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地域クラスターと市場：産業創造

  1980年代、企業が新しい市場、産業を生み出す過程

において、企業と大学、政府関連機関などの協業の機

会が増加し、国家や地域などの社会的要素に影響を受

ける傾向が明らかとなった。日本では、政府が策定し

た産業政策の下で、川上の研究機関　　　　　　　　

から川下の商品開発に至る過程における様々なプレー

ヤー制度が相互に作用し、経済活動システムを構築し

た。この傾向は、同年代の日本企業が国を挙げて産業

を興し、急成長を遂げたことへの着目と分析であり、

1980年代に英国のクリストファー・フリーマンという

経済学者は、この現象をナショナルイノベーションシ

ステムと概念化した。

  1990年代には、米国シリコンバレー地域において、

ヘンリー・チェスブローが提唱したオープンイノベー

ション、すなわち、専門家・高度化された知識・技術

が、外部企業等との協業を通して組織の内外に流出入

し、必要な経営資源が集積されていった。同地では、

卓越した能力を持つ発明家や起業家が、革新的な科学

技術をもとに事業を起こし、急成長を遂げた。この地

域の斬新な新しい企業の在り方が世界に提示され、新

しい経済活動の模範として、世界各国に大きな影響を

与え、同地のような企業・産業の集積、創造的環境を

作ろうとする動きが目立つようになった。

　1995年には日本においても、「科学技術創造立国」

を目指した政策が立案され、産学連携・クラスター形

成等の各種取り組みが展開されるようになった。日本

においては、2000年代に入ると、地域内の組織を超え

た連携による産業集積の試みに、起業・事業創出支援

の試みが組み合わせ、個性豊かな様々な経済活動モデ

ルとして展開されてきた。さらに、地域内に所在する

大学が有する先端的科学技術をもとに、大学への近接

性の優位性と大学関係者とのインフォーマルな関係性

を含めた人材交流等を経路として、大学から地域への

知識移転（スピルオーバー）が促進された。大学を中

心としたコミュニティーでは、地域内外の企業や関連

組織が集積し、様々な関係性を通じて、互いの経済活

動への影響を増していった。

地域の特性と産業モデルの形成

　これらの地域活性化のモデルは、地域性の特徴を踏

まえた個性的なものでありながら、どこかシリコンバ

レーモデルを意識しているところがある。

しかし、日本における地域の経営資源の集積では、

それぞれの地域の特性を生かした独自性と社会的価値

の形成に特徴がある。その産業創出の在り方は、シリ

コンバレーの特殊な天才、例えばアップル社の共同創

業者のスティーブ・ジョブズやグーグル社の共同創業

者のラリー・ペイジなどが生み出した経営の方法論に

ついて、短絡的に可視化できる部分を切り取って取り

入れたものではない。かつて米沢市には上杉謙信とい

う偉人が活躍し、大阪市にも数々の語り切れない歴史

の蓄積がある。前記のシリコンバレーの先端的企業の

事例も、その土地柄や集積の歴史などに影響を受けて

いる。地域で形成された価値の真髄は他の土地にその

まま移転することは不可能で、むしろその移転可能性

がないことにより、独自の価値が形成されるのである。

これらのことを念頭に、本稿では、山形県と大阪市

の取り組みの特徴を取り上げ、日本独自の経済活性化

について考察していく。この二つの地域では、大学・

自治体・非営利組織などの組織が相互に交流し、人

材・知識・資金・市場などのさまざまな要素が互いに

影響を与え、地域特性を生かしたモデルを生み出して

いる。山形県では、東北地方の地域性を色濃く反映し

たモデルが構築されており、大阪市では大都市に集積

する様々な人的・物的交流を生かした取り組みが展開

されている。それぞれの成り立ちを把握することは、

日本の経済活性化を理解する上で、大変興味深い。

山形県は、有機EL照明を普及させるために尽力して

いる。有機EL照明は、演色性が高く、優しく、美しい

光を発する。目に入ってくる光は柔らかく、光の当た

る空間を快適なものにする。白熱灯から蛍光灯、最近

ではLEDの光に慣れてきている私たちの眼が、有機

EL照明に照らされた癒しの空間に触れると、とても豊

かな気分になる。

ここで、山形県の街中で堪能できる有機EL照明をい

くつか紹介したい。これらは、公益財団法人山形産業

技術振興機構が、「有機ELといえば山形」という標語

をもとに、県内の有機ELの名所をホームページで紹介

したものである。以下掲載順に紹介すると、やませ蔵

美術館（長井市、図１）、割烹喜楽（東置賜郡、図

２）、東北最大の遊園地であるリナワールド（上山市、
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図３）、出羽三山神社（鶴岡市、図４）、庄内空港ビ

ル（酒田市、図５）と、実にさまざまな実用品として

実装されている。同機構は、東京都新宿区にリビング

デザインセンターOZONEという拠点を構え、東京にお

ける市場開拓にも尽力している。

（図１）やませ蔵美術館（長井市）

（図２）割烹喜楽
 

（図３）リナワールド（上山市）

（図４）出羽三山神社（鶴岡市）

（図５）庄内空港ビル（酒田市）

  時系列で言えば話の順序が逆なのだが、実は、これ

らの実用化製品は、国立大学法人山形大学工学部の長

年の蓄積を基盤とする取り組みなのである。同学部は、

繊維を得意とする米沢高等工業学校を発祥とし、古く

は日本初の人造繊維の開発と工業化を実現した歴史を

持つ。米沢市は、世界初のノートパソコンを製造した

NEC米沢、東北パイオニアなどが事業を運営してきた

場所で、電気電子産業が栄えてきた地の利がある。実

際、私自身、同学部の産学連携准教授に着任した経験

があるが、東北の地のたゆまない努力、地域内の郷土

愛、豊かな自然など、東京在住のときには想像できな

かった、土地固有の素晴らしい価値がある。

　もともと、有機EL分野の実用化は、1987年のイース

トマン・コダック社のチン Ｗ タンらによる基礎発明

と、1989年ケンブリッジ大学のＪ Ｈ バロウズらの高

分子系の基礎発明により実用化の可能性が見出された

ものである。1989年には九州大学の安達千波矢らが異

なる2つの材料を3層に積層する　　　　　　　　　素

子、翌年の1990年に青色発光素子の試作を開発してお

り、世界に先立って日本からも実用化技術が生まれた

という特徴がある。

　山形大学では、1993年に城戸淳二が白色有機EL発光

素子を実現した。液晶技術が、欧州で基礎発明がなさ

れ、米国で応用研究が発展し、日本で実用化が進んだ

ことに比べ、有機ELは、川上の研究開発より川下の商

品開発まで、日本から世界へ発信することができる、

大変貴重な技術分野である。その後、山形大学は、政

府助成金を活用し、大日本印刷及びパイオニアなどと

の共同開発から超薄型・発光型フレキシブルディスプ

レイなどを開発してきた。最近では、人と人、人とモ

ノを有機的につなげ、次世代型のヘルスケアやコミュ

ニケーションのイノベーションを実現し、「未来の心

豊かで快適、健康なライフスタイル（生活）と社会を

創造」することを目指している。
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　（図６）は、これらの新しいイノベーションを創造

するフロンティアセンターの展示室であり、　　　　

新型ヘルスケアデバイスの模型である。装着可能なフ

レキシブルなデバイスにより、瞬間の活動を把握・記

録し、健康維持に活用するライフスタイルの実現を目

指している。また、　　　　　　　　は、山形大学内

に設置された「アンビエント快適空間スマート未来ハ

ウス」であり、有機エレクトロニクスを活用した新し

いデバイスを試験的に設置している。薄くて、優しい

色の照明デバイスが設置され、天井や壁は面照明の壁

紙ディスプレイになっており、遠隔の人たちとコミュ

ニケーションをとることができ、プラスチック製の曲

げられる照明器具では自由な光を楽しむことができる。

このような快適な住空間を山形県から未来に実現する

ことが目指されており、そのゴールは技術の社会実装

なのである。

                    （図６）　　　　　　　  

　　               　（図７）

                      （図８）　　　　　　　　　

　                  （図９）　

流通の街：大阪

　さて、話を大阪市立大学が所在する大阪市に変えよ

う。話は少し脱線するが、私は東京の大学卒業後に金

融機関に入社し、最初に受けた新人研修の配属先が淀

屋橋にある同社の大阪支店だった。繊維系企業を担当

し、営業活動に向かうと「儲かりまっか。ぼちぼちで

んな」と、商いのプロの会話が展開していることに新

鮮味を覚えた。鶴橋の焼き肉、通天閣、北新地での懇

親会、神戸のバーなど、東京では知らない関西の文化

と人の情に触れた。しかし、あまりにも文化の奥行が

深すぎて、受けた刺激を消化しきれなかった覚えがあ

る。

　長い月日がたち、大阪市立大学の教員として再び大

阪に戻った私は、また新しい発見を重ねた。社会人に

なりたての日々に覚えた大阪の街並みは、現在でも同

じ雰囲気のところもあれば、うめきたのように大々的

に開発が進んだ場所もある。その中で、大阪の息吹き

を感じるために訪れたOsaka Innovation Hub　　　　　　　　

取り組みには、前に覚えた衝撃とは異なる未来への広

がりを感じたものである。

　大阪市は、2001年に中小・ベンチャー企業支援拠点

として、大阪産業創造館を開業した。経営相談、商談

の支援、施設の貸し出しなど、中小企業の経営に関す

るワンストップサービスを目指して、活動を展開して

きた。これに加え、2013年には、大阪市からグローバ

ルイノベーションを創出するための拠点として、前述

のOIHを創設した。OIHでは、ベンチャー企業が様々な

企業と交流の場を持ち、人的ネットワークを形成し、

要素技術、製造設備、販売網などの補完的経営資源を

調達するための場として運営されている。

 （図10）から（図12）は、OIHでのイベントの様子で

ある。講師の話に熱心に聞き入り、またテーマを決め

てディスカッションを行っている。意見交換をしやす

い場の雰囲気があり、気軽に参加することができる。

ベンチャー企業のネットワーク形成の場は、日本全国

に数多く設けられているものの、OIHのような取り組

みは、日本の他の都道府県にはないといわれている。

 　　　　　　　　　(図10)

（OIH）の
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（図７）は

（図８）と（図９）



 　　　　　　　　　　（図11）

 　　　　　　　　　　（図12）

イベント数が多く、多様な技術分野を対象とし、さら

には、国内外の政府・自治体との共同事業も多く、大

阪にいながら、他国のベンチャー企業の動向を気軽に

把握できるのである。長年東京で働いてきた私にとっ

ては、OIHの活気には驚かされるばかりである。

　歴史的に大阪は、多くの人やモノが流通する拠点と

して発展してきた。行政の中心である東京から距離が

離れているという特徴から、自由闊達な雰囲気がある。　

東京には、丸の内、日本橋、新宿、渋谷、赤坂など、

いくつかの経済的拠点がある一方、梅田には多くのも

のが凝縮されている、という違いもある。

　さらに、OIHでは大企業とベンチャー企業のマッチ

グを仲介しているところが特徴的だ。ベンチャー企業

は、自らの力量で、製造、販売といった　　　　

ーンの機能のすべてを内製化することは不可能である。

そこで、大企業との連携が必要であるが、ベンチャー

企業から大企業へアプローチすることは,極めて難し

い。

　担当部署はどこか、どの人であれば、ベンチャーの

取り組みを受け止めてくれるのか。組織単位で動く日

本企業に食い込むには、並外れた努力が必要となる。

しかし、大阪市の主導で設けられたマッチングイベン

トでは、お互いがフェアな関係でいることが可能であ

る。なぜ、このような凝縮した取り組みが他の地域に

ないのか、という問いには、まだ直感的な回答しかな

いのだが、大阪という地では、人との交流が自然と行

われていることにヒントがあると思う。

結びに代えて：大学の知識を社会に実装する

　本稿では、企業と大学、政府関連機関などが、時間

を重ねて連携し、地域連携の経済活動のモデルを構築

した事例を辿った。山形大学の研究開発をもとにした

社会実装を目的とした山形県の取り組みと、大都市の

強みをさらに凝縮して価値を生み出す努力をしている

大阪市の取り組みについて紹介した。

　これらの取り組みは、冒頭に説明した米国シリコン

バレーの動向を意識しつつも、その本質的存在意義は

異なっている。その違いとは何か。地域性の価値を深

め、地域外に伝えることに尽力しており、商用化、急

成長する企業モデルのみに価値を置いているわけでは

ない。両地域とも、地域内の取り組みが、日本全国に

展開するよう、さらにはグローバルに飛び立つ未来を

支援している。これらの企業は、たとえ東京やその他

の地域に飛び立つとしても、山形の文化、大阪の文化

を背負っていくことだろう。

　クラスター戦略など、地域内の集積や交流が経済活

動を活性化させることについては、多くの研究がなさ

れ、その効果は広く知れ渡っている。しかし私自身は、

自分が深い縁を持ち、その土地の人たちの日々の汗と

苦労を肌で感じた山形県と大阪市という土地から生ま

れた経済活動が、日本国内で、さらにグローバル市場

でどのように浸透していくのか、とても興味深く思っ

ている。

********

※なお、写真掲載にあたっては、公益財団法人山形産

業技術振興機構、大阪市経済戦略局イノベーション担

当の方々にご協力いただいた。この場を借りて、感謝

の意を申し上げたい。
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