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 高校までの授業では、経済学はもちろんのこと経済に関係する内容の学習は極めて限ら

れています。また、日々の暮らしでも働く経験だけでなく買い物など消費の面でも日本や

地域の経済を自分の体験として実感する機会が少ないのが実態です。一方、毎日、新聞や

テレビあるいはネットのニュースでも経済関係の報道はあふれていますが、経緯や背景ま

で説明してくれるものは少なく、高校生からみれば「走っている電車に飛び乗る」ような

もので、到底その内容を十分理解し自然と興味が湧くというものではありません。 

 大学で経済学を学ぼうとする高校生にとって、最も必要であり同時に最も不足している

のは、経済学が対象とする経済現象のことを、身近に知って「経済っておもしろいな」と

感じられる、コンパクトで分かりやすい読み物だと考えられます。 

 このコラムは、2020 年 4 月に新たに開設された「新潟県立大学国際経済学部」の教員

が、専門分野の内容を分かりやすく解説するものです。 

 高校生のみなさんは、是非、気楽な気持ちで興味の湧いたコラムを読んでみて下さい。

よろしくお願いします。 
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コラム１「グローバル・ニッチトップ企業を知っていますか？」 

 

 私は、地域経済を活性化するための方策やそのために不可欠なイノベーションの担い手

として注目される中小企業の研究をしています。グローバル・ニッチトップ企業あるいは

略して GNT 企業とは、特定の分野で他の企業を大きく引き離す高い競争力を有する企業

で、グローバル市場で活躍している企業です。次から次へと新製品を生み出すイノベーシ

ョン能力が高いのが最大の特徴です。また日本全国に広く分布し、地域経済に占めるプレ

ゼンスが大きく、その経営者は地元の有名人であることが少なくありません。実は、新潟

県にもこうした企業がたくさんあります。 

もちろんGNT企業には大企業もないわけではありませんが、中小企業がほとんどです。

なぜかというと、グローバル・ニッチトップ企業のニッチはニッチ市場を指しますが、そ

の製品は大量生産された画一的な製品と違い、デザインを良くしたり、特定の機能を格段

に高めたり、特殊な用途に絞ったりして少数のユーザー（利用者）向けに作った製品（差

別化された製品）だからです。したがって、ニッチ市場は、必然的に小さくなります。大

企業は、大量生産を得意とし、ニッチトップ型の中小企業は少量生産を得意とします。 

こうしたGNT企業と呼べる中小企業は、日本だけでなく先進国に共通して存在します。

特に活動が活発なのは、日本以外ではドイツとイタリアです。国毎にいろいろな特徴があ

ります。日本の GNT 企業は、日本列島が 1980 年代まで世界の工場のようになって発展し

たことを背景に、モノを製造する企業や研究開発など行う機関向けに必要な装置や機械あ

るいは測定機・計測器などを作る（企業向けビジネス：BtoB）企業が多いのが特徴です。

例えば、東京の瑞穂町にある日本分析工業（株）は、プラスチックなどの樹脂（固体）を

熱してガスにした上でその成分を分析する特殊なガスクロマトグラフィー分析装置を作っ

ています。世界で他にこの製品を作っているのはドイツの 1 社だけです。この製品は、全

国 47 都道府県警察の科学捜査研究所で、交通ひき逃げ事故の犯人の特定などに活躍して

います。あの沢口靖子さん主演のドラマの舞台の科捜研です。 

ドイツの GNT 企業は、「隠れたチャンピオン」と呼ばれています。あまり目立たない比

較的小さな企業だが世界市場でナンバーワンの実力を持つチャンピオンであるという意味

です。中堅中小企業で、地方都市に本社を置いて、創業からの歴史が長く、ニッチ市場の

販売で世界的にみて大きな割合を有し（「世界市場シェアが高い」と言います。）、売上げの

50％以上を海外向けに輸出しているというのが共通する特徴です。日本の GNT 企業と比

較すると、従業員の平均が日本は 100 名程度なのに対しドイツの隠れたチャンピオンは平

均 2000 人位と中堅企業が多いのが特徴です。また、日本より、輸出比率が高く、消費者

向け（BtoC）の製品を扱う企業が多いという特色もあります。隠れたと言うには有名過ぎ

ますが、イメージしやすい例を挙げれば電気ひげ剃り器（シェーバー）のブラウンがあり

ます。 

イタリアの GNT 企業の特徴は、日本よりさらに従業員数の少ない小企業（だいたい 15

人以下）が同じ分野の製品を作って特定の場所に集まっているということです。こうした

場所を「産地」と呼びます。こうした産地は、イタリア全体で 200 ぐらいあって、ガラス

工芸、貴金属、皮革、アパレル製品（デザイン性に優れた衣服）、食品加工、産業機械など
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さまざまです。新潟県であれば、燕三条に洋食器・厨房器具・包丁、より広い範囲にお米

を原料とするお菓子や日本酒のメーカーが集まっていることを思い出して下さい。それに

近いイメージです。特に特徴が際立っていて、よく研究されているのがボローニャという

イタリア中北部（地図で言うと長靴をはいた足の付け根の真ん中）の都市に集まる包装機

械メーカーの産地です。キャンディーやチョコレートなど食品を包み紙などで自動的に包

装する機械です。製品ごとに大きさや形が異なっていますので、これに対応して包装機械

も驚くほど多種多様です。小さな包装機械メーカーに勤めていた従業員が、独立して別の

包装機械を作るという形で枝分かれするように企業が増えていくこと（スピンオフの連鎖）

で、産地が形作られます。小さいとはいえ立派なグローバル企業で、世界中のお菓子メー

カーの注文に応じ製品を輸出しています。 

これまでの説明からわかるかと思いますが、先進各国の GNT 企業は、①地域に根差し

た中堅中小企業である、②他の企業が作らない製品を生み出す力（イノベーション能力）

を有している、③そうして生み出された製品は高い競争力があって世界中に輸出されてい

るという共通の特徴を持っています。こうした企業にさらに発展してもらい、こうした企

業の数を地域で増やしていくことができれば、地域経済の活性化につながります。このよ

うな事例からもわかるように、地域の発展をグローバルな経済活動と切り離して考えるの

は適切ではありません。特に、日本ではこれから人口減少が急速に進みます。日本の市場

はこれからどんどん小さくなっていきます。こうした環境下で、地域を活気のある生き生

きとした生活の送れる場として、今後も残していくためには、グローバルに活躍する企業、

そこで働く人材が不可欠なのです。 

新潟県立大学国際経済学部では、グローバルに活躍し地域経済に貢献する人材を生み出

していくという目標を掲げています。グローバル・ニッチトップ企業の実態などを紹介す

る講義などを通じ、具体的かつ分かりやすく、地域の問題を考えていきたいと思います。 
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コラム２「意外と知らない中小企業のこと」 

 

中小企業というとどういうイメージでしょうか。町のお魚屋さん、八百屋さん、近所の

〇〇鉄工所のような工場、大手チェーンの直営でないガソリンスタンドやラーメン店、珈

琲店などでしょうか。コラム１「グローバル・ニッチトップ企業を知っていますか？」で

は、何の説明もなしに中小企業という言葉を使っていました。高校はもとより、一般の大

学の経済学部でも、授業内で中小企業のことを体系だって教わることはほとんどありませ

ん。非常勤講師を務めていた東京大学経済学部の 4 年生向けの講義や新潟県立大学の国際

地域学部の 1 年生向けの講義でも、以下で紹介するような話をすると、多くの人が知らな

かった、認識不足だったという感想を漏らします。 

中小企業は、企業を規模で分けるもので、国が主に政策上の必要性から定める概念です。

そのため、中小企業の定義は、国によって異なっています。日本の場合は、1963 年に制定

された「中小企業基本法」という法律で、製造業、卸売業といった大きな業種のくくり毎

に、資本金と従業員数という二つの企業規模を表す指標で定義しています。1999 年に資本

金の上限額を引上げるなどの法改正が行われ、製造業その他注 1）の場合は、資本金が 3 億

円以下あるいは常時使用する従業員の数が 300 人以下を中小企業としています。同様に卸

売業では資本金 1 億円以下あるいは従業員 100 人以下、サービス業では 5 千万円以下、

100 人以下、小売業では 5 千万円以下、50 人以下となっています。 

注 1）製造業その他の「その他」は、鉱業、電気・ガス・水道業、金融・保険業、情報通信業などです。  

この定義のポイントは、資本金か従業員数かどちらかの基準を満たしていれば中小企業

ということになり、定義でカバーされる企業の範囲が広くなることです。中小企業白書に

よると 2016 年に日本の全企業数注 2）は 3,589,333 社ありました。このうち、中小企業の定

義に該当する企業は 3,578,170 社で、なんと全企業数の 99.7％を占めているのです。中小

企業以外を大企業とすると、大企業の数は 1 万 1 千社でわずか 0.3％です。従業員数、勤

めている人の数でみると、大企業は 1 社当たりの従業員数が多いので、中小企業に該当す

る企業の占める比率は 68.8％に低下します。しかし、常勤の形で働く人の 2/3 は、中小企

業で働いていることになります。高校生の皆さんは、良い大学に進学し、卒業後はよく知

られた大企業に就職するのかなあと漠然と考えているかもしれませんが、大企業は企業の

0.3％しかないことを知っていたでしょうか。企業数は企業の本社の数です。大企業の本社

は大都市地域、とりわけ東京に集中していることはよく知られています。したがって、新

潟県のような地域ではより一層中小企業の占める割合が大きくなります。 

注２）会社（法人）だけでなく個人商店のような個人事業者も含みます。 

日本の中小企業には、諸外国に比べ、いくつかの大きな特徴があります。一つは、数が

多いことです。数が多いだけでなく、その活動は活発で、経済に大きく貢献しています。

企業が 1 年間で生み出した価値（付加価値額）でみると、2015 年で 52.9％を占めていま

す。付加価値額の合計が GDP（国内総生産）です。この数字は非 1 次産業の合計です。他

に農林水産業という 1 次産業がありますが、経済に占める比率は低いので、中小企業が

GDP のかなり大きな部分を稼ぎ出していることが分かります。 

もう一つの特徴は、日本の製造業の国際競争力は高いことが知られていますが、これを
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中小ものづくり企業が支えている部分が大きいということです。製造業に属する中小企業

は、2016 年で 38 万社ありますが、このように多くの中小企業がものづくりに関わってい

る国は他にありません。しかも、日本ではこうしたものづくり中小企業が特定の地域に集

まって、「集積」を形成していることも特徴です。愛知県豊田市のようにトヨタの大工場の

回りに自動車部品の製造や加工を行う企業が集まっていたり、東京都の大田区や大阪府の

東大阪市など、金属などのさまざまな加工を行う中小企業が集中していたり、京都府の西

陣織とか福井県の鯖江の眼鏡フレームのように特定の製品を中小企業が分担して作る「産

地」があったりと形はさまざまですが、中小企業が特定の地域に集まっているというのも

大きな特徴です。新潟県には、燕市は洋食器、三条市は刃物、五泉市はニットと産地が見

られますが、燕三条は大田区や、東大阪市のように金属加工を行う企業が集まる中小企業

集積という面も有しています。 

このように日本は、元気に活躍し地域経済にも貢献する中小企業が多いという世界的に

見ても珍しい中小企業国と言える特徴を有しています。しかし、近年、急速に中小企業の

数が減少しています。1 年間で新しく開設される企業が全企業に占める比率を開業率、廃

業する企業が全企業に占める比率を廃業率と言います。中小企業白書によると、製造業の

開業率は 2001 年以降 0.7％から 3.4％と低水準で推移しているのに対し、廃業率は 5.4％

から 6.2％と高水準で推移しています。しかも、この間のどの期間を取っても廃業率が開

業率を上回っています。要するに新しい企業が生まれず、古い企業がどんどん廃業するの

で、企業の数が減っていることになります。廃業する企業のほとんどが中小企業ですので、

中小企業が減っていると言い換えることもできます。 

廃業が多い理由は、後継者がいないということがよく指摘されますが、むしろ将来の長

期的な仕事の量（需要の見通し）に悲観的になっている経営者が多いこととこうした経営

者の多くが現在 70 歳代を迎え自分が元気なうちに企業を畳んで従業員や使える設備を引

き取ってもらおうという時期に当たっていることが大きな理由であると私はみています。

大田区では企業数が大きく減少する中、1 企業当たりの売上高は増加しています。実際、

廃業する企業の従業員や機械を引き継ぎ規模を拡大している中小企業も存在しています。 

コラム１にも書きましたように、国際的に活躍し地域に貢献する中小企業であるグロー

バル・ニッチトップ企業が近年注目されています。こうした企業がさらに発展したり、今

はまだ国内向けの仕事にとどまっている企業が新たに海外市場を開拓する企業に生まれ変

わったりすることで地域の経済には良い効果が期待できます。国も地方自治体も、グロー

バル・ニッチトップ企業のような地域に貢献する中小企業の規模を大きくしたり数を増や

したりすることを支援する政策を展開しています。国際経済学部で私が担当する科目では、

こうした全国の取り組みの成功事例などを紹介していきたいと考えています。 
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コラム３「ITと中小企業」 

 

ITが引き出す小さい組織の無尽蔵の可能性 

 中小企業のような多様で活動的な小さな組織が多数存在している地域にとって、将来の

展開を考える上で朗報があります。今後さらに進む IT（情報通信技術。ICT と略称される

こともありますが、より簡単な IT を使います。）革命により、地域のプレーヤーの活躍の

場が一気にグローバル市場に拡大するという可能性です。既にその兆候は見えています。 

米国のシリコンバレーが発展する理由として、もちろん元気な企業が数多く存在してい

ることもありますが、それだけでなく IT 関連のイノベーションがそこで生まれ、実験場

のように他の地域に先駆けて導入され、実際企業の競争優位として活用されていることも

大きいと考えられます。シリコンバレーには、もう一つの特徴として、最初からグローバ

ルに展開しグローバルに外部資源（ヒト、モノ、カネ）を活用している企業が多いという

事実があります。その背景にも、こうした企業が他の企業よりも IT の動向に精通し、常に

IT の利用を考えていることも見逃すことができません。IT には、企業のグローバルな活

動を支え、活発にする機能があります。 

 

Amazonの金の卵はロングテールを形成するニッチ製品 

 現在、日本の相対的に収入が多い、あるいは資産を多く保有している富裕家計には、お

金があるものの買いたい商品が見当たらない「需要飽和」という現象が見られるという説

があります。こうした人々が購入したい製品を提供する方法は基本的に二つあると考えら

れます。一つは、世の中に存在していない新製品を提供する（プロダクト・イノベーショ

ンと言います。）ことです。もう一つは、既存の規格化された大量生産品と、品質、機能、

デザインなどで異なると人々に認識させる「製品差別化」という方法で、ニッチ製品を生

み出すことです（詳しくはコラム１を参照して下さい。）。全く純粋な新製品を創造するこ

とは、よく「発明」といわれることからも分かるように、誰にでもできるものではなく、

そう簡単なことではありません。それに比べ、ニッチ製品を生み出すことは日頃から多く

の企業が取組んでいることで、成功確率という点から見て、経済活動に持つ重要性は無視

できません。しかし、これまでニッチ製品の売り先の確保、海外市場への進出は決して容

易ではありませんでした。製品は創ったけれどもなかなか売り先が見つからないというこ

とがニッチ製品の最大の弱点だったと言うことができます。 

 現在進行中の IT 革命は、ニッチ製品に市場を提供しその市場を一気にグローバル化す

る可能性をもたらしています。Amazon など IT を駆使し製品を通信販売する企業の機能

は次のように要約できます。製品を売りたい企業が出品する、消費者が製品を探す、検索

機能を通じて両者をマッチングする、この三つの機能を果たす「場（プラットフォーム）」

を提供することです。IT を活用した「販売プラットフォーム」ビジネスと表現することが

できます。 

これまでニッチ製品はローカルな市場を形成していたものがほとんどです。それは販売

が口コミで広まる評判に依存していることによるものです。例えば美容院やエステティッ

クサロンでのみ販売されるシャンプーや化粧品はローカルなニッチ製品の典型です。しか
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し、こうした製品も販売プラットフォームを使えば、一気に市場が広がる可能性がありま

す。それを支えるのが販売プラットフォームによる実際の利用者から集めた「レビュー」

の提供です。消費者は使ったことのない製品でもレビューの評価や内容が良ければ購入し

ようという気になります。また、レビューの質を評価する尺度として、その閲覧者が「参

考になった」と投票する仕組みも優れています。参考になったが多ければ、レビューの信

頼性が高いと判断できます。 

 販売プラットフォームにとって、ニッチ製品は金の卵です。それを説明するのが「ロン

グテール（long tail）」現象です。個々の製品の一定期間における販売金額を縦軸にとり、

各製品の販売金額の棒グラフを多い順に製品を並べていくと、図のように右に裾野を引い

たロングテール（長い尾）という形を示す（アンダーソン（2014））ことが知られていま

す。尾が長く続いていることは、需要量は小さいが多種多様な製品が大量に存在すること

を示しています。 

 

 

販売プラットフォームは、IT を駆使して、このロングテールを構成する数多くのニッチ

製品を消費者に提示します。それまでローカル市場でニッチ製品を提供していた企業から

みると、販売プラットフォームは、今まで想定もできなかった広範囲の消費者に瞬時にマ

ッチングし需要を顕在化させることができます。ニッチ製品の個々の売上げは小さくても

合計すれば大きくなります。それは、図の長い尾の面積で表されます。販売プラットフォ

ームにとって、ニッチ製品の出品が多ければ多いほど売上が増えます。彼らは物流や取引

のシステムを既に確立していますので、新しい商品アイテムを追加しても固定費の増加は

ほとんど発生しません。運用に必要なコストを手数料が上回れば確実に儲かり、売上の増

加は利益の増加となります。Amazon の躍進は、こうした IT を活用したビジネスモデル

によるものです。 
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 一方、ニッチ製品の提供者にとっては、販売プラットフォームの活用で、販路が一気に

海外まで広がる可能性が出てきます。しかし、Amazon と違って手放しに喜ぶことはでき

ません。大きな問題は、模倣（コピー）製品の発生を防げるかどうかです。それができな

いと他の事業者との競争が激化して市場のうまみがあっという間になくなってしまう可能

性もあります。これは BtoC（消費者向けビジネス）のニッチ製品には常に存在するリスク

です。BtoB（事業者向けビジネス）の場合に比べ、一般的に、製品差別化の程度が低く、

差別化の余地も少ないことから、コピー製品を作られやすく、消費者に差を認識させるの

が難しいという弱点によります。販売プラットフォームにとっては、安い模倣品も品揃え

のうちであり、彼らに正規品に対する特別の保護や配慮は期待できません。したがって、

ニッチ製品を提供する企業には、模倣品との競争を避けるために販売プラットフォームを

使わずにあくまでローカルな市場で高価格少量販売をするという選択も十分ありうると言

えます。しかし、IT を駆使した販売プラットフォームの出現はニッチ製品を扱う規模の小

さい中小企業に新しい可能性を開いていることだけは確かです。 

 

ものづくりの多種多様な分業を可能にする IT 

Amazon 同様、日本でもよく知られている米国企業に Apple（アップル）があります。

Apple は iPhone の企画・設計・販売は行いますが、部品の生産や加工、組立ては台湾の

メーカーやその中国の工場などに外注しています。アップルはいわゆるファブレス（工場

無し）企業です。台湾など遠隔地の外国企業との受発注を通じた共同作業を支えるのはや

はり IT です。一方、日本のエレクトロニクス系大企業は、外注の比率を下げ自社内でで

きるだけ生産を行う垂直統合という方式にこだわり、IT で可能性の広がる他企業との分

業を行わずみすみすチャンスを逃していると指摘する識者もいます。 

米国企業は、1980 年代日本企業との競争にさらされ、一時期工業製品の生産全般から

大きく後退するかに思われました。しかし、エレクトロニクス系を中心に劣勢を挽回し逆

に近年競争優位を強めています。その要因の一つが、販売上のビジネスモデルです。

Apple は創業者スティーブ・ジョブズのこだわりから、ものづくり製品である iPhone や

iPod の製品差別化、ブランド化に熱心であり、それに成功しています。同時に音楽配信

サイトの iTunes Store（前節で紹介した「販売プラットフォームビジネス」に相当しま

す。）などさまざまな付帯サービスを提供し、自社製品の利用価値を高めています。これ

は、機械（ハードウェア）そのものの性能などで優れるソニーのウォークマンが、実際の

ビジネスにおいて Apple に遅れを取る原因になっています。Apple のもう一つの競争優

位の源泉は、アウトソーシング、具体的には EMS の活用という生産上のビジネスモデル

にあります。 

EMS（Electronics Manufacturing Service）は、電子機器の受託製造サービスを意味

します。EMS の発祥は SMT（Surface Mount Technology：表面実装技術。プリント基

板上に極めて多くの部品を詰め込むことを可能にする技術。）が 1980 年代はじめから利

用可能となったことにあります（稲垣（2001））。この技術は部品などの生産の自動化率

を大幅に引上げることが可能で、生産性向上が期待できます。しかし、大きな設備投資が

必要というもう一つの特徴があります。そのため自社で設備投資を行えない米国の中堅メ
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ーカーは同じく米国の部品製造やチップと呼ばれる部品のプリント基盤への装着を行う専

業メーカー（EMS 企業）に製造を委託することになるのです。 

エレクトロニクス分野でこうした外注（水平分業）が進む理由は、多くのエレクトロニ

クス製品で、プリント基板に部品を組み立てる設備もそこで使われる部品も共通している

からです。EMS 企業は、複数の企業から受託して設備を効率的に利用することで競争力

を確保しています。一つの工場で複数の製品を作るだけでなく、同じ設備（生産ライン）

で複数の製品を並行して作れるため、設備をフルに活用でき（稼働率を高め）、コスト上

有利となります。 

その後、外注される工程が拡大され、発注先は台湾を中心とする海外に広がっていきま

す。日本企業のシャープを買収した台湾の鴻海精密工業（フォックスコン・グループ（鴻

海科技集団）の中核会社。以下、ホンハイ。）はその代表的企業です。 

ホンハイのような EMS 企業は、現在では、「設計、部品調達、サプライチェーン管

理、物流、さらには製品修理に至るまで、物理的製品に伴うあらゆる業務を請け負うこと

ができるまでになってい」（稲垣（2001））ます。言い換えれば、提案力や開発力を備え

るとともに、事業から撤退する企業の工場や物流拠点を、従業員を含め買収し積極的に規

模や業務範囲を拡大しているのです。 

 EMS 企業との水平分業については、かつて受発注者間の取引コストや情報交換コスト

がデメリットとして指摘されていました。しかし、IT の進歩により発注者と EMS 企業

の間の情報ネットワークが整備され、情報交換の仕組み（インターフェイス）の標準化が

図られ、取引コストなどが大幅に低減されました。加えて、EMS 企業内の業務効率化や

生産性向上（工場内の設備や情報通信システムの工場間の標準化など）、EMS 企業のサ

プライチェーンマネジメント能力の向上（異なる製品間での部品などの共通化、標準化を

通じた部品製造企業に対する優位の確立など）に IT が大きな威力を発揮しています。 

 なお、今や EMS 全盛の時代を迎え、かつて日本のエレクトロニクスメーカーに納入し

ていた日本の部品メーカーは EMS から厳しいコスト要求を突きつけられ、対応に苦慮す

る場面が増えていると言われます。 

EMS を、従来の部品などの外注のシステムの単純延長線上にあるものと見るのは危険

です。開発・設計はメーカー、製造は EMS という関係は単なる工程の外注ではなく、頭

脳部分の活動と手足部分の活動を完全に分離・分業する動き、加工組立型のものづくりに

本質的な変化をもたらす動きととらえるべきです。企業は、これまで技術的に分離が困難

で企業内で統合する選択肢しかなかった活動を、今や分離する自由度を手に入れたと認識

すべきです。少なくともこのような分業が今日ほど一般化し幅広く普及することはありま

せんでした。IT そのものの進歩とその応用がなければ到底考えられない現象と言うこと

ができます。また、EMS はエレクトロニクス分野に限られているとはいえ、今や自動車

も「電子部品の塊」と言われる時代です。その影響の広がりは大きいものがあります。 

このよう、IT の進歩は、今後ますます企業間の国境を越えた新しい分業を可能とし、企

業が一定の分野に特化し棲み分けをする機会を拡大し、企業間の連携の組合せを多様にし

ていくことが予想されます。このことは、規模の小さな中小企業の大企業に対する不利を

解消し、むしろ活躍の余地を広げることを意味します。 
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米国ではシリコンバレーなどから、IT を活用したエレクトロニクス関連の新製品や主

要なデバイス（IT 関連製品を構成する部品や装置。特に半導体デバイス。）を提供する多

数のベンチャー企業が生まれています。この背景には、製造を最初からアウトソーシング

することで製造のための設備投資をしなくても事業が始められ、参入障壁が極めて低くな

ったことがあると指摘されています。IT は、イノベーションを目指し知恵やアイデアで

勝負しようという小さな企業のチャンスを今後とも拡大していくことが期待されます。 

 

（参考文献） 

アンダーソン, クリス. (2014), 『ロングテール』, 早川書房. 

稲垣公夫. (2001), 『EMS 戦略』, ダイヤモンド社. 
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コラム４「多様性とイノベーションと中小企業 

－ジェイコブズの都市像」 

 

ジェイン・ジェイコブズという人 

 よく有名人などへのインタビューや自己紹介の記事で、「尊敬する人」という欄がありま

す。筆者の場合、40 歳代半ば以降、ジェイン・ジェイコブズとアルバート・O・ハーシュ

マンの二人を挙げることにしています。両人とも、人間としての生きざまに崇敬の念をい

だくとともに、研究内容からも大きな影響を受けている人です。世の中から権威の高いと

される経歴とは無縁でいたのも共通していました。にもかかわらず、幅広い学識を有した

20 世紀の「知の巨人」と呼ぶのがふさわしい存在です。実際、両人ともノーベル経済学賞

にという声が一部専門家からありましたが、アカデミックキャリア（大学等で教育を受け、

研究を積む専門家としての経歴）を重視する学界全体から受け入れられるものではありま

せんでした。 

ジェイコブズは、1916 年、米国ペンシルバニア州の石炭産業を中心に 1940 年代まで栄

えた産業都市スクラントンに生まれました。そして、90 歳を目前に残念ながら 2006 年 4

月、カナダのトロントで亡くなります。2016 年は、生誕百年ということで日本を含む世界

各国で、彼女を偲んでさまざまな記念のイベントや出版が行われました。 

ジェイコブズは高校卒業後すぐ仕事に就きたいと考え、世界大恐慌後の不況の時期に、

地方都市から大都会ニューヨークに向かいます。アルバイトを含めさまざまな職業に従事

し、大都市における仕事の仕組みをつぶさに観察する経験を得たとされます。その後、業

界紙（特定の業種の企業や関係者を読者とする新聞）の記者をしつつ、ニューヨーク・ヘ

ラルド・トリビューンといった新聞やボーグといった雑誌に自由契約の記者として寄稿す

るようになります。第 2 次世界大戦中は戦時情報局に勤務し建築家ロバート・ジェイコブ

ズと知り合い、結婚します。 

夫の職業を通じて建築や都市のことに知識を深め、関係する学会誌「アーキテクチャル・

フォーラム」の編集同人を 1952 年から 62 年まで務めます。この間に、当時都市研究の大

家として有名だったルウィス・マンフォードなど多くの都市専門家の知己を得る一方、独

自の都市観を作り上げていったとされます。 

61 年に処女出版である“The Death and Life of Great American Cities（邦訳「アメリ

カ大都市の死と生」鹿島出版会）”を発表します。この本では、彼女が長年住み慣れたニュ

ーヨークのグリニッジ・ビレッジを理想の都市像として、都市内の地域を用途毎に別区画

として編成するゾーニングという方法による都市計画、貧しい人が多く住むスラムとよば

れる地域の再開発など当時の学界の新しい考え方やそれを取り入れる行政の動きを批判し

ました。グリニッジ・ビレッジは、ニューヨークのマンハッタン島の中にありますが、彼

女が暮らした当時は、さまざまな古さのビルが混在し、1 階には雑貨店、理髪店、レスト

ラン、花屋など個人商店が入っていて、比較的狭い道の歩道は人でにぎわっていたようで

す。昼はそこで働くサラリーマン、夜は劇場、ジャズのライブハウスなどでエンターテイ

ンメントを楽しむ人、鑑賞後の食事を楽しむ人が集まってきました。そこで暮らし働く人

たちも多く、若手の芸人や画家・音楽家の卵もその中に多数含まれていました。 
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このようなまだ成功していない貧しい芸術家のことを、ボヘミア地方からパリに出てき

た一群の人の呼称から「ボヘミアン」と呼びます。余談になりますが、筆者はニューヨー

ク近郊といえるコネチカット州ニューヘイブンのイェール大学の大学院に入学した 26 歳

の時に、父のいとこの日本人女性アーティストをマンハッタンのソーホー地区に訪ねたこ

とがあります。70 年代以降、グリニッジ・ビレッジは家賃が高騰し南に隣接するソーホー

地区に芸術家は移ったとのことです。 

ジェイコブズの処女作は、著者が女性で高卒でママさんでジャーナリストであるという

こと、当時主流となりつつあった都市計画やスラムの再開発などを強く批判したことから、

当初専門家や学界から強い反発や批判が寄せられました。しかし、ユニークな着眼と数多

くの事例を通じた説得力によって、その後世界的に高い評価を得て今や 20 世紀を代表す

る古典となっています 。米国の名門出版社ランダムハウスの歴史的名著を集めた叢書モ

ダン・ライブラリー・シリーズに収められ、釈迦、アリストテレス、シェイクスピア、ア

ダム・スミスなどと名を連ねています。しかも彼女の場合、存命中に収載されるという稀

有な栄誉に浴しているのです。 

その後、68 年に愛着の深い米国ニューヨークを離れカナダ・トロントに移住し、69 年

に後で詳しく紹介する“The Economy of Cities”を出版します。その後も旺盛な執筆活動

は続き、84 年“Cities and the Wealth of Nations（邦訳「都市の経済学」）”、92 年“Systems 

of Survival （同「市場の倫理、統治の倫理」）”、2000 年“The Nature of Economics（同

「経済の本質」）”、 2004 年“Dark Age Ahead（同「壊れゆくアメリカ」）”を執筆、いず

れも各国語に翻訳され、広く愛読されています。一言でいえば、ジェイコブズとは、都市

経済などさまざまな分野で影響力の大きな著書を次々と発表してきた独立不羈の知的巨人

ということができます。 

 

にぎやかで活気のある都市の４条件 

 「アメリカ大都市の死と生」の中で最も世の中に知られ、実際の都市設計などにも影響

を与えた部分としては、「都市が発展するための 4 条件」が有名です。都市論者として彼女

の名を不朽のものとしたといっても過言ではありまん。 

ジェイコブズの 4 条件とは、①異なるいくつかの目的で、異なる時間帯に、さまざまな

人が利用すること（例えば昼は職場やショッピング、夜は観劇や飲食、夜中はそこに居住）、

②短いブロックで区切られ、横道が沢山あって、目的地にいろいろな行き方ができ、通り

に多様性があること、③異なる古さ、タイプ、サイズ、管理状況のビルが混在しているこ

と、④人口密度が（昼も夜も）高いことの４つです。 

このうち、①は都市の一部である地域が１日の間にさまざまな用途で多くの人に利用さ

れることを示しています。後に専門家によって、「混合一次用途の原則」と名付けられまし

た。最近の大規模都市再開発では、ビルの周辺のスペースや駅からのアクセス通路に樹木

を植え噴水を整備しイスを配置するなどして、人が短時間留まり休息を取ったり簡単なイ

ベントを開催できるスペースを確保したりしています。これは、不完全ながら「混合一次

用途の原則」に対応する努力の表れであり、単純なビジネス目的のオフィスビルに多様性

を持たせる工夫です。 

②については、ジェイコブズも既に指摘していますが、エレベーターを思い出すと、よ
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く理解できます。高層ビルのエレベーターは、乗っている間、密室になります。乗り合わ

せている人がどこのどのような人かは分かりません。暴力をふるう人や犯罪者かもしれま

せん。恐怖心といわないまでも警戒心を持ってエレベーターに乗った経験は誰にでもある

はずです。道も一緒です。道の途中で横道がない、切れ目がない一角のことをブロック（街

区）と言います。ブロックが長いと逃げ場がないという意味でエレベーターと同じ状況が

発生します。だから、ブロックは長すぎず適当に曲がれる横道がある方が人は安心感を持

つことができます。また、京都の大通りは碁盤の目のように整然となっています。しかし、

その間に小さな道がたくさんあって、それぞれの通りが特徴のある商店やサービスを提供

するお店で独特の雰囲気や個性を発揮しています。整然としすぎず、少し雑然としている

ところから、街の多様性が生まれ、そこに活気が出てくるのです。 

③は、家賃と関係します。古いビルには確かに不便がつきものですし、少し汚れたり壊

れたりしています。その分、家賃が少し割安になります。そうするとニューヨークなどの

大都会に出てきた芸術家の卵やレストランの見習いなど若い人でも住むことができます。

新旧のビルが混在する多様性があるところには、多様な人材が集まってきます。 

この意味で、最近の東京都心の再開発には少し心配なところがあります。早急な耐震性

の確保という要請が強い日本では、古いビルを取り壊し新しいものに建て替える動きが全

国的に急ピッチで進んでいます。ビルが単独で建て直されるのであれば影響は少ないので

すが、広い区域で一斉に行われる場合、街の多様性が失われる損失はかなり大きなものと

なります。もっとも東京の大手町や日本橋の場合は、すぐ近くに神田や八重洲など雑居ビ

ルが建ち並ぶ商業地区が存在します。そのため、画一的開発により失われる部分をこうし

た周辺地区が補っているとみることができます。大手町や日本橋に勤務する人は、昼休み

やアフターファイブは周辺地域の飲食店などを使えばいいからです。そう考えると、むし

ろ神田や八重洲などの既存の商業地域の多様性をいかに維持していくかが重要な課題とい

えます。地元の自治体はもとより地権者、事業者、そして利用者もよく考えていく必要が

あります。都市や地域の活気は、一度失われると取り返しのつかないことになりかねない

からです。 

④の人口密度が高い、特に夜間人口が一定程度存在する必要がある点は、よく指摘され

ますし、読者の皆さんも自分の主に活動する地域を思い浮かべていただけると実感できる

と思います。筆者は、仕事の関係で 90 年代の末から 2000 年代にかけて大阪市内に４年間

住んだ経験があります。生まれ育ち人生の大半を過ごしてきた東京の都心と比べると、ど

うも大阪市は活気がないといつも感じていました。その理由の一つは、夜間人口が少ない

ことです。これは実は、随分と歴史のある話で、第 2 次世界大戦の前から、それまで大阪

都心に住んでいた人が、新しく開発された阪急電鉄沿線の大阪と神戸の間の比較的高級な

住宅街に移住するという流れができたことがあります、大阪を代表する名家と言える住友

本家は、発祥の地で大阪の中心にあった鰻谷からややはずれた大阪の天王寺に短期間転居

し、1925 年に阪神間の御影（みかげ）に移ってしまいます。その後、こうした動きが一般

の人たちにも広がっていきます。 

４原則から分かる通り、ジェイコブズが一貫して重視しているのは、都市の持っている

「多様性（diversity）」です。その意味で、もう一つ、大阪市について心配なことがありま

す。昼間人口 100 人当たりの大学生の数（2015 年）を日本の主要都市について比較する
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と、京都市 7.57 人、神戸市 3.96 人、福岡市 3.75 人、東京都区部 3.74 人、名古屋市 3.40

人と続き、大阪市は 0.72 人と極端に低い値となっています。筆者は 4 年間大阪市に住ん

で、確かに町を歩いている若者が少ないなと感じてきました。さまざまな年齢層の人々が

そこで暮らすことは都市の多様性に欠かすことのできない要素の一つです。地域に大学が

存在するかどうかはその意味で極めて重要なことだといえます。 

 

ジェイコブズと中小企業 

 ジェイコブズは、一生のテーマとして都市と中小企業の関係について論じています。処

女作「アメリカ大都市の死と生」では、第 7 章「多様性を生み出すもの」で中小企業に初

めて言及しています。彼女は都市特有の現象の一つとして中小企業の存在を捉えていて、

中小企業には都市的環境が必要不可欠であることをその理由に挙げています。例えば、大

企業のように従業員用の住宅（社宅）を自社で用意できないため、中小企業は家賃の手頃

な民間のアパートがたくさんある大都市の近郊や地方都市に立地することになります。あ

まり不便な田舎に一軒家のような形で工場やお店があっても、部品の調達や製品の販売に

も苦労します。しかし、ジェイコブズ曰く、より重要なのは、中小企業が増え活躍すると

いうプロセスを通じて、都市活力の源泉である多様性自体が増進され再生産されていくこ

とです。彼女は、多様性を生み出す主体として中小企業を極めて高く評価しています。「中

小企業が増えること＝都市の多様性拡大の原動力」ということです。 

 

中小企業によるイノベーションを主要テーマとする「都市の経済」 

ジェイコブズの二番目の著書は、『都市の経済（The Economy of Cities）』（1969 年）で

す 。翻訳（「都市の原理」という本）がありますが、残念ながら日本語として読みにくい

など決して推奨できません。皆さんには是非原書を呼んでいただきたいところですが、こ

の素晴らしい著書のエッセンスを原書からの筆者の翻訳とその要約に基づき紹介します。

より詳しくは、別の拙稿（「ジェイコブズの都市論－イノベーションは都市から生み出され

る－」https://www.rieti.go.jp/users/hosoya-yuji-x/2008-11.pdf ）をお読み下さい。 

以下ではこの本の頭文字を取って“EOC”と呼びます。全編を通して都市とイノベーシ

ョンの関係を論じていて、中小企業をイノベーションの担い手として強調しているのが最

大の特徴です。  

まず、EOC 全体のポイント、結論部分を列挙しましょう。彼女は古今東西の豊富な実例

を挙げて以下のような議論を展開しています。 

①都市の多様性がイノベーションを生み出す。異なる業種に属するさまざまな企業、とり

わけ中小企業の存在が、都市の多様性の源泉となる。 

②都市の発展はイノベーションが持続的に生み出されることによってもたらされ、それが

行えなくなった時に都市は衰退する。 

③国の経済発展の原動力はイノベーションであり、それを生み出す都市の存在が国の盛衰

を決定する。 

④プロダクト・イノベーションは、古い仕事の一部に新しい仕事を少し付け加えるという

分業から生み出される。分業がどんどん枝分かれするという都市特有の形で、イノベーシ

ョンが起こり、中小企業が増え、都市の多様性が増していく。 

https://www.rieti.go.jp/users/hosoya-yuji-x/2008-11.pdf
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⑤既存企業からのスピンアウトにより次々と中小企業が生まれる都市には活気があり、こ

の新しい組織こそがイノベーションの担い手となる。 

というものです。 

次に、ジェイコブズの挙げたいろいろな国のさまざまな実例を紹介し、もう少し詳しく

説明しましょう。 

 ①については、イギリスのマンチェスターとバーミンガムの比較論があります。いずれ

も、イギリスで始まった産業革命以降に勃興した工業都市の代表です。マンチェスターは、

産業革命のイノベーションとして生まれた自動機械を多数並べた綿紡績・綿織物の大規模

工場で一時大繁栄をします。しかし、その後、追い上げる他の国との競争に敗れ、代わり

になる新しい産業が生まれず衰退してしまいます。それに対して、バーミンガムは産業革

命以前から雑多な工業製品を数多く作っており、その担い手は従業員が 10 人にも満たな

い中小企業でした。産業革命以降もマンチェスターほど華々しくはありませんが、生産す

る工業製品を変えながら既存企業から枝分かれする形で中小企業が生まれ続け、元気に生

き残っていったのです。 

 ②と⑤については、米国ニューヨーク州北部に位置するロチェスターの例があります。

19 世紀の終わりから 20 世紀のはじめの時期、バーミンガムに似て既存の企業から独立し

て新しい企業を作る動き（スピンアウト）が活発でした。こうした企業の多くは、先端技

術を利用した精密機械や光学機器など多様な製品を開発することを得意としていました。

今でもコンタクトレンズのブランドで有名なボシュ・ロム社は、ロチェスターの光学機器

の草分け的存在で、メガネフレームを作る企業としてこの地で創業しました。 

こうした環境の下で、フィルム、印画紙など写真関連製品で世界を席巻するイーストマ

ン・コダック社が生まれます。コダック社を軌道に乗せた創業者のジョージ・イーストマ

ンは、社員がスピンアウトしようとすると、法廷闘争に持ち込んで徹底的に妨害しました。

コダック社の事業は大いに成功し、ロチェスターでの影響力は強大になります。その結果、

他の企業もコダック社に倣い、ロチェスター全体のスピンアウトが下火になります。その

後、半世紀以上経って特筆に値する先端技術に基づく企業として、唯一ゼロックス社が生

まれます。ゼロックス社は、コダック社が都市を支配する前からあったハロイドという名

の小さな写真関係商品卸の企業が元で、第２次世界大戦の直後、多くの大企業が採用を見

送ったコピー機の特許を手に入れます。ゼロックスは大成功しますが、都市としてのロチ

ェスターの活気は戻りませんでした。 

 ③については、デンマークのコペンハーゲンの例が挙げられます。19 世紀はじめにはコ

ペンハーゲンは貧しく停滞した都市で、デンマークはヨーロッパで最も貧しい国の一つで

した（筆者：現在は、日本より一人当たり GDP の高い国です。）。飢餓と病気のため国の

人口は７世紀間に亘りほとんど変化せず、18 世紀には、主要な輸出品である農産物は、オ

ランダとイギリスとの競争に敗れ、国民は飢餓のぎりぎりの線にさらされることになりま

した。しかし、1820 年頃、イギリスのロンドンが都市として爆発的に成長し、莫大な需要

を生み出すようになります。この結果、デンマークからロンドン向けの農産物輸出が増加

します。その後、コペンハーゲンで農産物を製品に加工し、より付加価値の高い形での輸

出が軌道に乗ります。こうしてコペンハーゲンの都市成長が始まります。まもなく、コペ

ンハーゲンはそれまでデンマークが外国から輸入していた工業製品のいくつかを自ら作り
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はじめます。コペンハーゲンは、デンマーク国内に市場を提供する成長する都市となりま

す。こうして、デンマーク全体も経済成長し豊かになっていったのです。 

 ④については、米国の３Ｍという企業がとてもいい例です。３Ｍ（Minnesota Mining 

and Manufacturing Co.）は、ミネアポリスという都市で、金属加工業者向け磨き砂の製

造販売業者として 1902 年に創業します。磨き砂から分業の形で生まれた最初の派生製品

は、紙やすりでした。紙やすり自体は既にあり、後発メーカーとして参入しようとしまし

た。しかし、紙やすりの製造は失敗で、その原因は接着剤にありました。そのため、経営

者は接着剤の開発にのめり込むこととなります。接着剤の探求の結果は、まず塗料付着防

止用のマスキング材としてのガムテープ（皆さんが引っ越しなどの時に梱包に使っている

あのガムテープです。）の発明につながり、さらに圧力感応性接着剤テープ（いわゆるスコ

ッチテープ）、セロハンテープ、プラスティックテープに鉄粉をまぶしたテープレコーダー

用磁気テープと次々に発明していきます。現在に至るまで、３Ｍは世界で一番イノベーテ

ィブな会社として、自他ともに認められています。 

 EOC には、日本の例もあります。製品の修理は、しばしば新しい仕事として完成品の生

産につながることがあります。日本は、19 世紀末から、西洋の製品の模倣（イミテーショ

ン）を通じて工業化を進めます、その一つの方法が製品の修理から始めて完成品の生産ま

で発展する方式です。例えば、自転車とその部品は当初全て欧米からの輸入品であり、極

めて高価でした。そこで自転車の修理を行う小規模店舗がたくさん東京に生まれます。そ

れら企業はそのうち、見様見真似で部品生産を始め、部品生産が拡大すると、こうした部

品メーカーと契約して完成品を作る組立工場ができました。ジェイコブズは、「この方法は、

その後日本のお家芸となった。現在は通信機器の大手であるソニーも、第２次世界大戦後

にラジオの組立メーカーに真空管を納入する東京の小さな部品工場として始まった。」と、

EOC で述べています。 

 いかがでしょう？いずれの事例もとても分かりやすく親しみが持てると思いませんか。

それがジェイコブズの著作に共通する魅力の一つなのです。 

 

ジェイコブズの三つの予言 

 ジェイコブズは、1969 年出版の第 2 著作“The Economy of Cities（EOC）”の最後の第

8 章「将来の展開として予想されるいくつかのパターン」で、次のように自問します。“大

量生産は製造業の究極のタイプなのであろうか？それともさらに進んだタイプというもの

があり得るのだろうか？” 

 ジェイコブズが考えていた未来は、三つの予言として要約することができます。第一の

予言は、工業が第一段階である「職人仕事」、第二段階である「大量生産」を経て、第三の

「差別化生産」の時代になるということです。産業革命以前のものづくりは、基本的に現

在の伝統工芸品のような職人仕事の世界でした。 

次の大量生産時代は、19 世紀前半イギリスのマンチェスターの綿製品工場で幕を開けま

す。その後 20 世紀に入り、1908 年には米国のヘンリー・フォードが大量生産を通じコス

トを引下げ大衆でも購入できる四輪自動車、T 型フォードを世に送り出します。この時、

画期的なライン生産方式が生み出されます。これは、組み立てられるもの、例えば自動車

の車体がライン（線）に沿って移動し、労働者が待ち構えていて自分の担当する部品を付



（高校生向けコラム） 

- 17 - 

 

け足し、ラインの終点に来ると完成車になっているという仕組みです。それまでの台座に

固定された車体に次々に部品を持ってきて 1 台 1 台組み立てていたのとは大違いです。こ

のライン生産という大量生産方式が、生産性を大きく引き上げるプロセス・イノベーショ

ンとしてさまざまな産業で採用されます。この結果、大量生産が工業分野全体を覆いつく

すように広がっていくことになります。第二次世界大戦後になると、同じ規格の工業製品

が大量に生産され、安くて品質のよいものが市場を拡大し市場の大きな部分を占める高度

大量消費時代が先進各国で実現します。 

米国という大国経済の繁栄に影が差しはじめる 1960 年代末、米国を去ってカナダに移

住して間もないジェイコブズは、第二の著書でアメリカの社会や文化を象徴するような大

量生産から今後は差別化生産に時代が変わると指摘します。この新たなものづくりは、需

要者の多様なニーズに対応して、生産者が多くのバリエーションのある製品を必要な量だ

け提供する方法と言うことができます。ジェイコブズは次のようにポイントを突く説明を

しています。 

「第三の方法は、主に 20 世紀に起こり、今や支配的になりつつある。適当な一般用語がな

いため、本書では『差別化生産（differential production）』と呼ぶ。大量生産と差別化生

産の明らかな違いは、生産者の市場の見方、あるいは市場ニーズをどうとらえるかの違い

である。大量生産の生産者は市場の共通点を探す。言い換えれば、同じニーズを利用する。

一方、差別化生産の生産者は、市場に存在する相違点に従う。すなわち、個々人には幅の

広いニーズがあることを前提にそれをきめ細かく活用する。 

大量生産では同一のアイテムを差別化生産よりもはるかに多く生産する。一方、差別化

生産ではデザインや開発のための仕事にずっと大きなウェイトが置かれる。差別化生産で

バリエーションが拡大されるのはボリューム増加の結果ではなく、バリエーション自体が

重要だからである。（原文より筆者翻訳。以下同じ。）」 

 差別化生産の特徴は、経済学でいう製品差別化（product differentiation）に基づいてい

ます。大量生産の規格化された製品と性能、デザイン、ブランドなどの点で異なると消費

者やユーザーに認識させ市場を自分に有利な形で分断し新しい市場を生み出す製品戦略で

す。安くて品質もほどほどの普及品に飽き足らない消費者に、個々のニーズに対応した製

品を供給することによって、高くても手に入れたいと思わせる方法です。 

第二の予言は、差別化生産の担い手は大企業ではなく中小企業であり、今後は創造性に

富んだ中小企業が活躍する時代になるということです。彼女はこう言っています。 

「差別化生産が拡大すると、もう一つの経済上の変化が生じる。都市が生み出す工業製品

の種類は今日よりも増えるかもしれない。しかし、そうした工業製品はほとんど全て差別

化生産される製品であり、相対的に小さいかあるいははるかに小さい組織によって供給さ

れることになるだろう。」 

 コラム１で紹介した通り、現在、日本、ドイツ、イタリアという成熟した資本主義国で

グローバル・ニッチトップ（GNT）企業が活躍し、経済社会においてプレゼンスを高めて

います。こうしたタイプの中堅中小企業の活動が活発になるのは、いずれの国においても

1970 年代以降のことです。一方、自動車生産に代表される大量生産については、現在でも

先進各国にかなり残ってはいるものの、それ以上の規模で賃金水準の低い他の国に生産拠

点が移りつつあります。このように先進国に残るものづくりは大量生産から差別化生産の



（高校生向けコラム） 

- 18 - 

 

方向に大きく傾斜してきているのです。 

第三の予言は、大企業は組織が大きいために本来的にイノベーションを妨げるバイアス

を生じやすく、新事業の拡大は優れた中小企業を買収する形で行われるというものです。

具体的には、「R&D が必要とされる既存事業は組織全体の仕事のごく一部である。しかも、

こうした制約の範囲内で担当者が開発の必要があると認める新しい仕事も、組織全体の利

害と無関係であったり、時には利害に反したりする可能性も少なくない。」と述べています。

既存の製品と競合しその市場を食ってしまう恐れがある新製品の開発に大企業は消極的に

なりやすく、新しい開発案件は社内で承認されずお蔵入りとなる可能性が高くなります。 

例えば、製薬会社が、効き目が格段に優れた新薬を発明すると、今まで作っていた同じ

病気に使われていた自社の稼ぎ頭だった薬が売れなくなってしまう可能性があります。ま

た、これは、実際にあった話ですが、ガラスのコップを割れにくくする強化ガラスの技術

が生まれ、それでコップを作ったところ、落としてもちっとも割れず、コップが売れなく

なる恐れが出てきました。そのため、飲み口の回りだけを強化ガラスにした製品を企業は

供給することにしました。この結果、従来の普通のコップに比べ壊れにくいが、適度の頻

度で割れるコップが生まれ、今や広く普及しています。 

このように新製品が組織全体の利害に反する場合でなくても、大企業の隅々にまで染み

込んだ大量生産の発想は新製品の開発や生産にマイナスに働くことがあります。例えば、

日本の多くの大企業は業務再構築（リストラ）の一環として、事業分野を取捨選択し特定

の分野に絞り込む「選択と集中」に走っています。こうした中、製品の売上高見込みが一

定規模、例えば年間 100 億円に満たない場合、大量生産するには需要が小さすぎるという

理由から、開発が進み市場化一歩手前まできた製品でも実際の生産を断念したり、既存製

品の生産を中止しその事業から撤退したりする動きが、近年目立っています。 

 それでは、大企業はどうやって新事業分野を増やすのでしょうか。ジェイコブズは「既

に大きくなった組織が新しい財やサービスを増やそうとする場合、新しい目的に沿って本

来業務を軌道修正する手段は、他社の買収である。」と言います。現在、日本を含む先進国

の大企業は有望なベンチャー企業や関連する分野の既存企業を買収する M&A（合併・買

収）活動に極めて熱心です。ジェイコブズの時代よりも事業展開のスピードを求められる

現在、国を超えた M&A は多国籍企業にとって業種を問わず最重要の経営戦略になってい

ます。いかに有望な小さな企業を見つけ出し、他の大企業に先んじて素早く買収するかに、

世界の企業はしのぎを削っているのです。 

 このように、ジェイコブズの予言はこの 50 年ほどの製造業を取り巻く世界的な大きな

流れを的確に言い当てています。ジェイコブズは一貫してイノベーションの担い手として

中小企業を重視しています。それだけでなく、さまざまな時代環境の変化の中で、中小企

業の活躍の余地が増えていくという見方をジェイコブズは示しているのです。IT の活用が

中小企業の不利を減らし有利な状況を生み出す可能性に触れたコラム３で述べた通り、筆

者もこの見方には大いに共感しています。 

 

（参考文献） 

ジェイコブズ, ジェイン. (2010), 『アメリカ大都市の死と生』, 鹿島出版会. 

Jacobs, Jane. (1969), The Economy of Cities, Vintage Books, Random House. 
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コラム５「地域経済を元気にする政策」 

 

産業立地政策から地域産業政策重視へ 

筆者は、新潟県立大学に着任する前に、長い間、経済産業省で、地域経済を元気にする

（地域経済活性化）政策の企画や実践にたずさわってきました。今回は政策に関連して少

しお話ししましょう。 

地域経済活性化のための政策は大きく二つに分けられます。一つは「産業立地政策」と

言って、他の地域からヒト、モノ、カネを招き入れる「導入型」の開発を目指すもので

す。日本経済の「高度成長期」である 1960 年代から 70 年代はじめにかけて、それまで

に発展の著しかった南関東から東海、関西にかけての太平洋ベルト地帯と呼ばれる地域な

どとそれ以外の地域の経済格差が大きく広がりました。経済活動が集中する地域において

も、過密化のために大気汚染、水質汚濁などの公害が発生するとともに、事業を拡張した

り新しく工場を作ったりする土地が不足するなど課題は山積みでした。このため、政府は

国も地方も産業が過度に集中する地域の工場をその他のまだ農業などが中心であった地域

に移転するよう企業に働きかけました。それを国レベルでは過密過疎対策、工業再配置政

策などと呼び、地方政府レベルでは企業誘致の取組みと言います。新潟県などの地方公共

団体は専門の組織を設けて、工場を作るのに適したまとまった土地を「工業団地」として

開発し、熱心に企業誘致を行いました。これが「産業立地政策」です。目を海外に転じる

と、東アジアの国々も熱心に外国企業の直接投資を呼び込み工業化を進める政策を実施し

てきていますが、これも産業立地政策の一種と言うことができます。 

これに対して、その地域にあるさまざまな資源を活用して、地域ぐるみの新産業起こし

の取組みや地域の中小企業の新製品開発を促進する、あるいは名産品の開発や売込みを行

う企業、団体などを支援する政策手法を「地域産業政策」と言います。地域経済活性化の

ための政策のもう一つの柱です。「産業立地政策」が企業や工場を域外から呼び込む「導

入型」であるのに対して、「地域産業政策」は地元に元々存在する企業や資源を活用する

「内発型」の発展を目指すものと位置付けられます。二つの政策の基本的考え方は大きく

異なり、働きかける対象も対照的と言えます。 

基本的には、両方の政策が車の両輪のように噛み合って大きな効果が期待できると考え

られます。しかし、時代、経済環境によりどちらかの政策に偏る歴史を繰り返してきまし

た。実際、第二次世界大戦後の経済復興期から 1970 年代までは、産業立地政策しか存在

しませんでした。地域産業政策の最初の芽が出てくるのは、80 年代初頭に通商産業省が

立案した「テクノポリス政策」でした。これは、20 万人程度の既存の都市（母都市）の

郊外にハイテク製造業の工場を誘致して 5 万人程度の新都市を追加するという意味で、

導入型の発想の政策でした。一方、ハイテク工場から生まれるさまざまな需要やニーズに

期待して、地元中小企業の新事業分野進出につなげるという内発型の発想も織り込まれ、

両方の政策を同時に追求する提案をした地域を国は支援するという法律の仕組みになって

いました。 

しかし、1985 年のプラザ合意による円高以降、製造拠点は国内の過疎的傾向の強い地

域ではなく東南アジアや中国などへの海外シフトが進みます。このこともあって、テクノ
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ポリス政策は構想として全国に広まったことは事実ですが、具体的な成果に結びいた地域

は一部に留まりました。その後現在に至るまで、為替レートが円安に振れた時期などに一

時的に大規模製造工場の国内への回帰がみられたものの、日本のものづくり大企業の海外

生産の拡大は一貫して進むことになります。そのために、工業団地の買い手がつかず売れ

残る状況が全国各地でみられようになり、1990 年代以降産業立地政策は大きく後退する

こととなります。その穴を埋めるように、90 年代末から活発化するのが地域産業政策で

あり、基本的には現在もその状況が続いています。 

 

Gと Lの二分論 

このように現在、企業誘致は難しいという意識が産業立地政策にたずさわる自治体や関

係者にも深く浸透しています。世の中の識者の論調も、内発型地域振興に大きく傾いてい

るのが現実です。代表的な考え方は、冨山和彦氏の産業を G（グローバル）型と L（ロー

カル）型に二分し地方は G 型に期待せず L 型のサービス産業を中心に考えるべきだとい

う議論です（冨山（2014））。冨山氏は、他地域への労働流出に加え長期的な人口減少も

あって、今後地方の働き手が大きく減り人手不足の傾向が継続する（労働供給制約が強ま

る）という前提に立っています。そのため、地方は今後 L 型サービス産業に重点を置い

て集約化と生産性の上昇を図る必要があるとしています。 

しかし、冨山氏の議論は、現在多くの自治体が考えている、新しい仕事を増やして働き

手の減少を食い止めようという発想と大きく異なっています。東京対地方の二分論を前提

とし、仮に労働人口の地方からの流出と東京への流入が一方的な形で起きるとしても、全

ての東京以外の地域で流出が起きるのでしょうか。自治体の関係者であれば、自分の地域

だけは他と違って流出を食い止められるような方策を講じたいというのが本音です。 

G とＬの二分論のもう一つの問題は、L 型のサービス産業の生産性の上昇は、結局大手

サービス企業の本社がある東京の付加価値額の取り分を増やすことになるのではないかと

いうことです。別の言い方をすれば、地方のサービス産業は頭脳部分を持たず東京本部の

営業所になり、結果として地方は東京に搾取される構図になるのではないかという懸念が

あることです。 

 

生産性の概念 

 日本の地域にとって不可欠とされる労働生産性の向上について考えてみましょう。生産

性は、経済活動によって生み出される付加価値額を生産要素（付加価値を生み出すために

用いられた労働や資本）の投入量で割った概念です。例えば、労働生産性（Pl）は付加価

値額を Y、その生産に用いられた労働投入量を L とすると、Pl = Y／L で表されます。分

数です。 

その分子と分母に着目すると生産性向上を実現する方法は二つあることが分かります。

いままでよりも、分母を小さくするか、分子を大きくするかです。分母を小さくするに

は、まず必要となる労働の投入量を節約する方法があります。より少ない生産要素で同じ

ものを作り出すということで、効率向上と言われる方法です。実際には、労働を機械に置

き換える、あるいは情報通信技術（IT）を活用して省力化をすることなどが一般的で

す。このように効率化を通じて、機械や IT がより多く用いられ必要とされる労働が少な
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くなる（資本で労働が代替されると言います。）ことから、個々の企業の雇用を減少させ

る効果が生じます。 

しかし、分子の付加価値額については、地域の取り分がどうなるかはよく分からないと

ころがあります。機械や IT 関連の投資を行う当事者が地域の中にいるのか外にいるのか

で異なるからです。地域外の主体が投資を行う場合、地域内で実際に資本を用いる主体は

資本などの使用に見合う対価（資本レンタルコスト）を地域外の出し手に支払う必要が生

じます。その分付加価値額は地域外に流出し、地域に落ちる付加価値額は減ることになり

ます。 

分母を減らすもう一つの方法は、企業の交代です。生産性の低いとされる個人商店や家

族経営が一般的な農家が廃業し、生産性の高い大企業あるいは法人経営に置き換わるとい

うイメージです。大型法人の生産性の高さは、労働者一人当たりの機械や IT の活用が相

対的に進んでいること（労働者の資本装備率が高いこと）に基づいています。個人商店や

農家と同じ付加価値を生み出すのであれば、新たに進出する大型法人の方が雇用者数は少

なくて済みます。生産性上昇がこの形を取る場合も、新規進出の大型法人の雇用増を淘汰

される個人商店などの雇用減が上回る可能性が高く、全体として雇用減少の圧力が生じま

す。 

しかし、機械や IT の活用による効率化の場合と異なり、付加価値額の取り分は、地域

にとって確実に不利になる可能性が高いと言えます。地方都市の旧市街の中心から少し離

れた場所を通る国道周辺の見慣れた風景は、全国展開する大手チェーンのお店が軒を連ね

る姿です。地方では自動車がないと生活ができないとよく言われます。こうした車社会の

地域では、消費者は便利な国道沿いに集まっている東京に本社のあるチェーンの店舗に足

が向き、不便な中心市街地の商店は敬遠されがちです。この結果、チェーン店が売上げを

伸ばし、商店街の個人商店が廃業しシャッターを閉めた店舗が増加するいわゆる「シャッ

ター通り」が生まれます。チェーンの支店が生む付加価値は本社に吸い上げられる分小さ

くなります。全体として地域にとっての付加価値額の取り分は減少する可能性が高いので

す。 

 

分子、地域に落ちる付加価値額を増やす 

 しかし、生産性の上昇は、分母を減らす方法だけではありません。分子の付加価値額を

増やすという方法もあります。これが十分なインパクトを持てば、東京以外の地域でも雇

用の増加が期待できます。地域や企業の「稼ぐ力」を上げるという言葉を皆さんも聞いた

ことがあるかもしれません。「稼ぐ力」を高めるということは、ここで言う分子すなわち

地域や企業に落ちる付加価値額を増やすことです。地方自治体の職員の方だけでなく地域

の関係者が真剣に議論すべきなのは、こちらではないでしょうか。 

なぜなら、人口の減少や域外への流出によって人手不足が生じ（労働供給制約が高ま）

れば、自然と労働節約的、資本使用的な方向への圧力が強まり、分母を減らす形での労働

生産性上昇が生じます。そのインパクトは不明ですが、放っておいてもある程度は実現さ

れていきます。長期的な労働供給制約の高まりの深刻度がよく分からない現在のような状

況の下では、政策的に分母を減らす生産性向上ばかり議論していてもあまり生産的とはい

えません。加えて、分母を減らす方法が、地域内の企業が地域外の企業に交代するという
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形で進むのであれば、地域の付加価値額の取り分は減ってしまう可能性が高く、これをむ

ざむざ認める政策は自治体をはじめ地域の関係者にとっては採用が難しい政策と言えま

す。ここからも議論すべきは分子を増やす形で地域全体の生産性を向上させる方法という

ことになります。 

 

地域に落ちる付加価値を増やす 

分子を増やす形で地域全体の生産性を向上させる方法は、大きく分けて二つあります。

一つは、広い意味において、企業によるイノベーション活動を活発化して地域から新しい

製品やサービスを提供することです。グローバル・ニッチトップ（GNT）企業が製品差

別化によって作り出すニッチ製品（コラム１参照）もユーザーからは新製品と受け取られ

ます。既存の製品であっても、今まで売っていなかった他の地域や外国向けに製品の売り

込むこと（新しい販路の開拓）も考えられます。外国人観光客をターゲットにする観光な

ど新たなサービスへの需要を開拓することも含まれます。 

別の言い方をすれば、産業立地政策に基づく企業誘致に期待するのではなく、地域産業

政策を通じて地域の持っているポテンシャルや地域のプレーヤーのやる気や知恵を引き出

すことです。具体的には、地域を見回して生成・発展が期待できる G 型を含めた産業、

企業の振興を行うことです。G 型であれば、GNT 企業を伸ばす、増やすのも一つの方策

です。外国人を念頭に置いた（インバウンドの）観光産業もあります。農産物や付加価値

を高めた加工品を輸出市場に売り込むことも考えられます。新潟名産のお米やお酒の海外

市場開拓が重要なことは皆さんも十分理解できると思います。 

地域に落ちる付加価値額を増やすもう一つの方法は、地域の取り分を増やすこと、付加

価値額の地域間の分配率を自分の地域に有利な方向に変更することです。大手チェーンの

サービス企業（流通業や物流業）の場合、本社のある東京が付加価値額の多くを取り、地

方は下請的な立場で搾取される構造になりやすい。これを変えるには、例えば地域に本社

を置く企業を支援し伸ばすことが考えられます。あるいは搾取されないように、サプライ

チェーンの中でそこでしかできない工程を担当する工場など（例えば、紳士服小売チェー

ンの縫製工場や Amazon など通販大手企業の出荷配送基地）を地元に確保し、付加価値

の一定割合が確実に地域に落ちるようにすることです。 

GNT 企業は G 型産業に属しますが、地域に落とす付加価値の割合が相対的に高いとい

う特徴があります。本社がその地域にあり、企画、設計、開発など付加価値を多く生み出

す頭脳部分を持っているからです。また、GNT 企業は生産活動を一部しか行わないファ

ビュレス（工場無し）企業も多く、近隣の中小企業へ発注する割合（外注比率）が高いと

いう傾向にあります。いずれも、地域に落とす付加価値の比率を高める方向です。GNT

企業は、世界や全国に製品を輸出する形で仕事を域外から地域に持ち込み、その仕事を域

内の企業や人に配分することで地域に多くの付加価値を落とすことになります。 

L 型産業でもこういうタイプの企業を伸ばすことは考えられます。例えば、国内需要前

提の観光の場合も、観光客が来るのを受け身で待ち付加価値の大きな部分を東京の旅行会

社に取られてしまうのと、魅力のある観光プランをその地域で企画提案し付加価値の大部

分（その中には、例えば、地域の企業に発注するチラシのデザイン料や印刷代など付帯す

るさまざまな活動への対価も含まれます。）を地元に落とすのとでは意味が全く違いま
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す。自生している植物を高齢者が採集しておさしみに添える“つま”として出荷する徳島

県の「いろどり」という企業の活動や特産のユズ（柚子）を加工した高知県馬路（うま

じ）村のポン酢製造に共通しているのは、単に原料を出荷するのではなく最終製品に近い

付加価値の高い形で出荷することです。同様に、これまで沖縄県の石垣島では仔牛の段階

で本土に出荷していました。仔牛ですから安い値段で取引されます。それがブランド牛の

産地で生育されて松阪牛や神戸ビーフとして市場に出回るのです。しかし、もっと大きく

育ててから出荷することで沖縄に落ちる付加価値額を増やすことができます。こうした取

組みが実際に進んでいます。 

これ以外にも、地域発のサービス産業が他地域に事業を拡大する例も知られています。

福岡県の北九州市に本社を置くサービス企業で、このように他地域に進出して成功してい

る例が多いのを皆さんは御存知でしょうか。タクシーで全国展開している第一交通産業

は、現在、保有自動車台数で日本一です。他にも、全国展開するホームセンター大手ナフ

コ、釣具卸小売タカミヤなども北九州市発の企業です。こういう企業が発展すれば、本社

機能がある北九州市の雇用も増え地域に落ちる付加価値の割合も大きくなります。 

ところで、なぜ北九州市にサービス産業の元気な企業が生まれるのでしょうか。理由

は、東京や大阪から距離が離れ大手企業の進出が遅れるため、その間にローカル市場の開

拓に成功し隣接する南九州や中国地方といった地域にもいち早く展開できるからだと考え

られます。しかし、同じ条件の他の北部九州地域でなく、なぜ北九州市なのかはこれでは

説明がつきません。 

その意味で注目すべきなのは、産業都市の長い歴史から生まれる企業家精神の伝統では

ないでしょうか。傍証とし、サービス産業以外の製造業でも洗浄機付き便座を発明した

TOTO などユニークな企業が北九州市で生まれています。サービス産業では他に、日本

製鉄八幡製鉄所向けに行っていたサービス（人材派遣、通訳、物流など）から外部に打っ

て出て成功した企業もいくつかあります。北九州市では、人口や産業が集積する北九州地

域を控え需要が一定量期待できる環境にあることに加え、これまでの産業都市としての歴

史のおかげで成功した人を間近に見て、自分も起業してみよう、後に続こうという人が輩

出されやすいという好循環が生まれているとみられます。このように、歴史上の人物を含

め郷土の先輩で見倣うべき人材がその地域に存在する意義は大きいといえます。皆さん、

新潟県出身で活躍した大倉財閥の大倉喜八郎さんやテニスやバドミントンのラケットで有

名なヨネックスの創業者米山稔さんなどの経済人の話はよく耳にしていると思います。そ

ういう新潟の先人を誇りに思いながら、これから地域の発展を一緒に考えていきましょ

う。 

 

（参考文献） 

冨山和彦. (2014), 『なぜローカル経済から日本は甦るのか － G と L の経済成長戦略』, 

PHP 研究所. 
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コラム６「人材の活用で決まる地域の伸びしろ」 

 

GNT企業の成功の秘訣―IC機能 

コラム１で紹介したとおり、日本を含む先進各国のグローバル・ニッチトップ（GNT）

企業は、①地域に根差した中堅中小企業である、②他の企業と異なる優れた製品を生み出

す力（イノベーション能力）を有している、③そうして生み出された製品は高い競争力が

あって世界中に輸出されているという共通の特徴を持っています。このうち最も重要なイ

ノベーション能力はどのように発揮されているのでしょうか。筆者がこれまで詳細なイン

タビュー調査を行った 100 社ほどの日本を代表するニッチトップ（NT）型企業は、企業

の古さや新しさ（企業年齢）、生産している製品やサービス、主に用いている技術、本社の

所在地などが異なっているにも関わらず、イノベーションを生み出すプロセスや方法に驚

くほど共通点が見られます。 

すなわち、「必要は発明の母」と言われることからも明らかなとおり、イノベーションに

はそれを求める世の中の“ニーズ”が必要で、欠かすことのできない一番重要なポイント

です。GNT 企業の場合、「中小企業ではあるものの、特定の分野で極めて高い技術を持ち、

イノベーション能力が高い。」という評判を関連する業界や分野で確立しています。このた

め、大企業が生産を行う上で不可欠な機械（製造装置や計測機器など）で、大企業自身で

は十分に開発できない機械があると、「こんなことで困っているけれどもどうにかならな

いか。」、「こんな機械がほしいが、あなたの企業で作れないか。」といった問合せや相談の

形で新しいニーズが大企業から GNT 企業に持ち込まれます。 

GNT 企業は、こうした相談や依頼については、基本的には断るようなことはせず、預か

って解決策（ソリューション）を出すべく頑張ります。その時に必要とされるのは、これ

までの製品開発などを通じて蓄えてきた企業自慢の技術（コア技術）の最大限の活用です。

しかし、どんなに優れた技術を持っていても、大企業も開発できずに困った機械などを作

るとなると、自社の技術だけでは足りないことが一般的です。このため自社に足りない技

術（“シーズ”）を持っている他の企業との連携（企業間連携）を通じてソリューションに

向けた取り組みを進めます。連携先の企業は、ニーズを持ち込んでくれたユーザー大企業、

GNT 企業が機械や材料を購入している大手サプライヤー企業、あるいは部品などの生産

を外注している地域の中小企業です。こうした企業間連携でもソリューションが得られな

い場合、突破口を見出すために大学や国立の研究機関との連携（産学連携）に積極的に乗

り出します。 

こうした一連のプロセスを経て、ソリューションを生み出すことができれば、新しいニ

ッチトップ製品、すなわちイノベーションとして結実することになります。この GNT 企

業が企業間連携や産学連携をうまくソリューションに結びつける能力について、筆者は「イ

ノベーション・コーディネート（IC）機能」という用語を考案しました（細谷（2014））。

GNT 企業と一般的な中小企業の最も大きな違いは、IC 機能を持っているかどうかにある

と言えます。ただし、IC 機能は後で触れるとおり経営者の能力に大きく依存しています。 

 

第二創業の動きとそれへの支援 
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コラム２で、現在ものづくり中小企業の廃業が急速に進んでいることをお話ししました。

こうした中小企業の多くは、東京都の大田区などに立地して原材料や部品の加工を行って

いる従業員数の少ない企業（単工程加工型企業、英語の頭文字を取って SP 型企業と名付

けています。）です。また、産業立地政策を紹介したコラム５で述べたとおり、経済がグロ

ーバル化する中で大企業は生産拠点（工場）を日本から東アジア地域を中心に海外に大幅

にシフトさせています。このため、大企業から依頼を受けて部品を大量に納入していた中

小企業（サプライチェーン型企業、略して SC 型企業）も、これまでの取引先だった大企

業から要請のあるなしに関係なく、海外に工場を新設する動きが続いています。 

しかし、一方で、SC 型や SP 型の中小企業の中には、引き続き日本国内でものづくりを

続けたいという企業も少なくなく、こうした企業の多くが自社ブランドで直接売れる製品

を持ち、それを国内で生産することを悲願としています。もうお分かりだと思います。SP

型や SC 型企業の中には、ニッチトップ製品を開発し NT 型企業になることを目指してい

る企業が相当数存在するのです。こうした動きは 1990 年代後半から日本国中で見られる

ようになり、国はリスクや困難を伴う業態の転換を目指す積極果敢な動きとして、「第二創

業」という特別なカテゴリーを設け、第二創業を目指す中小企業の支援を 90 年代末から

本格化させてきました。 

筆者は 1990 年代末からこうした政策的支援の企画や実施に約 20 年間たずさわってき

ました。中小ものづくり企業による国の施策の活用もこの 20 年間で大きく進みました。

しかし、その成果、すなわち市場で売れる新製品開発に成功する事例は少なく、政策効果

は必ずしも十分上がっているとは言えず、経済産業省の同僚とともに筆者も大いに悩みま

した。そして、どうしたら NT 型の企業への業態転換が進むのかという深刻な問題意識か

ら、成功している NT 型企業の特徴を明らかにする体系的な調査を行うこととしたのです。

約 5 年の歳月をかけた調査結果の分析から得られた打開策の一つが、GNT 企業の IC 機能

を活用することです。地域のやる気と能力のある中小企業を支援するために、既に成功し

ている GNT 企業やその経営者の力を借りる、彼らを利用するという発想が今後は必要で

はないかということです。 

 

I型人材と T型人材 

他の中小企業に有益な助言ができる NT 型企業の経営者の一人が、電子ビームとレーザ

ーを用いた超精密加工を行う東成エレクトロビーム（東京都瑞穂町）の上野保会長です。

全国を講演して回り、参加した中小企業の経営者にその後も求めに応じ懇切にアドバイス

をしています。中小企業にとって一番分かりやすい、実際的な助言ができるのは、成功し

た中堅中小企業の経営者だというのが上野さんの持論です。筆者も全く同感です。 

中小企業の課題にきめ細かく対応するため、各都道府県の支援機関などではコーディネ

ーター人材を活用しています。彼らは中小企業を個別に訪問し、さまざまなアドバイスを

行っています。コーディネーターの多くは、1 年契約でその都度謝礼金が支払われるなど

待遇が十分でないこともあって、年金を受給している大企業を退職した技術系の元従業員

（OB）の方が多いのが特徴です。 

優れたコーディネーターとは、アルファベットの I 型人材でなく T 型人材だと多くの有

識者が指摘しています。T と I の違いは横棒があるかないかです。多くのコーディネータ
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ーの方は I 型です。大企業勤務で蓄積し熟知しているノウハウや技術を中小企業に伝える

ことはできますが、それ以外のことではあまり有益な助言ができないということ、すなわ

ちアドバイスできる自分の知っている狭い領域を 1 本の線（Ｉ）に例えたものです。こう

したＩ形のコーディネーター人材の一部は、上から目線で自分の知っている狭い範囲のこ

とばかり助言するため、相手先の中小企業経営者に感謝されるどころかかえっての反発を

招いてしまうという事態が少なからず発生します。 

それでは T 型の横棒とは何でしょうか。それは自分自身に直接の経験がない幅の広い要

請に応えるために、自分の知り合いや支援機関など適切な助言が得られそうな人や組織を

紹介できる能力を指します。筆者は、組織学習の理論（企業などの“組織”としての知識

の蓄積のプロセスやその効果を論じる社会心理学の一分野）の知見をもじって、T 型人材

とは「何かを知っていそうな人を知っている人（who knows who is likely to know what）」

であると強調しています。 

ハーバード大学の D. ウェグナー教授が提唱した"transactive memory（交換記憶あるい

は対人交流的記憶と翻訳されます）"（Wegner（1986））という組織学習に関する学説が、

近年経営学などの先端的研究分野で注目されています（入山（2012））。この議論は、「企業

などの組織の個々の成員（メンバー）がそれぞれ技術や特定の情報を学習して全員が保有

している必要はなく、その件だったらあの人に聞けばよいという『誰が何を知っているか

（who knows what）』という情報が組織内で共有されていれば十分である。そうした情報

が共有されている企業のパフォーマンス（業績など）はそうでない企業よりも優れている。」

という考えです。 

筆者は、最も重要なコーディネーターの役割は、基本的に役に立つ人や組織を紹介する

ことだと理解しています。その場合、最初からピンポイントで的確な人や組織を紹介でき

る場合はまれであり、役に立つ情報を持っている可能性の高い対象を紹介するのが一般的

です。そうした意味で、企業という同一組織の中よりも、コーディネーターの場合はもう

一段間接的な関係になることから、「何かを知っていそうな人を知っている人（who knows 

who is likely to know what）」としたところです。 

具体例を挙げましょう。吉田勝治さんは、浜松で 1980 年代はじめから中小企業支援を

続けてこられましたが、最近残念ながらお亡くなりになりました。元中小企業経営者で経

験豊富な名コーディネーターとして広く知られており、筆者も尊敬してきた方です。浜松

医科大学を中核とする耳鼻科用の手術用器具開発という医工連携（医療分野で新しい機器

を開発する異業種連携）の成功例があります。三次元で位置がモニターで確認できる技術

を用い内視鏡（小さなカメラを先端に付けた装置で体外から挿入）で頭の中の手術を行う

新しい機器の開発でした。医師のニーズに基づき浜松の中小企業 2 社の協力で試作品は完

成されます。しかし、病院への販売のノウハウがありませんでした。そこで吉田さんは東

京の医療機器専門商社（こちらも中小企業）に相談しその巻込みに成功するのです。吉田

さんは「東京の商社に話をしただけだ。」と大したことではないという様子でしたが、この

一見ささいなことがプロジェクトの成否を分けることになります。実際、筆者の知る限り、

このようなコーディネートを行える人物は極めて貴重な存在であると言うことができます。 

 

GNT企業が保有する弱い紐帯（ちゅうたい）で結ばれたネットワーク 
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GNT 企業は、IC 機能を発揮する前段階で、日頃付き合いのある知人などを頼って連携

先の企業や大学を探索する優れた能力を発揮します。これは、まさに利用可能なネットワ

ークの中で、「知っていそうな人を知っている」という個人なり組織なりに蓄積された知恵、

ノウハウに相当するものです。 

GNT 企業の製品開発は、既に触れたとおり、経営者の能力に大きく依存しています。そ

れは、彼らが他の人には簡単にまねのできない優秀なコーディネーターとしての能力を持

っているからです。言い換えれば、成功した NT 型企業の経営者は、製品開発の実績や加

工技術を獲得する経験を通じて、時間の経過とともに T 型人材になっていくのです。だか

らこそ東成エレクトロビームの上野会長が指摘するように、苦労を重ね、道を切り拓いて

きた中堅中小企業の経営者は、中小企業にとって一番役に立つ支援人材になり得るのです。 

ここまで話が進みますと、優れた NT 型企業が保有しているネットワークのより深い意

味が浮かび上がってきます。すなわちネットワーク内での他のプレーヤーとの結びつき（紐

帯（ちゅうたい）、英語では ties と言います。）は、GNT 企業の場合、T 型人材の「知っ

ていそうな人を知っている」という意味のつながりであって、日頃から受発注取引関係が

あるといった目に見えるつながりでは必ずしもないのです。別の言い方をすると、優れた

NT 型企業やその経営者は、グラノヴェッターのいう「弱い紐帯 （Granovetter（1973））」

を数多く保有している可能性が高いということです。 

グラノヴェッターは、米国の社会学者でネットワーク論の最も基本的な概念の一つであ

る「強い紐帯（strong ties）」と「弱い紐帯（weak ties）」の違いを明らかにしました。分

かりやすく言えば、強い紐帯とは家族のように毎日密接に接している人の間にできるつな

がりです。一方、弱い紐帯は 1 年に 1 回会うかどうかといういわゆる“知り合い”と呼ぶ

のが適当な関係を指します。グラノヴェッターは、就職先を探す上で強い紐帯と弱い紐帯

のどちらがより効率的に結果に結びつくかを米国社会で実験し、弱い紐帯に軍配を挙げま

した。1973 年の論文名は「弱い紐帯の強み」です。この中で、「弱い紐帯は新しい情報に

主体がアクセスできる導管（conduits）である。弱い紐帯は、ユニークな情報を持ってい

る距離の離れた他者との間で、強い紐帯に比べて架け橋（local bridges）になる可能性が

高い。」と結論を述べています。 

別の言い方をすると、強い紐帯の関係にある者同士は、同じ情報を共有しており、新し

い情報が入りにくいのに対して、時間的あるいは距離的に離れた弱い紐帯で結ばれた知り

合いは、自分が保有していない情報を持っている可能性が高く、就職活動などに典型的に

みられる探索活動には弱い紐帯をたどる、弱い紐帯で結ばれた相手を頼る方が効率的にな

るということです。 

したがって、ネットワーク内で優れた NT 型企業あるいはその経営者が数多くの紐帯を

持っているというのは、弱い紐帯を日頃のビジネスを通じて蓄積している、平たく言うと

世間が広く知人がたくさんいることだと理解できます。ユーザーから持ち込まれたニーズ

に応えソリューションを出さなければならないいざという時に使える非常に有効で効率的

なネットワークであると考えられます。 

成功している NT 型企業の経営者は、それまで蓄えてきた独自のネットワークを活用し

新規事業を数多く立ち上げてきました。その結果、T 型人材と呼ぶのがふさわしい能力を

身に付けているのです。筆者もこうした経営者と親しく接し、少し失礼かもしれませんが、
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中小企業の社長さんにしては、世間が広く多くの独自の人脈を有し、アイデアマンで自分

の仕事以外にも有益なアドバイスのできる人が少なくないことに正直驚き、深い感銘を受

けています。NT 型企業は全国に広く存在していますから、その経営者はそれぞれの地域

にとって貴重な財産であると言うことができます。地域に貢献することを望んでおられる

経営者も多く、頼もしい限りです。地域の自治体や支援機関は、他の中小企業を牽引する

役割を期待して、GNT 企業の経営者にもっともっと働きかけ、協力を仰ぐべきだと筆者は

考えています。 
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