルに関しては進展もない。

いまだに海外においては「FUKUSHIMA」、「フクシマ」である。よって、グローバルへの

発信なども消極的である。国内の風評被害の払拭に尺力中である。元々、海外へというの

が弱いと感じられた。また、安心安全はニュースにならないという言葉も大きなものであ

った。 

 

１－２．第二次調査研究の目的 

① いわき市及びその周辺の復興の取り組み、②他の自治体での地域振興と起業の実態 



に対して、②を中心として①にも言及する。地域振興、起業の基本はイノベーション（革

新）である。これに関して、グローバル都市東京都の市区、さらに国内の地方都市から候

補を選出し、いわき市との対比を行うことで、いわき市に不足していることを明らかにし

ていく。前回の調査研究で有効であったインターネット・リサーチも実施することで、よ

り具体的な内容を明確にする。いわき市、東京都、地方都市の現地調査も実施、さらに必

要な文献調査も実施する。日本の企業の９８％は中小企業であり、商工会議所の会員にな

ってもいる。この経営者の課題解決には中小企業診断士などの士業のものがあたっている。

今回は彼らの活動も調査範囲に含めて、動向を探索する。さらにベースとなるコミュニテ

ィーの生成状況の調査も行う。これによりいかにイノベーションがなされていくのかの実

態と課題を探る。 

 

２．動向調査 

今回の調査研究で目的としたことは文献調査から中小企業診断士の活動レベルの調査から

ではイノベーションの状況は見えないと判断された。また他の地域に行っての調査はその

経済効果が小規模止まりのものであり、いわき市との対比は地域資源の違いから難しいと

判断した。いわき市の中小企業診断士からインタビューではイノベーションに関わってい

ることは極めて少ないことがわかった。その分、インターネット調査を二回実施した。 

 

イノベーションに関しての国の取組は次のものがあげられる。 

＊地域イノベーションクラスタープログラム 文部科学省 

平成 22年度より、クラスター形成に関して、地域と大学等との組織的な連携を強化し、一

層の地域の自立化を促進するため、これまで実施してきた「知的クラスター創成事業」及

び「都市エリア産学官連携促進事業」と、大学における産学官連携の体制整備を行う「産

学官連携戦略展開事業」を「イノベーションシステム整備事業」として一本化しました。 

イノベーションシステム整備事業（地域イノベーションクラスタープログラム）において

は、優れた研究開発ポテンシャルを有する地域の大学等を核とした産学官共同研究等を実

施し、産学官の網の目のようなネットワークの構築により、イノベーションを持続的に創

出するクラスターの形成を図ることとしております。 

文部科学省 ＨＰより 抜粋 

 

これがさらに平成２７年度より地域イノベーション・エコシステム形成プログラムとなっ

た。 

＊地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 

文部科学省では、地域科学技術振興施策において、第２期科学技術基本計画の時代から、

知的クラスター創成事業等を通じて、地域構想に基づく科学技術イノベーションの実現に

取り組んできた。そうした中、平成２６年８月、科学技術・学術審議会 産業連携・地域支



援部会 地域科学技術イノベーション推進委員会において、今後の科学技術イノベーション

のあり方に関する報告書※１がとりまとめられた。その中では、地域科学技術イノベーシ

ョンの望まれる姿として、「地域に存在する様々な科学技術拠点が、それぞれの特徴や強み

を生かして、更なる成長を遂げ、我が国に、多様性のある地域科学技術拠点群が形成され

ることが、そして、そのような多様性の中から、世界に伍して、我が国の成長センターと

なり得るような、いわばグローバル型の科学技術拠点が育ち、発展することが、それぞれ

重要である」と報告されている。今後の地域科学技術振興においては、科学技術イノベー

ション実現のためのきっかけ・仕組みづくりの立ち上げ、量的拡大の段階から、具体的に

地域の技術シーズ等を生かし、地域からグローバル展開を前提とした社会的にインパクト

の大きい事業化成功モデルを創出する段階へとステージアップすることが求められている。 

「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」（以下、「本事業」という。）におい

ては、各地域の仕組みづくりを継続的に支援しつつも、リスクを正当に分析し、リスクは

高いが、支援（＝投資）に見合う社会的なインパクトが狙えるプロジェクトに積極的に挑

戦していく取組を支援することが重要である。投資に見合う社会的インパクトの大きいプ

ロジェクトを実現するためには、核となる技術シーズ等（地域における競争力の源泉とな

りうる特徴ある研究開発資源（以下、「コア技術等」という。詳細は「Ⅱ．支援対象事業」

を参照。））はプロジェクトを成功するうえで最重要な要素の一つである。加えて、そのよ

うなコア技術等を生かして、事業化につなげていく人材が重要となる。よって、本事業で

は、コア技術等を有する地域において、コア技術等の性質等を踏まえて、事業化を支える

人材（以下、「事業プロデューサー」という。）及びそのチーム（以下、「事業プロデュース

チーム」という。）を設置し、様々な外部環境・内部環境分析を踏まえて事業化戦略・計画

を策定し、関係者が一丸となって各プロジェクトを遂行し、当該プロジェクトの出口とし

てマイルストンに基づく次のフェーズの資金（又は売上）の獲得等を目指す取組を支援す

る。 

文部科学省 ＨＰより 抜粋 

 

クラスターからイノベーション・エコシステムへの転換は次の理由が考えられる。クラス

ターは地域にブドウの房のように関連産業が集積されていなければならないが、それがあ

る地域は限定される。より広く各地域を対象とするためには仕組の面でカバーできること

が重要だと考えられる。 

 

福島県において中小企業診断士のイノベーションに関しての研究会はない。東京都にはあ

る。しかし、東京都のものは経営イノベーションであり、主旨が異なっていた。 

中小企業のイノベーションに関して、文献調査をおこなったところ、次の結論を得た。す

なわち、中小企業においては経営資源量が少ない、また組織的な面が大企業と違って未整

備なため、イノベーション自体が困難であり、またその研究が困難である。インタビュー



を実施して、この検証をおこなうこととした。全国には約二万人の中小企業診断士がいる

が、中小企業診断士協会に加盟しているのが一万二千人である。そして、東京都に四千二

百人いる。いわき市においてはイノベーションよりも事業プロデューサーの役割が大きい

ことがわかった。またいわき市の多くの中小企業診断士は企業内診断士であった。東京都

ではサービス業に関しての支援の強化、事業化のためのフォロー支援やプロジェクト・マ

ネジャーとして推進役なども中小企業診断士が実施しており、金融支援も含めて充分な支

援策がここ三年というところで実施されている。無論、東京都も企業内診断士が多くいる。 

 

３．イノベーションについての概要 

イノベーションの定義は経済学者のシュンペーターにおいてなされた。 

「J.A.シュンペーターの経済発展論の中心的な概念で，生産を拡大するために労働，土地な

どの生産要素の組合せを変化させたり，新たな生産要素を導入したりする企業家の行為を

いい，革新または新機軸と訳されている。」さらにこれは次のような定義となっている。 

①新しい財貨、すなわち市場において未知の財貨あるいは新しい品質の財貨の生産 

②新しい生産方法、すなわち事実上の未知の生産方法の導入 

③新しい販路の開拓、すなわち従来参入していなかった新しい市場の開拓 

④新しい供給源の獲得、すなわち従来とは異なる新たな原材料または半製品の供給源の獲

得 

⑤新しい組織の実現 

 

クリステンセンは「イノベーションのジレンマ」において「価値基準が組織に何ができて、

何ができないかを決定する第三の要因である」と述べている。第一は資源、第二はプロセ

スである。これから価値観に関する調査を実施することとした。いわき市と東京都の差を

見ることで、いわき市に不足していることを洗い出したいと考えた。これは第４章にて説

明する。さらに「イノベーションへの解」で「イノベーションを方向付ける力は事業構築

に携わる人々に作用する力を理解することが予測可能性をもたらす」としている。これか

らイノベーション・エコシステムに関しての調査を実施することとした。これは第５章に

て説明する。 

 

４．イノベーションについての仮説と検証、考察 

４－１．イノベーションについての仮説 

イノベーションにおける仮説を次のように立てた。 

仮説１．今日は個人化の時代である。すなわち今の時代は、物事を個人で楽しめる、個人

化の時代が進んでいると言われています。具体的には、スマートフォンの利用や、映画の

ＤＶＤ化、ポータブルＤＶＤプレーヤーにより個人で楽しめるようになったこと、一人一

台の自動車保有など、個人で楽しむ物が昔と比べて多くなったことからである。                                                                   



仮説２．個人はその価値観で行動を決めると考えられている。一人一人が、個人、家族、

友人、組織（会社、参加コミュニティ）、社会（政治、文化、歴史、宗教、社会構造、倫理、

道徳）に対してそれぞれ価値観を持っている。 

仮説３．人々が様々な価値観に基づき行動し、時代は個人化の時代に入り、こういった中

で新たな価値を持つ物のイノベーション（革新）が増々、必要とされていくと考えられて

おり、国を挙げての対応が進められている。そして様々なイノベーションが望まれている。

こうした中で、一人一人が回りのあらゆるもの（身近なコミュニティーから産業にいたる

まで）について、イノベーション（革新）が必要と思っている。 

仮説４．イノベーションを起こすのに、そのための環境やコミュニティーが必要ある。 

仮説５．自分がもしイノベーションを起こそうと思ったとき、自分の価値観をベースにす

る。 

これらは平成２７年度の第一次調査研究の時の結果であるコミュニティ・インキュベーシ

ョンに関して一歩進めて、イノベーションを目的としてみての内発的な動因を検証するた

めにも設定している。すなわち、人がモチベートされるのには内発的な動因があり、外部

からの誘因があってはじめてモチベートされるからである。 

 

４－２．仮説に対しての検証 

４－１に関して、いわき市１００人と東京都１００人に対して、インターネット調査を実

施した。 

実施結果は次のようなものであった。 

Q1.今の時代は、物事を個人で楽しめる、個人化の時代が進んでいると言われています。具

体的には、スマートフォンの利用や、映画の DVD化、ポータブル DVDプレーヤーにより

個人で楽しめるようになったこと、一人一台の自動車保有など、個人で楽しむ物が昔と比

べて多くなったことからです。上記を踏まえ、あなたは、今の時代は個人化された時代で

あると思いますか。    

東京都 ６６％ いわき市 ６２％がそうだと答えた。 

Q2.全問でどちらとも言えない、そうではないと答えた人は次のように答えている。 

・結局はどこかで人とつながっており、見た目だけ個人化されてるだけではないでしょう

か。 

・多忙な社会生活から、解放されて一人になっていたいだけではないでしょうか。 

・個人化されると同時に、あらためて人と人とのつながりを大事にする意識が高まってい

ると思うから 

Q3.個人はその価値観で行動を決めると考えられています。あなたは、個人、家族、友人、

組織（会社、参加コミュニティー）、社会（政治、文化、歴史、宗教、社会構造、倫理、道

徳）に対してそれぞれ価値観を持っていますか。 

1. 自分自身に関しての価値観を持っている。東京都７２％ いわき市６３％ 



2. 家族に関しての価値観を持っている。東京都７１％ いわき市５７％ 

3. 友人に関しての価値観を持っている。東京都５３％ いわき市３９％ 

4. 組織に関しての価値観を持っている。東京都４４％ いわき市３０％ 

5. 社会に関しての価値観を持っている。東京都４４％ いわき市３７％ 

Q4.前問で、自分自身に関しての価値観がある/どちらかといえばあると思う、と答えた方に

質問です。あなたはあなたの価値観に基づいて行動していますか。 

自分の価値観に基づきて行動する 東京都７６％いわき市６６％ 

Q5.全問でどちらとも言えない、いいえに答えた人は次のように思っている。 

・直感 

・自分の思い通りにはいかない。個人の価値観だけではやっていけない 

・経済性や周囲への影響 

Q6.価値観に方向というものはあると思いますか。例えば、組織（会社、参加コミュニティ）

で仕事をするときのことを想像してみてください。「自分の価値観に照らして、組織と方向

性が合っていれば行動する」この場合、価値観に方向はある、と考えます。  

価値観に方向はある 東京都５８％ いわき市４８％ 

Q7.あなたが物事について行動を起こす時、複数の価値観の方向性があった場合、一番強く

感じるものを優先させていますか。               

常に一番強く感じるもので行動と場合によって変わるが一番強く感じるものを優先させて

いる。東京都７６％ いわき市７８％ 

Q8.常に一番強く感じるもので行動と場合によって変わるが一番強く感じるものを優先さ

せている。 

それ以外では何で行動するかは次のように答えている。 

・社会規範 

・業務命令 

・その時に応じて優先順位が変わる 

Q9.自分に価値観が生まれるときはどのような時かは次のように答えている。 

・自分のしていることが世の中のためになっていると感じるとき。 

・納得し行動に移行するとき。 

・自分と違う考え方や感じ方を持った人と遭遇したとき。 

Q10.人々が様々な価値観に基づき行動し、時代は個人化の時代に入り、こういった中で新

たな価値を持つ物のイノベーション（革新）が増々、必要とされていくと考えられており、

国を挙げての対応が進められています。様々なイノベーションが望まれています。あなた

の周りのあらゆるもの（身近なコミュニティーから産業にいたるまで）について、イノベ

ーション（革新）が必要と思われますか。 

必要だと思う 東京都４８％ いわき市３５％ 

Q11.前問で必要だと思われた人は次のように答えている。 



・公共の場 

・未来永劫に資本主義体制で社会が動いて行くには、潤滑油は「お金」以外に存在しない。

富める者、貧者の格差はあって当然だが、一線を外れてはならない。富める者の「金」を

貧者に還元するシステム構築が必要。 

・人類の生態 

・ブラック企業の根絶、最低賃金の引き上げ。現在仕事をしていない人も働きたいと思え

るような社会にしてもらいたいです。 

・働き方・・・多種多様な時間帯や勤務地等 

・現在の日本は、福祉の面で末期的な状態だと考える。何かしらの改革がないといけない

のではないだろうか 

・仕事への取り組み方について、もっと柔軟な働き方があっても良いと思うから 

・社会全体、取り繕いが多すぎ。 

・意見を表明したり、感情表現をする手段、方法について、イノベーションが必要だと思

う。 

・人間に生まれたからには社会と向き合わなければならない。自分の特性を知り、貢献す

る事が大事。 

・どんどん前向きに前進するためには、イノベーションが必要だと思う。 

・科学分野（基盤研究）：科学技術力による立国を目指しているのだから 

Q12.イノベーションは特別な人がおこなうものだと思いますか。  

そうは思わない。東京都４９％ いわき市２９％ 

Q13.イノベーションを起こすのに、そのための環境やコミュニティー、組織が必要だと思

いますか。 

必要だと思う 東京都５１％ いわき市４４％ 

Q14.自分がもしイノベーションを起こそうと思ったとき、自分の価値観をベースにします

か。 

自分の価値観をベースにする 東京都５３％ いわき市４５％ 

Q15.前問でベースにすると答えた人は次のものに基づいている。 

・自分自身で考えるべきだから 

・譲れないもの 

・正義感、真理追究の心、人情、自然現象畏敬の念 

・倫理 

・社会に役立つかどうか 

・自分が信じるものにかける 

・今まで経験した中で判断 

Q16-1.イノベーションについてもっと知りたい、学びたいと思っている。 

東京都２４％いわき市１６％ 



Q16-2. 自分でイノベーションを起こしてみたい。 

東京都２４％ いわき市１２％ 

Q17.イノベーションが今後、ますます重要になると思いますか。 

東京都４６％いわき市３６％   

 

４－３．考察 

仮説１．調査結果から個人化の時代になっていると言える。 

仮説２．調査結果から自分自身、家族、友人、組織、社会に関してそれぞれの価値観を持

っている。これは自分自身、家族、友人、社会、組織という順になっている。 

仮説３．調査結果からあらゆる物事にイノベーションは必要だと思っている。また特別な

人が起こすものだとも言えない。 

仮説４．調査結果から環境やコミュニティー、組織が必要だと思っている。しかし、それ

は必ずしもではない。 

仮説５．調査結果から自分の価値観でイノベーションを起こしていくものだと思っている。

しかし必ずしもそういうわけでもないと言っている。 

今の時代は個人化が進んでいるが、インターネットの普及により、ネットでのつながりを

も含めて、人との関わり合いがあり、そこで違った価値観に触れることで、自分の価値観

を変化させていくようである。東京における答えがいわき市におけるものより積極性を感

じるものとなっている。これはやはり、首都圏と地方都市との違いによるものと考える。

日常生活のサイクルの違い、生活環境における刺激の違いなどである。自分の価値観もあ

るが、社会的な課題を基にイノベーションを起こそうということにたどり着く。イノベー

ションを支える環境が重要であり、そのためのコミュニティーや組織が必要とされる。た

だ半数の人々が個人の価値観に基づくイノベーションを起こすと言っている。今日は多様

な個人化の時代であり、それ故に多様なイノベーションを育成していく環境は必要とされ

ている。またイノベーションの重要性も認識されている。 

 

５．イノベーション・エコシステムについての仮説と検証、考察 

５－１．イノベーション・エコシステムについての仮説 

仮説１．イノベーションのシーズが地域にあるが、事業化にはなかなか結び付かない 

仮説２．イノベーションのシーズが地域にあるが、事業規模が小規模なものが多い 

仮説３．次世代プロジェクトを生み出すための仕組みづくり(地域の各機関によるコンソー

シアム等の知のネットワークを活用した技術シーズ情報の収集・整理、企業ニーズの調査・

マッチングなど)は不充分である。 

仮説４．イノベーション・エコシステムの形成に貢献する人材の育成が不充分である。 

仮説５．イノベーション・エコシステム形成のための基盤づくりとなる取り組みが不十分

である。 



仮説６．人口減少に入っていくのにイノベーション・エコシステムは経済効果から有効な

手段の一つになりえる。 

 

５－２．仮説に対しての検証 

事前質問ＳＣ２においての回答者を選別して本質問を進めた。 

SC1.現在のご職業をお答えください。 

 

SC2.あなたは、イノベーション・エコシステム、という言葉を知っていますか。※「イノ

ベーション・エコシステム」とは、行政、大学、研究機関、企業、金融機関などの様々な

プレーヤーが相互に関与し、絶え間なくイノベーションが創出される、生態系システムの

ような環境・状態をいいます。（出典：地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 

文科省 平成 28年 8月） 

 

Q1.あなたの地域において、他の地域と比較して競争力がある、と思うものはありますか。

（いくつでも）※ここでの「あなたの地域」は仕事場などを含めた、日頃あなたが関係す

る場所のことです。 

 

% 

全体 100 

地域資源に基づく地場産業（観光業などサービス業） 27.0 

地域資源に基づく地場産業（製造業） 18.0 

地域資源に基づく地場産業（研究開発） 13.0 

地域資源に基づく物産など 20.0 

行政の力（企業誘致など産業開発力） 10.0 

行政の力（地域資源の開発力） 8.0 

研究機関や大学など 10.0 

民間企業の事業部などが推進する、事業戦略パートナーへの技術移転 6.0 

50.0 8.0 7.0 5.0 15.0 5.0 9.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 会社員・会社役員 
公務員・団体職員 
派遣・契約社員 
パート・アルバイト 
自営業・自由業 
専業主婦・主夫 
学生 
無職 
その他 

80.0 20.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 言葉の意味までよくわかる 

聞いたことはあるが、意味はよくわか

らない 

聞いたこともない 

普段の業務で、イノベーション・エコシ

ステムの構築・形成に関わっている 



中小企業・ベンチャー企業などによる商品化・事業化 10.0 

ベンチャー企業の創出および成長 5.0 

その他： 1.0 

わからない／ない 48.0 

Q2.先ほど身近にある、と回答された競争力がある事象は、海外市場なども視野に入れた、

大きな成果を得られるものになりえると思いますか。 

 

Q3.あなたの地域で、技術シーズ発掘を踏まえた、概念実証、データ取得などを行っている

次世代のプロジェクトはありますか。※ここでの「あなたの地域」は仕事場などを含めた、

日頃あなたが関係する場所のことです。※技術シーズとは、企業が有する事業化、製品化

の可能性のある技術やノウハウなどのことです。 

 

Q4.あなたの地域で、次世代プロジェクトを生み出すための仕組みづくり（地域の各機関に

よるコンソーシアム等の知のネットワークを活用した技術シーズ情報の収集・整理、企業

ニーズの調査・マッチングなど）は行われていますか。※ここでの「あなたの地域」は仕

事場などを含めた、日頃あなたが関係する場所のことです。※技術シーズとは、企業が有

する事業化、製品化の可能性のある技術やノウハウなどのことです。 

 

Q5.あなたの地域で、イノベーション・エコシステムの形成に貢献する人材を育成するプロ

グラムの開発・実施は行われていますか。※ここでの「あなたの地域」は仕事場などを含

めた、日頃あなたが関係する場所のことです。 

50.0 44.2 5.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
なると思う 

どちらともいえない 

ならないと思う 

24.0 30.0 46.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない わからない 

27.0 28.0 45.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行われている 行われていない 

わからない 



 

Q6.今までお伺いしてきた事柄以外で、あなたの地域にはイノベーション・エコシステム形

成のための基盤づくりとなる取り組みがありますか。（ご自由にお書きください）※ここで

の「あなたの地域」は仕事場などを含めた、日頃あなたが関係する場所のことです 

・震災後、税制や地域の手当て、緩和などで、他地区に比べて、それなりの企業やプロジ

ェクトは、あると思うが、何処まで進んでいくか、これからどうなっていくのかは、政府

や地域の援助次第だと思うが・・・。 

・地域おこし協力隊 

・福島の地域振興と名をうって補助金もらうことしか考えておらず、上記の取り組みは掛

け声だけ 

・役所が積極的に行わなければならならない 

・取組みは分からないが基盤となる技術力、職人技がある 

Q7.これまでにご回答いただいた、イノベーション・エコシステム形成に関わる取り組みは、

どこが主体で行われていますか。当てはまるものをお答えください。 

 

Q8.日本は、人口が減少していくということを知っていますか。 

 

Q9.このままでは、自分の住んでいる地域は消滅すると思いますか。 

25.0 33.0 42.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行われている 行われていない 

わからない 

企業 

50.0 

25.9 

32.0 

行政 

20.8 

59.3 

28.0 

地域全体 

29.2 

14.8 

40.0 

1.技術シーズ発掘を踏まえた、概念実証、データ取得などを… 

2.次世代プロジェクトを生み出すための仕組みづくり(n=27) 

3.人材を育成するプログラムの開発・実施(n=25) 

85.0 15.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 



 

Q10.人口減少に対して、新たな産業や社会を生み出すことは有効だと思いますか。 

 

 

５－３．考察 

仮説１．取組は企業なども含めてなされている。事業の期待値もある。 

仮説２．事業規模について今回は限られた回答者しかわからないことから割愛した。 

仮説３．企業中心に進められている。仕組み作りはこれから。  

仮説４．行われているが、不充分である。 

仮説５．行われているが、不充分である。 

仮説６．人口減少に入っていくのにイノベーション・エコシステムは経済効果から有効な

手段の一つになりえると考えられている。 

地域資源に基づくイノベーションのベースは認識されているが、半数は企業活動であり、

また行政の取組が補助金志向のためにそれを狙ったものしか行われていないとの指摘は厳

しいものである。また人材育成面の取組もこれからである。ただ次世代プロジェクトを産

み出す仕組みづくりに対しての行政が牽引車になっている点は大きなことである。これを

うまく今後はドライブしていくことが重要なのである。人口減少に対しての認識は高く、

自分の地域も消滅すると考えている。それ故にイノベーション・エコシステムへの期待は

高い。これは今後、継続的に一過性で終わらせない取組が求められていくものだと考える。

特にイノベーションにより新たな産業や社会を産み出すことが、人口減少に有効であると

いう結論が大きい。 

 

６．イノベーションの地域格差 

東京のイノベーションに対しての意識といわき市の意識では東京の方が高いことからもわ

かるように日常的に触れる人々の数や情報に関しての違いがあることが人々の意識の違い

になっていると考えられる。また、生活のペースが異なっていることもあげられると考え

34.0 66.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

思う 思わない 

61.0 23.0 16.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う そうは思わない 

わからない 



る。特に個人の価値観におけるものも東京の方が高くなっている点は興味深い。国の政策

からも明らかなようにイノベーションから事業化が成されていくことを重点にしている。

これは地域イノベーションが事業化されなくては経済力に寄与できないことからも明らか

である。地域資源に基づく地場産業（観光業などサービス業）、地域資源に基づく物産など

が調査から一位と二位である。これでは大きな国内経済効果は期待できないのではないだ

ろう。すなわち、日本全国にある観光と物産が主軸なのである。人口減少で国内市場は収

縮する。それ故にグローバルにその出口戦略を持つことが市場規模から重要になってきて

いる。そのためには地域行政は地域経営の視点を重要課題に挙げて、地域経営に踏み込ん

でいくこととしなければならない。さらに市場を考えれば、今後の人口減少から海外に向

かっていかなくてはならない。それだけに第一回調査研究で提言した地方行政がグローバ

ル・マーケティングを進めていくようにしなくてはならない。イノベーションによる新た

な価値の創造は実用化のレベルに向かい、それを事業化しなくては経済効果が得られない。

地域資源はインターネット調査からも明らかなようにそこに住む人々が実践していくこと

が求められるのである。これは地方行政が今後、地域経営といった観点での取り組みに移

行していくことを示唆するものだと解釈できる。すなわち、地域を守るのは地域の人々な

のである。そして、このままでは自分の地域は消滅すると思うのならば、行動するべきな

のである。静かにボディ・ブローのように人口減少の流れは地域に起こっている。その現

象は徐々にいろいろなところで既に発生しているのである。故にイノベーションの担い手

として立ち向かっていくのか、静かにその地域の終焉を待つのかの選択になっていく。東

京は国際商業都市であり、千葉県、埼玉県、神奈川県からの労働人口の流入がある。数分

間に一本の電車のダイヤ、乗入による公共交通機関の発達はそれを可能にしている。多く

の人が２４時間どこにでもいる。いろいろ多くの情報に接する機会も多い。そして、興味

を引くものなど刺激が多いところでもある。こういった生活環境に慣れてくれば、自ずと

個人の意識が強いものになる。一方でいわき市はマイカー通勤が主体であり、公共交通網

は路線バスがあるが、空いているし、時間間隔も多くはない。生活ペースは東京に比べて

緩やかであり、刺激が少ないところである。こういった環境面の違いが価値観にも表れて

おり、それがイノベーションに関しての意識についても現れていると考えられる。これは

そこで暮らす人への刺激という点で考えれば、いかにダイナミズムがあるかないかの違い

であろう。すなわち、日常環境からくる心的なダイナミズムがどれだけあるかないかであ

ろう。それがイノベーションの地域格差を引き起こしていると考える。 

 

７．小規模組織のイノベーションとエコシステム 

中小企業は経営資源も少なく、イノベーションそのものを起こすことが極めて難しい。大

企業のように研究開発に専念できるわけではなく、またそのための人材が揃っているわけ

でもない。限られた人材と期間と未整備な設備ではイノベーションは生まれない。それゆ

えに自社以外の資源に頼らざるおえない。それだけにエコシステムの仕組を確立すること



が重要となっている。そこで事業化にあたり、様々な人材が必要になってくる。事業プロ

デューサーなどである。こういった外部の人材を得ることで小規模組織のイノベーション

は事業化できる。しかしながら、時間もかかり、どうやったら必要な人材がそろうのかも

わからない状態である。「実用化と事業化では違っている」これは高価格、採算性、安全性

の確保などが要因として上げられる。「限られた期間で成果を達成するために外部資源を活

用すること」が求められている。また、組織内部でのイノベーションを実現するための環

境作りが重要であり、これをうまく外部資源と連携させていかなくてはならない。そうい

った意味からもイノベーション・エコシステムは有効なものと考えられる。しかしながら、

これらの連携、連鎖はタイミングが重要である。小規模組織を取り囲むようなエコシステ

ムは阿吽の呼吸で回っていくのであろうか。これにはＩＣＴの利用などが考えられるが、

コミュニケーションの対面の場でのものが優位であり、それを補完するものとして位置付

けた方が実用的である。なぜならば、もう何十年も現場力、答えは現場にあるなどの言葉

や場のマネジメントの重要性が認識されているからだ。これは情報共有だけではだめで状

況共有が重要であることを意味している。稲盛氏のアメーバ経営などからもわかることで

ある。 

 

８．イノベーションの経済力 

供給があるから需要が生まれるのか？需要があるから供給があるのか？の議論は普遍的で

あろう。結果としてイノベーションなくしては経済効果が得られないもの自明のことであ

る。大企業のイノベーションは経済効果が大きく、中小企業や地域資源を基にしたものは

経済効果が小さい。そう考えがちである。しかしながら、多くの産業が成熟市場に製品・

サービスを売り、その製品・サービスの寿命も短いものになってきている。従来の物の売

り方が限界にきているかのようにも見受けられる。これは市場に対しての備えができてい

るか、経験があるかで大企業優位との見方がされる故でもあろう。逆に中小企業や地域資

源を基にしたものでも、グローバル市場を目指すことで大きな経済効果が見込まれる。一

方では金融資本主義の言葉のようにより富を求める方法は効率化されている。その結果、

行き過ぎた金融資本主義は各国の金融緩和策を誘発し、資本主義の次のものが必要される

であろうとも言われている。こうした中での産業への期待がイノベーションである。マク

ロ経済でも技術力が考慮されているように、イノベーションなくしては経済力が維持向上

はしない。ではイノベーションの経済力はどれくらいのものなのであろうか？実際にそれ

を測定することは簡単ではない。単に市場規模何億円とか、海外市場も含めれば何兆円に

なるだろうと予測されるといったものだ。すなわち、これはイノベーションのアウトプッ

トではなくアウトカムなのである。それ故に過去の結果としてあるイノベーションからそ

の企業の売上がいくらであったかをみて、推定するに留まる。それだけに事業化といった

点において、重要な判断の要素である。そこで国はイノベーション・エコシステム・プロ

グラムにおいて、事業化についての明言を応募者に求めている。 



 

９．まとめと提言 

９－１．まとめ 

今回の調査研究の結論は次のものである。 

＊個人の価値観がイノベーションを起こす 

＊個人の接する環境や情報からイノベーションへの重要性が認識される 

＊イノベーション・エコシステムへの取組は仕組み作りがまだ不十分であり、特に地域資

源だよりか企業ベースのものになっている。 

＊行政の補助金だよりの在り方ではないものが期待される 

＊人口減少にイノベーションは有効 

＊いわき市において産業構造も含めての都市のビジョンがないし、戦略がない 

 

これでは今のままではイノベーション・エコシステムをいわき市に起こすことは難しいと

考察される。地域資源ベースのイノベーションでなくては、経済動向でイノベーション・

エコシステムは損なわれてしまう。地域の人々には気が付かない地域であたりまえのこと

が地域資源である。それには違った目が必要なのである。そして、それにより、イノベー

ションが生まれてくるのである。より多くのアイデアの発露が求められる。 

補助金型の政策では補助金が尽きれば、それ以上行かないと言われている。すなわち、単

なる一過性の事業であり、事業継続が問われるのである。いくつか話題になったコンパク

ト・シティもその類であることがある。継続性というものが、重要視されるべきなのであ

る。すなわち、ばらまき型の事業ではなく継続性の問題を重要視することが第一である。

これは行政が経済効果を含めて、責任を持つべきことではないだろうか。これをしタラ、

こうであレバの考えでは成功しない。この考え方はタラレバ型と言い、失敗に終わる典型

である。 

いわき市の歴史を振り返ってみれば、スパリゾート・ハワイアンズは正にイノベーション

だったのだ。常磐炭鉱の閉山について、何か新しいことを始めなければと思い立った人々

が、温泉とハワイのフラ・ダンスをベースに観光を始めるということは正にイノベーショ

ンであった。東日本大震災を機に一気にいわきのフラ・ガールは全国区になった。もとも

といわき湯本には温泉ホテルや旅館がある。温泉街クラスターとエコシステムが形成され

ていると言える。スパリゾート周辺に小さな旅館が１，２０軒ある、また湯本駅から温泉

ホテル・旅館がいくつもあるが、熱海などのような歓楽街の要素は少ない。 

また国宝の白水阿弥陀堂の周辺は何もない。位置付けとしてはいわき湯本で止まっている

観光客が、観光バスで白水阿弥陀堂を周り、小名浜に海産物を買い行き、アクアマリン福

島を見るといった観光エコシステムの一部になっている。とはいえ、近年、夜間のライト

照明を行い地元の客を集めてはいる。以前は二、三軒のお茶屋とか土産物屋があったが、

それも無くなった。そういった意味では独立した名所として、茶店や参道があり、土産物



屋がたくさんあってにぎわうものでもない。夜間のライト・アップの時は露店が出て、に

ぎわうといった形である。また白水阿弥陀堂のある内郷は炭鉱であったことから、その石

炭の散策路が作られている。阿弥陀堂周辺は山々に囲まれ、池に囲まれて、その池を周る

散策路は落ち着いた風情を感じさせる。今後の観光の観点での開発が興味深い。今のこの

レベルに持ってくるまでに開発と宣伝は時間をかけて行われたという。それだけ地道な取

り組みであったのだ。 

今回の調査からいわき市にはイノベーション・エコシステムを作るための人が極めて少な

いとも考えられる。１４市区町村合併はしたが、それぞれの地域の意識が強く、それを投

網をかけたように仕組み立てができるとも考えられない。それ故に、イノベーション産業

を誘致することを先見課題としたい。また、大学はイノベーションを起こせる人材の育成

にあたるべきであろう。特に行政の地域経営への重点の移行が望まれる。これも地方行政

の人々の意識改革のための教育を大学が担っていくことだと考える。 

経済力があるから人口減少は増加に転じることができるのか？に対しての答えは、少なく

とも経済基盤があることで、仕事があり、豊かな生活が営まれるという環境を整備しなけ

ればならないであろうと言える。国内は人口減少であり、市場規模が縮小することからも

海外市場に対してのアプローチが有効であると考える。 

「いわき市には産業構造も含めての都市のビジョンがない。今のままでは宝の持ち腐れで

ある。都市作りの戦略がない。例えば、小名浜港は重要な資源だが、今は充分に活かされ

ていない。商業貨物をもっと扱うなどもある。コンベンション・ビルを作れと言っていき

たが、出来たのは観光ビルであり、入っているのは観光センターになってしまっている。

よそとの連携でいわきはどうなっていくかを考えなくてはならないのに、これまでいわき

は自己完結型が多かった。これを変えていかなくてはならない。全てはトップ次第である。

宮城県はベトナムにAEONモールができた時にアンテナショップを入れるとトップが決め

てやっている。何が売れるかわからないので、いろいろな物を持って行ったりした。九州

は海外に向かってもいろいろ動いている。これは九州という所が元来、海外に向かっての

活動が多い所でもあったからでもある。こういった面を今後はやっていかなくてはならな

いと思う。トップが代替わりをしていく中で損なわれていくものもある。いわき市はその

誕生の時にはビジョンがあった。それが今は時代と共に損なわれてしまっている。」インタ

ビューより。こういったことから地域行政という観点ではなく、地域経営として継続性の

あるものが求められていくものと考える。全国の地域資源をベースにしたものは小規模の

ものになりがちである。逆に大量生産、大量消費の時代が過ぎて、少量多品種の時代であ

り、ビジネス・グロスは規模が小さくなった。それだけにフレキシブルな対応が求めてら

れてもいる。そして、人口減少による国内市場の縮小は結果として海外市場に目を向ける

のが自然な成り行きでもある。あるいは規模に見合った、成長でいいのかの判断もあるか

と思う。 

 



９－２．提言 

提言 

地方行政はイノベーション産業を誘致する政策を実施する 

地方行政はイノベーション・エコシステムを作る政策を実施する 

地方行政は地域の経済効果に責任を持つ 

地方行政はそのミッションを地域経営へと比重を移す 

地域経営としてのビジョンを持つ 

地域はグローバル・マーケティングを実施する 

大学はグローバル・イノベーションに関しての教育を行う 

大学は地方行政を地域経営の視点にするための教育を行う 

 

１０．おわりに 

今回の調査研究は限られた期間内のみであり、また中小企業診断士の活動がイノベーショ

ンに対しての支援として実施しているものはあまりないし、小規模でのイノベーションに

は経営資源が乏しくなかなかうまくいかないとなったのは仕方のないこととも言える。 

様々な切り口で調査研究することで地域の今後の在り方を模索することに関しての一助に

なれば幸いであると考える。振り返れば、平成２７年８月から１１月の第一次調査研究の

最中に政府より人口ビジョンの発表があった。それが４７都道府県から市のレベルに至る

まで、今年度は発表されたものが出そろってきている。そういった意味からも日本の内環

境の変化が明確に示されてもいる。今回の調査研究ではこういったものも織り込んである。 

今回の第二次調査研究から次の課題点が挙げられる。 

１．タラレバ型人口ビジョンの戦略ではなく、継続性のある地道な産業育成を行うこと 

２．大企業中心型の行政政策は地域の現場目線を失いがちであり、産業のシーズを育成す

ることにもっと力を注ぐべきである。 

３．イノベーション・エコシステムの事業化は極めて難しく、大きな成果は得にくい。 

４．行政は地域経営の時代に入ったことを認識すべき。 

５．大学は地域経営とイノベーションに関しての教育を広く行っていくべき。 

６．人口減少に向けての本格的な打ち手を考え、実行するべき。 

これらは第三次調査研究以降に取組みたいと考えている。 

 

今回の地域振興戦略研究の第二回の公募に対しての調査研究企画の採用について、ここで

お礼を述べたい。さらに貴重な時間をいただき、インタビューをさせていただいた方々に、

深く感謝をここでさせていただきます。 
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