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Ⅰ．要旨 

 

１．研究の背景と目的 

近年、産業集積や産業クラスターの活性化が主要な地域関連政策となりつつある。そこ

では産業集積に伴う知識スピルオーバーを通じて創出されたイノベーションによって、産

業の生産性が期間持続的に増大することが期待されている。これら政策の評価の多くは、

一部の定性的なケーススタディや成功事例の紹介にとどまっている一方で、客観的根拠（エ

ビデンス）に基づく政策の企画立案、その評価及び検証結果の政策への反映を進めること

が、政策運営当局に強く求められている。また産業クラスター関連政策の目的は、産業ク

ラスターの新たな創出ではなく、既存クラスターの強化・支援にあることは、クラスター

研究者の一致した見解である。しかし産業クラスター計画で設定された各プロジェクトが

支援すべきクラスターの位置や範囲などは必ずしも明らかではなく、地域の実態に沿った

支援がなされているか検証が必要である。そこで本研究では産業集積に伴う知識スピルオ

ーバーとイノベーションによる生産性上昇との関連性を解明するための基礎的な知見とし

て、地域に特有な産業クラスターの構造を定量的かつ視覚的に把握することを目的とする。 

 

２．分析アプローチ 

まず『工業統計調査』の事業所個票データを整備したうえで、計量経済学的手法により

事業所ごとの全要素生産性（TFP）の変化を計測する。TFP 変化は、①生産フロンティアの

変化、②生産効率性の変化、③規模効率性の変化の 3 つの構成要因を考慮しながら計測す

る。その中でも生産フロンティアの上昇は、技術進歩・イノベーションによる生産性の上

昇と解釈されるものであり、これまでしばしば用いられてきた政策評価のアウトカム指標

（売り上げ、従業者数、賃金の伸びなど）と比較して、地域産業の成長を科学技術の観点

から評価する指標として望ましいと考えられる。つぎに生産フロンティアの増大が見られ

る事業所群の地理的な集積をもって「産業クラスター」と定義し、輸送用機械をはじめと

する製造業の集積に特徴がある東海圏（静岡県・岐阜県・愛知県・三重県）を分析対象に

産業クラスターの位置や範囲を、地理情報システムを用いて視覚的に把握する。最後に、

産業クラスター計画への参画企業や、産業クラスター計画に付随する各種ネットワーク支

援・研究開発補助事業の採択企業が、果たして生産性の上昇を果たしているかを検証する。 

 

３．分析結果 

 東海圏における産業クラスター関連事業から支援を受けている主な産業として、輸送用

機械、一般機械、電気機械、食料品、化学、窯業・土石製品を取り上げる。例えば輸送用

機械製造業に属する事業所の TFP 及び 3 つの TFP 構成要因の累積％変化は、次の図に示

すようである。 
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本研究が対象とした分析期間は、円高の進行、リーマン・ショック、東日本大震災などが

発生し、製造業にとってきわめて厳しい環境に置かれた時期である。よって需要変動の影

響が強く表れる生産効率性が大きく低下している。一方で技術進歩と解釈される生産フロ

ンティアについては一貫して増大しており、年平均で 2.05％の増大を達成している。結果

として全体の TFP も 2009 年までは落ち込むが、それ以降は増大している。 

 つぎに各産業に属する事業所の生産フロンティアの変化を、地理情報システムを用いて

プロットして産業クラスターの位置や範囲を把握する。例えば輸送用機械のフロンティア

変化の分布は、次の図に示すようである。 

 

 

 

東海圏では、西三河地域や浜松地域を核とした輸送用機械製造業の密度の高い産業クラス
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ターが形成されていることがうかがわれる。また航空機関連の事業所が多い愛知県の東尾

張地域から岐阜県の中濃・岐阜地域にもフロンティア上昇の大きい事業所群が見受けられ

る。これらの地域に限らず、輸送用機械製造業は東海圏に広く分布しており、都市圏縁辺

部に立地しながらもフロンティアの上昇が大きい事業所も存在する。 

 最後に、産業クラスター計画への参画企業や、産業クラスター計画に付随する各種ネッ

トワーク支援・研究開発補助事業の採択企業が、果たして生産性の上昇を果たしているか

を検証したが、輸送用機械を除き、両者の関係に有意な関係は見出されなかった。  

 

４．政策示唆 

 特に輸送用機械、一般機械、窯業・土石製品の各製造業は、異なる位置・範囲に密度の

高い産業クラスターが形成されていることが明らかとなった。このことは各産業内におけ

る取引関係の中で、タテの企業間連携とそれに伴う知識スピルオーバーが、クラスター内

にある事業所の生産性上昇を牽引していることを示唆している。また、東尾張・西尾張地

域から岐阜地域にかけては、輸送用機械、一般機械、電気機械のクラスターの一部が重な

って現れていることも確認でき、特に航空機関連産業などでヨコの企業間連携が、当該地

域の事業所の生産性を高めていることが示唆される。産業クラスター計画では、基本的に

は主要な業種ごとにプロジェクトが立ち上げられ、各プロジェクト内での知識スピルオー

バーを促す支援策が取り組まれてきたが、今後はこうしたクラスター間・プロジェクト間

でのヨコの連携強化についても充実させることが重要である。 

輸送用機械については、西三河や浜松地域における集積密度の高いクラスター内の事業

所だけでなく、都市圏縁辺部にもフロンティアの上昇が大きい事業所が広く分布している。

また電気機械も都市圏縁辺部に地理的な範囲の小さいクラスターが分布している。これら

の事業所は、西三河や西尾張・東尾張地域に形成されているクラスター内にある事業所と

密接に連携し合いながら、高いフロンティア上昇を達成しているものと考えられ、現在名

古屋圏において整備が進められている道路ネットワーク（新東名、名二環、東海環状西回

り）の限界生産性は大きいと考えられる。 

 産業クラスター計画や付随する各種ネットワーク支援・研究開発補助事業と生産性上昇

との関連性については、さらに今後事業所の特性や共同研究体制の構造なども踏まえた分

析の必要がある。しかし政策当局へのヒアリング調査にもとづけば、各政策が当初想定し

ているよりも、実際には多くの中堅中小企業にとってこれら事業への参加・申請には敷居

が高く、また事業に採択されたとしても事業化に到達するのは 20％前後で政策目標を大き

く下回る。よって、事業者にとってより身近な支援策（複雑な申請手続きの補助など）や、

生産活動のより川下に近い部分での支援策も講じる必要があろう。 
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Ⅱ．本編 

 

１．はじめに 

 

１－１．研究の背景と目的 

 経済のグローバル化が進展する 1980～90 年代にかけて、経済産業省（旧通産省）が主と

なり推し進めてきた地域関連政策の基本的な姿勢には、「国土の均衡ある発展」の下に企業

活動の拠点を大都市部から地方部へ誘導する政策から、大都市圏も含め既存の地域資源を

活用した内発的な発展を促す政策へと大きな転換が見られた。細谷（2009a、2009b）は第

二次大戦後における日本の地域関連政策の変遷を概観したうえで、80 年代以降より、企業

や研究機関などが活動を行う拠点（事業所など）の空間的配置を人為的にコントロールす

る「企業立地政策」から、地域産業の自律的発展を図るため地域が既に備えている資源の

活用を促す「地域産業政策」へと、政策の重心がシフトしてきたとしている。また山口（2000）

も同様に、地方分散と新拠点の開発という政策の方向性が、産業集積地域の活性化へと向

きを変えつつあるとし、それに応じた政策手法の変化として（1）公共投資中心から民間活

力の活用、（2）新開発から再開発、（3）ハード・インフラからソフト・インフラの整備、（4）

中央政府主導から地方自治体主導、（5）政策手法の多様化の 5 つを指摘している。 

特に近年では、シリコンバレーなどの欧米での成功例や、ハーバード大学マイケル・ポ

ーター教授の著作『国家の競争優位』などの影響を受け、日本でも産業集積や産業クラス

ターの形成・活性化が主要な地域関連政策となりつつある。2001 年には「産業クラスター

計画」が開始され、産業クラスターの立ち上げ期（2001～05 年）、成長期（2006～10 年）

を経て、2015 年現在自律的発展期（2011～20 年）の段階にある。続いて「知的クラスタ

ー創成事業」（文部科学省）や「企業立地促進法」（経済産業省）の制定など、その他の産

業集積・クラスター関連政策も同時に立案・実施されている。さらに 2014 年 7 月に国土交

通省により公表された「国土のグランドデザイン 2050」では、「コンパクト＋ネットワーク」

をキーワードとして 2050 年を見据えた国土づくりのビジョンや基本戦略が示され、その中

においてもコンパクトな拠点とネットワークの構築による新しい集積を形成し、国全体の

生産性を高める国土構造の実現が示されている。 

経済学の観点から産業集積や産業クラスター政策に学術的根拠を与えるのは、内生的経

済成長理論と、それを背景とした動学的外部性と都市・地域成長に関する実証分析の進展

である。ここで「動学的外部性」とは、産業集積に伴う知識波及を通じて創出されたイノ

ベーションによって、産業の生産性が期間持続的に増大する効果（知識のスピルオーバー

効果）のことをいう。Glaeser et al.（1992）による研究以降、様々な国の都市圏データを

用いて実証分析がなされるようになり、特に日本を対象とした実証研究は、亀山（2006）

や大塚（2008）などに見られる。これら実証分析では、イノベーションに寄与する産業集

積の形態や企業の競争環境について、次の 3 つの仮説のいずれが支持されるのかが論争的
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に議論されている（図 1－1 参照）。 

①Marshall—Arrow—Romer （MAR）の外部性： 

産業内企業間における知識のスピルオーバー。特に産業の独占的環境により、知識が地

域産業に内部化されイノベーション、ひいては成長が促進されるとする仮説。 

②Porter の外部性： 

産業内企業間における知識のスピルオーバー。ただし MAR の外部性と異なり、産業の

地域内競争により地域産業のイノベーション、ひいては成長が促進されるとする仮説。 

③Jacobs の外部性： 

異業種企業間における知識のスピルオーバー。多様な産業の地域内競争により地域産業

のイノベーション、ひいては成長が促進されるとする仮説。 

 

 ①MAR ②Porter ③Jacobs 

地域産業の特化 ＋ ＋ － 

地域産業の多様化 － － ＋ 

地域産業の競争的環境 － ＋ ＋ 

図 1－1 集積環境と成長に関する仮説の分類 

 

上記の実証研究では、いずれも動学的外部性が地域・都市成長へ有意に影響を及ぼすこ

とを確認しており、産業集積あるいは産業クラスター政策を指示する結論が導かれている。

ただしどちらかと言えば仮説に関する学術的な論争の検証に重点があり、具体的な政策評

価については、特に産業集積の地理的範囲や構成産業の種類などに関する地域固有の特性

が（少なくとも同時には）明示的に考慮されていないこともあり、依然示唆に乏しい1。実

際の政策評価の現場では、むしろ定性的なケーススタディや成功事例の紹介にとどまって

いるのが通常であり、政策効果の定量的な検証を主要な目的とする研究は、岡室（2009）

等の一部を除きほとんど見られない。一方で文部科学省によって公表された第 4 期科学技

術基本計画（2011～15 年度）でも謳われているように、客観的根拠（エビデンス）に基づ

く政策の企画立案、その評価及び検証結果の政策への反映を進めることが、政策運営当局

に強く求められている。 

これらの背景を踏まえ、本研究では産業集積と事業所の生産性上昇との関連性を解明す

るための基礎的な知見として、地域に特有な産業クラスターの構造を定量的かつ視覚的に

把握することを目的とする。産業クラスター政策の目的は、産業クラスターの新たな創出

ではなく、既存クラスターの強化・支援であることは、クラスター研究者の一致した見解

である。こうした考え方の下に、米国では Porter 教授が主導する US Cluster Mapping 

                                                   
1 Duranton et al.（2010）はフランスを対象とし、産業クラスター政策にかかる費用に比して、企業の生

産性増大効果が非常に小さいことを示し、政策効果の効率性の観点から評価を行う分析枠組みが新たに必

要であることを指摘している。 
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Project において、行政区域で集計された産業別従業者数を基に産業クラスターの特定化が

進められている2。一方で日本の産業クラスター計画では、各地方の経済産業局の管轄地域

を網羅する範囲で 18 のプロジェクト（2009 年当時）がこれまで推進されてきたが、各プロ

ジェクトが支援すべきクラスターの場所、地理的な範囲、構成産業などは必ずしも明らか

ではない。また 2007 年施行の企業立地促進法は、複数の市町村で組織された地域産業活性

化協議会が、企業立地の基本計画（企業立地マニフェスト）を策定・推進するものである

が、その中身は地域で考え得る比較優位を総花的に盛り込んだ内容であり、果たして地域

の実態に沿った支援がなされているか検証が必要である。産業クラスターの実態を定量的

に捉えることにより、クラスター内部の事業所間における知識スピルオーバーが生じてい

る場所や範囲を推察することが可能となり、本研究に引き続くフィールド調査や計量経済

学的な分析などを進める際にも、より実証的根拠を持つ情報を提供することが可能となる。 

 

１－２．分析アプローチ 

「産業集積」や「産業クラスター」をキーワードとする多くの学術研究や政策資料が存

在するが、両者の意味するところが文献に応じて様々で、必ずしもその関係が明確にされ

ているわけではない。Porter（2003）は産業クラスターを「様々なタイプの外部性によっ

て相互に連結された企業、供給業者、サービス提供者、関連機関の地理的に近接したグル

ープ」と定義している3。また空間経済学の視点から藤田（2010）は、「企業同士や産学官

の間でのネットワークにもとづきイノベーションを活発に創出する「産業集積」を「産業

クラスター」として理解していく必要がある。」としている。これらを受けて本研究では、

生産性に増大が見られる関連事業所群の地理的な集積をもって「産業クラスター」と定義

し、その定量的な把握を試みる。 

本研究では『工業統計調査』の事業所個票データ用いて、計量経済学的手法により事業

所ごとの全要素生産性（Total Factor Productivity: TFP）の変化を計測する。各種政策の

成果を測る際には、事業所の売上高、従業員数、賃金等を指標として評価することも考え

られるが、TFP にもとづく分析を通じて、より経済成長理論と整合的で、今後人口減少を

迎える地域経済の政策目標に即した評価が可能であると考える。また近年、TFP を上昇さ

せることは、クラスター関連政策を含む科学技術イノベーション政策の重要な目標の一つ

であるとされている。権・深尾・金（2008）は、『全国イノベーション調査』においてイノ

ベーションが起きたと回答した企業と TFP 上昇との関連を実証分析し、イノベーション（特

にプロダクト・イノベーション）が TFP 上昇に持続的に有意な効果を与えることを示して

いる。 

本研究では TFP の変化を、さらに①生産フロンティアの変化、②生産効率性の変化、③

規模効率性の変化に分解して計測する。特に生産フロンティアの上昇は、技術進歩・イノ

                                                   
2 US Cluster Mapping Project のウェブページ（http://www.clustermapping.us）に詳細がある。 
3 その他のポーターの著作（例えば Porter, 1990, 1998, 2000a, b）においても同様の定義がなされている。 
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ベーションによる生産性の上昇と解釈されるものであり、包括的な TFP 変化と比較して、

よりイノベーションの成果を直接的に表現する指標として望ましいと考える。これらの各

指標は、2007 年～2012 年の全国レベルでの事業所個票データをもとに算出する。 

産業クラスターの特定化にあたっては、輸送用機械製造業をはじめとする製造業の集積

に特徴がある東海圏（岐阜県・静岡県・愛知県・三重県）を分析対象地域とする。算出さ

れた TFP 変化（特に生産フロンティアの変化）をもとに、生産フロンティアに上昇が見ら

れる事業所群を産業ごとに地理情報システム（GIS）を用いて視覚的に把握する。最後に簡

便ではあるが、企業間や産学間の連携の促進を図る政策評価として、東海圏を対象とする

産業クラスター計画やそれに付随するネットワーク支援事業の参画・採択事業所の生産フ

ロンティアの変化に着目し、平均的な各産業全体の生産フロンティアの動きと比して有意

に異なる上昇が見られるのかを確認する。上記において説明した研究方法の流れを図 1－2

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2 研究方法のフロー図 

 

  

『工業統計調査』事業所個票データ 

（2007～12 年）の整備。 

 

事業所別 TFP 変化の計測 

①生産フロンティア②生産効率性 

③規模効率性の変化に要因分解。 

 

GIS を用いて生産フロンティアの変化

を地図上に可視化。 

産業クラスターを特定。 

 

産業クラスター計画や各種ネットワー

ク支援事業の参画・採択事業所と 

生産フロンティア変化の関連を検証。 

 

産業政策・国土政策への示唆を導出。 

TFP 計測結果
の確認 

専門的知識の提供 

分析結果と 

政策の現状との 

摺り合わせ 

政策担当者への 

ヒアリング調査 
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１－３．本編の構成 

 まず第 2 章において、日本で実施されてきた産業クラスター関連政策について、特に東

海圏における政策に焦点を当てて概観する。第 3 章では、TFP 変化を計測するための分析

モデルと利用データを説明する。さらに事業所別の TFP 変化について、産業レベルで集約

した形で計測結果を示す。第 4 章では、第 3 章で計測された TFP 変化をもとに、東海圏で

形成されている産業クラスターを視覚的に把握する。第 5 章では、産業クラスター関連政

策と生産性との関係について若干の検証を行う。 
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２．東海圏における産業クラスター関連政策 

 

２－１．産業クラスター計画の内容と展開 

 日本では、経済産業省が主導となって 2001 年度より産業クラスター計画が開始する。こ

こで産業クラスター計画とは、「地域の中堅中小企業・ベンチャー企業等が大学、研究機

関等のシーズを活用して、IT、バイオ、環境、ものづくり等の産業クラスター（新事業が

次々と生み出されるような事業環境を整備することにより、競争優位を持つ産業が核とな

って広域的な産業集積が進む状態）を形成し、国の競争力向上を図ることを目指す計画」

とされている（経済産業省、 2009）。これまで各地方経済産業局の管轄地域を網羅する

範囲で全国 18 のプロジェクト（2009 年当時）が設定され推進されてきた（図 2－1）。 

 

 

出所：経済産業省（2009） 

図 2－1 産業クラスター計画の地域展開状況 

 

産業クラスター計画の主な事業内容としては、まず各地方の経済産業局がクラスタープ

ロジェクトを設定し、プロジェクトのマネジメントを行う推進組織を指定する4。そして推

進組織が中心となって企画・開催する研究会や交流会を予算面などで支援・補助する。各

プロジェクトの一連の活動で重要や役割を担うのが、推進組織に置かれるクラスターマネ

ージャーやコーディネーターである。研究会の中で製品化交渉に発展してきたものについ

ては、大学や企業などによる共同研究体制（コンソーシアム）の形成を促し、地域新生コ

                                                   
4 第 2 章における以下の記述については、中部経済産業局地域経済部の産業技術・人材・情報政策課、次

世代産業課、地域振興課の各担当者へのヒアリングに負うところが多い。 



10 

 

ンソーシアム研究開発事業や地域資源活用型研究開発事業などの各種研究開発補助支援制

度を紹介する。研究開発の中で量産化の見込みが進めば、販路開拓やビジネス・マッチン

グなど事業化までの支援を行う。プロジェクトが対象とする地域と技術分野が合えば、企

業は自由にプロジェクトに参画することができる。ただし企業によってプロジェクトへの

参加の程度は異なっており、会員登録はするが活動に参加しない企業も多い。 

 2001 年の開始以降、産業クラスターの立ち上げ期（2001～05 年）、成長期（2006～10

年）を経て、2015 年現在自律的発展期（2011～20 年）の段階にある。ただし関連予算に

よる補助は 2009 年度までで終了している。各プロジェクトの推進組織は、発展的に解散し

たものもあれば、NPO 法人などによって引き継がれているものもある。また明確な産学官

ネットワーク組織としては存在しないが、研究会・交流会レベルで引き続き活発な活動を

継続している地域もある。 

 その他のクラスター関連政策としては、文部科学省によって推進された「知的クラスタ

ー創成事業」がある。経済産業局が主導する産業クラスター計画に対し、知的クラスター

創成事業は地方自治体が事業全体のマネジメントを行う知的クラスター本部を設置する中

核機関をする。基本的には基礎研究による技術シーズの開発に重点が置かれ、大学等の研

究機関に多くの予算が配分されている。知的クラスターによる創出シーズを、産業クラス

ターにおいて実用化・事業化につなげていく関係を目指すものである5。2009 年度に廃止さ

れるが、2010 年度に「地域イノベーションクラスタープログラム」、2011 年度以降は「地

域イノベーション戦略支援プログラム」という新たな事業として現在も継続している。 

 

２－２．東海圏における産業クラスター計画 

中部経済産業局が管轄する中部圏においては、「東海ものづくり創生プロジェクト」「東

海バイオものづくり創生プロジェクト」「北陸ものづくり創生プロジェクト」の 3 つのプロ

ジェクトが推進されてきた（図 2－1）。まず東海ものづくり創生プロジェクトは、2001 年

度を準備期間とし、東海ものづくり創生協議会を推進組織として 2002 年度に活動を開始し

た。特に分野を指定せず、広くものづくりに関わる産業を対象とするため、参画企業も 1700

社以上と非常に多い。よってプロジェクトをより円滑かつ効果的に推進するため、地域や

企業の特性も考慮しながら分野を絞り込んだ 5 つのサブクラスター事業を立ち上げている

（表 2－1）。例えば尾張東部・東濃西部ものづくり産官学ネットワークは、窯業土石製品

の生産事業所が集積する地域を対象とし、昔ながらの材料製品の生産からファインセラミ

ックスをはじめとする新分野への展開を、研究会を開催しながら図っていくものである。

活動を統括するクラスターマネージャーを、名古屋工業大学の藤正督教授と春日井商工会

議所の山田真平事務局長が連携を取りながら務めていることも大きな特徴で、特に藤教授

がセンター長を務める名古屋工業大学先進セラミックス研究センターは、岐阜県多治見市

                                                   
5 中部経済産業局へのヒアリング調査によれば、（地域外ではなく）特に地域内で生まれた技術シーズを、

地域内の事業者によって実用化・事業化されることが強く意識されて両クラスター事業の運営がなされた。 

http://www.mono-net.com/
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を研究拠点としており、地域事業者との密接な連携を重視していることがうかがわれる。

そこではナノテクノロジーを活用した透明断熱フィルムの開発など、研究会を通じて大学

の技術シーズに出会い、各種支援制度からの補助金も活用しながら製品化・事業化を達成

するなどの実績を挙げている。 

 

表 2－1 東海ものづくり創生プロジェクトのサブクラスター事業 

事業名 推進組織 対象地域 

スイートバレーから拡がる ITと

ものづくりネットワーク 
（財）ソフトピアジャパン 

岐阜県・愛知県・ 

三重県 

尾張東部・東濃西部ものづくり

産官学ネットワーク 

春日井商工会議所・ 

名古屋工業大学 

尾張東部・ 

東濃西部地域 

あいち健康長寿産業クラスター

形成事業 
（財）科学技術交流財団 愛知県 

東三河産業創出ネットワーク 

支援事業 

東三河産業支援事業推進委員会・

豊橋商工会議所等 
東三河地域 

三重高度部材産業クラスター 三重産業支援センター 三重県 

出所：中部経済産業局（2010）をもとに筆者作成 

 

 産業クラスター計画の補助事業が 2009 年度で終了するのに伴い、東海ものづくり創生協

議会は 2010 年 3 月をもって解散となった。その後新たに、中部経済産業局独自の取り組み

として「中部地域八ヶ岳構造創出戦略」（2010～12 年）が打ち出され、自動車関連産業だ

けではない多様な産業の柱を確立することが目指された。さらには 2013 年には「日本再興

戦略」の策定を受けて、東海産業競争力協議会が設置され（八ヶ岳構造創出戦略は発展的

解消）、2014 年には同協議会による報告書「TOKAI VISION」が公表された6。ただし TOKAI 

VISION においても八ヶ岳構造創出戦略の基本的考え方は踏襲されており、主に自動車、

航空機、ヘルスケア、環境の 4 つの分野を中心とし、自動車関連産業で培った技術を展開

しながら多様な産業からなる産業構造への転換が目指されている（図 2－2）。 

 

                                                   
6 東海産業競争力協議会は長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、静岡市、浜松市、名古屋市の各自

治体、経済界、有識者から構成されており（事務局は中部経済産業局）、より広域的な地域間連携の下での

施策の取り組みが求められている。 

http://it-mono.jp/index.shtml
http://it-mono.jp/index.shtml
http://www.softopia.or.jp/
http://www.mono-net.com/
http://www.mono-net.com/
http://www.miesc.or.jp/hokusei/cluster/index.htm
http://www.miesc.or.jp/index.asp
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出所：中部経済産業局資料 

図 2－2 TOKAI VISION アクションプランの概要 

 

 東海バイオものづくり創生プロジェクトは、NPO 法人バイオものづくり中部を推進組織

として 2004 年度に発足した。東海ものづくり創生協議会の中でも、バイオ関連産業の振興

を目的とした研究会から発展した形で立ち上げられたものである。2009 年度以降も推進組

織である NPO 法人が事業を受け継いでいる。また北陸ものづくり創生プロジェクトは北陸

地域（石川県・富山県・福井県）にある既存産業集積を活動のベースとし、北陸ものづく

り創生協議会を推進組織として 2002 年度に発足した。2009 年度をもって同協議会は解散

しているものの、衣食住や環境分野を対象とする「北陸ライフケアクラスター研究会」、

マイクロ・ナノテクノロジーを対象とする「北陸マイクロナノプロセス研究会」、繊維産

業を対象とする「ほくりく先端複合材研究会」の 3 つについては、研究会レベルで活動は

継続している。 

 

２－３．東海圏における企業立地基本計画 

 産業クラスター計画とは別の枠組みで産業集積とその活性化を図る政策として、2007 年

より「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」（略

称：企業立地促進法）が実施されている。複数の市町村で組織された地域産業活性化協議
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会が企業立地の基本計画（企業立地マニフェスト）を策定し、その基本計画にもとづいて

実施される事業に対して一定の支援措置が受けられるものである。中部経済産業局が管轄

する中部地域 5 県では、計 21 の基本計画が策定されている。例えば愛知県では 4 つの基本

計画が策定されており、それぞれ地域特性に応じた強化目標が掲げられている（図 2－3）。

基本計画には集積を目指す業種や新規雇用・立地件数などの成果目標が示されているが、

実際の政策の成果については公表されていない。さらにより広域的な基本計画として、既

存の基本計画同士の連携を図るブリッジ計画（中部地域航空機関連産業、次世代自動車関

連産業）や、県境を越えた広域計画（三遠南信地域）が新たに策定されている。 

 

 

出所：産業立地支援ウェブサイトをもとに筆者作成 

図 2－3 愛知県の企業立地基本計画 

 

 

  



14 

 

３．全要素生産性の計測 

 

３－１．全要素生産性の概念 

生産性は、ある一定期間に生産された生産物（アウトプット）と、生産に使用した投入

物（インプット）の比率として表現される指標である。しばしば利用される生産性指標と

して、例えば労働生産性（あるいは資本生産性）は、労働（資本ストック）1 単位当たりの

生産量として表される。ある一つの生産要素だけでなく、労働や資本を含む全ての生産要

素を考慮した生産性指標が全要素生産性（TFP）である（3－1 式）。 

TFP =
生産量

全生産要素投入量
   (3 − 1) 

国や地域の豊かさを考えるうえで、一定量のインプットに対して、より大きいアウトプッ

トを生み出すことができる環境整備が望ましい。TFP の上昇は、人口減少と高齢化が加速

することが予測される日本において、特に重要視される政策目標の一つであるといえる。 

 さて TFP を含む生産性の変化は、いくつかの要因によって生じていると考えることがで

きる。図 3－1 は、1 インプット・1 アウトプットの生産活動を想定した場合の𝑠期から𝑡期

への平均的な生産性の変化を示したものである。平均生産性の変化（図では上昇）は、原

点と生産点を結んだ直線の傾きの変化で表現される。 

 

 

図 3－1 平均生産性の上昇 

 

 平均生産性が上昇する要因として第一に、生産フロンティアの上昇が挙げられる。これ

は生産関数のフロンティア・ライン（最も効率的な生産活動におけるインプットとアウト

プットをプロットした集合）の上昇にもとづく生産性の上昇である（図 3－2）。TFP の上

昇の内、生産技術のイノベーションに帰する生産性の上昇は、この生産フロンティアの上

昇で捉えられる。 
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図 3－2 生産フロンティアの上昇 

 

 第二の生産性の上昇要因は、生産フロンティア・ラインからの下方への乖離（図 3－3 中

の TE）で表される生産非効率の縮小である。具体的には労働保蔵や資本稼働率の改善など、

生産要素の使用法の改善にもとづく生産性の上昇であり、特に需要の変動に強く影響を受

ける要因である。 

 

 

図 3－3 生産効率性の上昇 

 

第三の生産性の上昇要因は、生産フロンティア・ラインが収穫逓増（あるいは逓減）の

局面にある場合、生産規模を拡大（縮小）することによって実現する生産性の上昇である

（図 3－4）。 
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図 3－4 生産規模拡大による生産性の上昇 

  

現実の生産活動における全体的な生産性の上昇は、これら 3 つの要因が混在して起きて

いると考えられる。本研究では、全要素生産性の変化を、①生産フロンティアの変化、②

生産効率性の変化、③規模効率性の変化の 3 つの要因によって分解して計測する手法を活

用して分析を行う7。 

 

３－２．全要素生産性の分析モデル 

既存研究の多くは、TFP 変化を生産者の費用最小化行動と収入最大化行動を前提とする

ソロー残差（あるいは Törnqvist 指数）によって計測することが多い。これへの古典的な

批判として、需要変動による労働保蔵や資本稼働率の変化が生じる場合の影響（生産非効

率性の存在）を許容しないことから、ソロー残差に基づく TFP 変化の計測値はバイアスを

もたらすことが指摘される。そこで生産活動に非効率が存在するという前提の下でも正確

に TFP 変化を計測できる手法として確率フロンティア分析（Stochastic Frontier Analysis: 

SFA）を活用する。 

まずはFuentes et al.（2001）やOrea（2002）による定式化をもとに、製造品産出額 𝑦 をア

ウトプット、中間投入 𝑥1 、資本ストック 𝑥2 、労働 𝑥3 の 3 つをインプットとする、トラ

ンス・ログ型の生産フロンティア関数を考える（3－2 式）。 

ln𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑛ln𝑥𝑛𝑖𝑡

3

𝑛=1

+
1

2
∑ ∑ 𝛽𝑛𝑗ln𝑥𝑛𝑖𝑡ln𝑥𝑗𝑖𝑡

3

𝑗=1

3

𝑛=1

 

+ ∑ 𝛽𝑡𝑛𝑡ln𝑥𝑛𝑖𝑡

3

𝑛=1

+ 𝛽𝑡𝑡 +
1

2
𝛽𝑡𝑡𝑡2 + 𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡  (3 − 2) 

ここで𝑦𝑖𝑡は、𝑡期における第𝑖事業所のアウトプット、𝑥𝑛𝑖𝑡は𝑡期における第𝑖事業所の第𝑛番目

                                                   
7 複数のアウトプットを考慮する生産活動の場合には、適切なアウトプットの組み合わせによる範囲の経

済性にもとづく生産性上昇も考えられるが、本研究では 1 アウトプットを想定しているため、この影響を

考慮しない。 
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のインプット、𝑡は技術進歩を表すタイム・トレンド、各𝛽の値は推計される未知のパラメ

ータを示す。𝑣𝑖𝑡は、𝑢𝑖𝑡に独立な正規分布𝑁(0, 𝜎𝑣
2)に従う確率変数を仮定する。 

Battese and Coelli（1995）に従い、生産の技術的な非効率性が表現される𝑢𝑖𝑡は、ゼロの

地点で切断された非負の正規分布𝑁(zit𝜹, 𝜎𝑢
2)に従う確率変数であるとする。ただし𝐳𝐢𝐭は、技

術的な非効率性を説明する変数ベクトル、𝜹はそれに対応する未知のパラメータベクトルで

ある。本研究では、技術的な非効率性を説明する変数として、タイム・トレンド𝑡やその 2

乗を考慮する。𝑡期における第𝑖企業の生産の技術的非効率性𝑇𝐸𝑖𝑡は、次の 3－3 式によって

定義される。 

𝑇𝐸𝑖𝑡 = exp(−𝑢𝑖𝑡)        (3 − 3) 

生産フロンティア関数における各𝛽と、技術的非効率性関数における𝜹は、さらに

𝜎2 ≡ 𝜎𝑣
2 + 𝜎𝑢

2、𝛾2 ≡ 𝜎𝑢
2 𝜎2(≥ 0)⁄ をパラメータとして、最尤法により同時推定される。 

 推定されたパラメータをもとに、TFP 変化を構成する各要因は以下のように計測される。

第一に、第𝑖事業所の𝑠期から𝑡期への生産フロンティアの変化𝑇𝐶𝑖,𝑠𝑡は、2 期間の変化の幾何

平均として次の 3－4 式によって計測される。 

𝑇𝐶𝑖,𝑠𝑡 = exp [
1

2
(

𝜕 ln 𝑦𝑖𝑠

𝜕𝑠
+

𝜕 ln 𝑦𝑖𝑡

𝜕𝑡
)]          (3 − 4) 

第二に、第𝑖事業所の𝑠期から𝑡期にかけた生産効率性の変化𝑇𝐸𝐶𝑖,𝑠𝑡は、3－3 式によって求め

られた各期の技術的非効率性をもとに、次の 3－5 式によって計測される。 

𝑇𝐸𝐶𝑖,𝑠𝑡 =
𝑇𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐸𝑖𝑠
        (3 − 5) 

第三に、第𝑖事業所の𝑠期から𝑡期にかけた規模効率性の変化𝑆𝐸𝐶𝑖,𝑠𝑡は、次の 3－6 式によって

計測される。 

𝑆𝐸𝐶𝑖,𝑠𝑡 = exp [
1

2
∑[𝜀𝑛𝑖𝑠𝑆𝐹𝑖𝑠 + 𝜀𝑛𝑖𝑡𝑆𝐹𝑖𝑡]𝑙𝑛 (

𝑥𝑛𝑖𝑡

𝑥𝑛𝑖𝑠
)

3

𝑛=1

]        (3 − 6) 

ただし𝑆𝐹𝑖𝑠 = (𝜀𝑖𝑠 − 1) 𝜀𝑖𝑠⁄ 、𝜀𝑖𝑠 = ∑ 𝜀𝑛𝑖𝑠
3
𝑛=1 、𝜀𝑛𝑖𝑠 = 𝜕ln𝑦𝑖𝑠 𝜕ln𝑥𝑛𝑖𝑠⁄ である。最後に、3－4 式か

ら 3－6 式によって計測される生産性の変化を統合した、第𝑖事業所の𝑠期から𝑡期の全要素生

産性の変化𝑇𝐹𝑃𝐶𝑖,𝑠𝑡は、各構成要素の積として、次の 3－7 式によって計測される。 

𝑇𝐹𝑃𝐶𝑖,𝑠𝑡 = 𝑇𝐶𝑖,𝑠𝑡 × 𝑇𝐸𝐶𝑖,𝑠𝑡 × 𝑆𝐸𝐶𝑖,𝑠𝑡         (3 − 7) 

 

３－３．分析利用データ 

 本研究は、経済産業省が毎年実施する『工業統計調査』の事業所単位での個票データ8と

経済産業研究所（RIETI）が提供する日本産業生産性データベース（Japan Industrial 

Productivity Database）『JIP データベース』を利用した。分析には、金・権・深尾（2007）

が生産関数を推定するために用いた変数を踏襲している。以下、推定モデルに用いたアウ

トプット変数とインプット変数について説明する。アウトプット変数、インプット変数と

                                                   
8 個票データを利用するにあたり、経済産業省へ統計法に基づく目的外利用を申請し、承認を得ている。 
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もに 2000 年価格で実質化している。 

①アウトプット変数：産出 

工業統計調査の調査項目「13 製造品の出荷額、在庫等」のうち、「ア 製造品出荷額（年

間）」、「ウ 加工賃収入額（年間）」、「エ その他の収入額（年間）」の合計値を産出量とし

た。実質化のためのデフレータ9は、JIP データベースの最新版 JIP2014 データベース（以

下 JIP2014）における部門別産出額の名目値と実質値を用いて作成した。 

②インプット変数：中間投入 

工業統計調査における調査項目「9 原材料、燃料、電力の使用額、委託生産費、製造等

に関連する外注費及び転売した商品の仕入額（年間）」のうち、「原材料使用額」「燃料使用

額」「購入電力使用額」「委託生産費（外注加工費）」の合計値を中間投入量とした。実質化

のためのデフレータは、JIP2014 における部門別中間投入額の名目値と実質値を用いて作

成した。 

③インプット変数：資本ストック 

工業統計調査における調査項目「10 有形固定資産」のうち、土地を除く有形固定資産10

に関する「年初現在高」、「取得額（年間）」、「除却額（年間）」、「減価償却額（年間）」を用

いて、次の 3－8 式に基づき資本ストック量とした。 

資本ストック＝年初現在高 + 取得額(年間) − 除却額(年間) − 減価償却額（年間）  (3 − 8) 

ただし、これらの値は工業統計調査では帳簿価額（簿価）で回答されているため時価額

で評価する必要がある。よって、資本ストックは、次の 3－9 式の時価・簿価比率を用いて

簿価を時価へ推計した。 

𝐾𝑝,𝑡 = 𝐵𝑉𝑝,𝑡 × (𝐼𝑁𝐾𝑖,𝑡 𝐼𝐵𝑉𝑖,𝑡⁄ )    (3 − 9)  

ここで、𝐾𝑝,𝑡：𝑡年の時価で評価した事業所𝑝の資本ストック、 

𝐵𝑉𝑝,𝑡：𝑡年の簿価で評価した事業所𝑝の資本ストック（工業統計調査の回答値）、 

𝐼𝑁𝐾𝑖,𝑡：𝑡年の事業所𝑝が属する、時価で評価した産業𝑖全体の資本ストック、 

𝐼𝐵𝑉𝑖,𝑡：𝑡年の事業所𝑝が属する、簿価で評価した産業𝑖全体の資本ストック。 

𝐼𝑁𝐾𝑖,𝑡は、JIP2014 における部門別実質投資額を、𝐼𝐵𝑉𝑖,𝑡は『工業統計調査（産業編）』を用

いている。𝐼𝐵𝑉𝑖,𝑡は工業統計調査の個票データの集計値であり、小分類で得られたデータは

JIP2014 の産業分類に変換した後、各部門の時価を推計に利用している。 

④インプット変数：労働投入 

工業統計調査における調査項目「6 従業者数（年末現在）」のうち、「個人従業者及び無

給家族従業者」、「常用労働者」の男女合計値を総従業者数とした。労働投入量は、総従業

者数に従業者一人あたり年間総実労働時間をかけ合わせた推計値であるため、JIP2014、部

門別従業者数（人）、部門別マンアワー（従業者数×従業者一人あたり年間総実労働時間÷

                                                   
9 デフレータ＝名目値 実質値⁄ 。 
10 建物・構築物（土木設備，建築附属設備を含む。），機械・装置，船舶・車両・運搬具・耐用年数 1 年以

上の工具・器具・備品等。 
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1000）を用いて年間総実労働時間を算出した。 

なお、分析に用いた『工業統計調査』の概要や、パネル・データ化などより詳細な整備

方法については、報告書末の補論を参照されたい。 

 

３－４．全要素生産性及びその構成要因の変化 

 計測された各産業の生産性を評価するに当たり、産業を取り巻く経済情勢を見ておくと、

まず 2007年から 2012年までの為替相場は、一貫して円高が進行する時期である（図 3－5）。

また 2007 年中頃からのサブプライムローン問題や 2008 年 9 月のリーマン・ショックの影

響を受け、2009 年には名目・実質ともに日本の GDP が底をつく（ただし 2009 年以降の実

質 GDP は回復基調にある）（図 3－6）。2011 年 3 月には東日本大震災も発生し、本研究が

対象とする期間は、日本の製造業にとってきわめて厳しい環境に置かれた時期であると言

えよう。さらに自動車産業特有の事情として 2009 年から 2010 年にかけて発生したトヨタ

の大規模リコール問題もあり、この時期の自動車の国内生産台数や輸出台数は大きく落ち

込むこととなる（図 3－7 及び図 3－8）。これらの経済情勢によって、製造業の生産現場で

は余剰労働力や遊休設備の増大が生まれ、特に生産の技術的非効率性を増大させたことが

予測される。またこの時期に生産規模を縮小する事業所も多く見られることから、規模の

効率性も TFP にマイナスの影響を及ぼしたことが予測される。TFP やその構成要因の変化

は事業所ごとに計測されるものであるが、本章の以下では、各事業所の値を産業ごとに平

均することにより、各産業の TFP とその構成要因の変化の動向を分析する。特に東海圏に

おける産業クラスター関連事業から支援を受けている主な産業として、輸送用機械、一般

機械、電気機械、食料品、化学、窯業・土石製品の 6 製造業を取り上げる。 

 

 

出所：Principal Global Indicators の値をもとに筆者作成 

図 3－5 年平均対ドル為替レートの推移 

http://www.principalglobalindicators.org/default.aspx
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出所：2013 年度国民経済計算もとに筆者作成 

図 3－6 名目及び実質 GDP の推移 

 

 

出所：一般社団法人日本自動車工業会による統計をもとに筆者作成 

図 3－7 四輪自動車国内生産台数の推移 
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出所：一般社団法人日本自動車工業会による統計をもとに筆者作成 

図 3－8 四輪自動車輸出台数の推移 
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（1）輸送用機械製造業の計測結果 

 輸送用機械製造業の生産フロンティア関数と技術的非効率性関数の推計値を、表 3－1 に

示す。 

 

表 3－1 輸送用機械の生産フロンティア関数の推計結果 

 

※ ***：1％有意、**：5％有意、*：10％有意（以下同様）。 

  

表 3－1 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因の％変化を

表 3－2 に示す。 

 

表 3－2 輸送用機械の TFP 及び TFP 構成要因の％変化 

 

説明変数 係数 標準誤差 t値

生産フロンティア関数

定数 -0.027 *** 0.006 -4.70

ln(中間投入) 0.588 *** 0.003 211.64

ln(資本ストック) 0.089 *** 0.003 30.39

ln(労働) 0.370 *** 0.006 66.52

タイム・トレンド 0.021 *** 0.002 10.43

(ln(中間投入))2 0.155 *** 0.003 59.76

ln(中間投入)*ln(資本ストック) -0.029 *** 0.002 -12.45

ln(中間投入)*ln(労働) -0.147 *** 0.004 -40.35

ln(中間投入)*タイム・トレンド -0.006 *** 0.002 -3.82

(ln(資本ストック))2 0.031 *** 0.003 11.81

ln(資本ストック)*ln(労働) 0.000  0.004 0.11

ln(資本ストック)*タイム・トレンド 0.000  0.002 -0.05

(ln(労働))
2 0.172 *** 0.009 18.64

ln(労働)*タイム・トレンド 0.013 *** 0.003 4.74

(タイムト・レンド)2 0.007 *** 0.002 2.80

技術的非効率性関数

定数 -2.835 *** 0.171 -16.54

タイム・トレンド 0.646 *** 0.034 18.76

(タイムト・レンド)2 -0.309 *** 0.021 -14.59

σ2 0.502 *** 0.023 21.56

γ 0.864 *** 0.005 160.23

対数尤度 -2365.26

観測値 12534 (=2089事業所*6期間)

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 -1.392 0.682 -0.054 -0.763

2008-09 -3.188 1.327 -0.852 -2.713

2009-10 -1.787 2.037 0.451 0.702

20010-11 -1.826 2.760 -0.078 0.856

2011-12 0.018 3.419 0.195 3.632

年平均 -1.635 2.045 -0.067 0.343
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さらに、表 3－1 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因の

累積％変化を表 3－3 と図 3－9 に示す。 

 

表 3－3 輸送用機械の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 

 

図 3－9 輸送用機械の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 まず生産効率性は年平均で 1.64％縮小しており、分析期間における需要の縮小が強く影

響しているものと考えられる。特に 2008 年から 2009 年にかけての生産効率性の縮小は

3.19％と非常に大きい。生産効率性の縮小は 2011 年まで続くが、2012 年には若干プラス

の値（0.02％）を示し、生産非効率の拡大にも歯止めがかかったようである。規模効率性に

ついても、生産効率性と同じく、2008 年から 2009 年にかけて比較的大きな縮小（—0.85％）

が見られる。震災の発生した 2011 年から 2012 年にも規模効率性の縮小は計測されるもの

の、その程度は小さい（—0.08％）。一方で生産フロンティアについては一貫して増大してお

り、年平均で 2.05％の増大を達成している。特に 2009 年以降の上昇幅が拡大していること

がうかがわれる。総じてこの期間における TFP 全体の変化を見ると、2009 年までは生産効

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 0.000 0.000 0.000 0.000

2008-09 -1.392 0.682 -0.054 -0.763

2009-10 -4.580 2.009 -0.906 -3.477

20010-11 -6.368 4.047 -0.454 -2.775

2011-12 -8.193 6.807 -0.532 -1.919

-8.175 10.226 -0.337 1.714
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率性と規模効率性の縮小の影響が大きく、TFP 全体では低下傾向にあるが、2009 年以降は

生産効率性の縮小以上に生産フロンティアが増大することから、TFP 全体は増大すること

になる。TFP の累積パーセント変化を見ると、2012 年には 2007 年の水準を超えており、

この TFP 増大は生産フロンティアの増大が牽引している。図 3－7 や図 3－8 より、国内自

動車生産台数や輸出台数は 2007 年の水準までには戻っていないものの、TFP は 2007 年の

水準を超えていることは、自動車産業がより付加価値の高い製品を出荷するようになった

か、あるいは航空機や鉄道など自動車以外の輸送用機械産業がより付加価値の高い製品を

出荷するようになった可能性が考えられる。 

 

（2）一般機械製造業の計測結果 

 一般機械製造業の生産フロンティア関数と技術的非効率性関数の推計値を表 3－4に示す。 

 

表 3－4 一般機械の生産フロンティア関数の推計結果 

 

 

表 3－4 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因の％変化を

表 3－5 に示す。 

 

説明変数 係数 標準誤差 t値

生産フロンティア関数

定数 0.047 *** 0.005 9.16

ln(中間投入) 0.559 *** 0.003 212.12

ln(資本ストック) 0.063 *** 0.003 23.27

ln(労働) 0.417 *** 0.006 70.70

タイム・トレンド 0.018 *** 0.002 10.91

(ln(中間投入))2 0.176 *** 0.003 61.73

ln(中間投入)*ln(資本ストック) -0.025 *** 0.002 -10.84

ln(中間投入)*ln(労働) -0.168 *** 0.005 -34.86

ln(中間投入)*タイム・トレンド -0.004 *** 0.002 -2.78

(ln(資本ストック))2 0.023 *** 0.002 9.38

ln(資本ストック)*ln(労働) 0.017 *** 0.005 3.77

ln(資本ストック)*タイム・トレンド -0.003 ** 0.001 -1.79

(ln(労働))
2 0.145 *** 0.013 11.11

ln(労働)*タイム・トレンド 0.009 *** 0.003 3.11

(タイムト・レンド)2 -0.001  0.002 -0.55

技術的非効率性関数

定数 -1.873 *** 0.062 -29.98

タイム・トレンド 0.564 *** 0.016 34.34

(タイムト・レンド)2 -0.535 *** 0.012 -43.51

σ2 0.438 *** 0.009 50.80

γ 0.829 *** 0.006 148.49

対数尤度 -4667.20

観測値 18660 (=3110事業所*6期間)
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表 3－5 一般機械の TFP 及び TFP 構成要因の％変化 

 

 

さらに、表 3－4 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因の

累積％変化を表 3－6 と図 3－10 に示す。 

 

表 3－6 一般機械の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3－10 一般機械の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

  

図 3－10 より、一般機械製造業における TFP とその構成要因の変化は、輸送用機械製造

業で計測された変化と類似していることが読み取れる。このことにより、相当程度、両産

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 -2.647 1.997 -0.028 -0.678

2007-09 -4.823 1.866 -1.043 -4.000

2007-10 -2.657 1.768 0.289 -0.600

2007-11 -0.227 1.675 0.261 1.710

2007-12 3.214 1.532 0.077 4.823

年平均 -1.428 1.768 -0.089 0.251

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 0.000 0.000 0.000 0.000

2007-09 -2.647 1.997 -0.028 -0.678

2007-10 -7.470 3.863 -1.072 -4.678

2007-11 -10.127 5.632 -0.783 -5.278

2007-12 -10.353 7.307 -0.522 -3.568

-7.139 8.839 -0.444 1.255
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業が連動した生産活動を行っていることが示唆される。まず生産効率性については 2007 年

から 2011 年まで縮小傾向であるのは同じであるが、その縮小幅は輸送用機械製造業のそれ

に比して大きい。特に 2008 年から 2009 年にかけて生産効率性は 4.82％の低下を示してい

る。2008 年から 2009 年にかけての規模効率性の縮小も 1.04%と、輸送用期間製造業のそ

れより若干縮小幅が大きい。一方で、これら効率性が一度落ち込んだ後に復活して増大す

る程度は大きく、特に 2011 年から 2012 年の生産効率性は 3.2％の増大を示している。生

産フロンティアは年平均 1.77％と堅調な増大を示しているが、輸送用機械製造業の動きと

異なるのは、若干その増大幅が逓減気味なことである。総じて TFP 全体の変化を見ると、

2010 年までは特に生産効率性の縮小効果が影響して TFP 全体は縮小するものの、2010 年

以降は生産フロンティアの増大が牽引してTFP全体は増大する。結果として2012年のTFP

水準は、2007 年の水準を上回っている。 

 

（3）電気機械製造業の計測結果 

電気機械製造業の生産フロンティア関数と技術的非効率性関数の推計値を表 3－7に示す。 

 

表 3－7 電気機械の生産フロンティア関数の推計結果 

 

説明変数 係数 標準誤差 t値

生産フロンティア関数

定数 0.082 *** 0.031 2.62

ln(中間投入) 0.591 *** 0.003 176.29

ln(資本ストック) 0.069 *** 0.003 23.93

ln(労働) 0.467 *** 0.007 63.74

タイム・トレンド 0.212 *** 0.017 12.63

（ln(中間投入)）2 0.156 *** 0.003 52.07

ln(中間投入)*ln(資本ストック) -0.023 *** 0.002 -11.00

ln(中間投入)*ln(労働) -0.172 *** 0.006 -31.15

ln(中間投入)*タイム・トレンド -0.007 *** 0.002 -3.81

（ln(資本ストック)）2 0.027 *** 0.002 13.90

ln(資本ストック)*ln(労働) 0.014 *** 0.004 3.27

ln(資本ストック)*タイム・トレンド 0.002  0.002 1.18

（ln(労働）)2 0.186 *** 0.015 12.61

ln(労働)*タイム・トレンド 0.011 *** 0.004 3.11

（タイムト・レンド）2 0.082 *** 0.010 8.64

技術的非効率性関数

定数 0.135 *** 0.056 2.44

タイム・トレンド 0.329 *** 0.029 11.40

σ
2 0.248 *** 0.004 59.68

γ 0.246 *** 0.021 11.84

対数尤度 -11079.51

観測値 16824 (=2804事業所*6期間)
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表 3－7 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因の％変化を

表 3－8 に示す。 

 

表 3－8 電気機械の TFP 及び TFP 構成要因の％変化 

 

 

さらに、表 3－7 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因の

累積％変化を表 3－9 と図 3－11 に示す。 

 

表 3－9 電気機械の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 -3.214 4.730 -0.139 1.377

2007-09 -7.629 12.965 -1.972 3.364

2007-10 -15.842 21.228 1.105 6.490

2007-11 -26.544 29.467 -0.230 2.692

2007-12 -33.410 37.680 -0.240 4.031

年平均 -17.328 21.214 -0.295 3.591

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 0.000 0.000 0.000 0.000

2007-09 -3.244 4.626 -0.051 1.331

2007-10 -11.111 17.487 -1.816 4.560

2007-11 -27.635 38.611 -1.000 9.977

2007-12 -54.180 67.951 -0.721 13.049

-87.288 105.492 -0.688 17.515
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 図 3－11 電気機械の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 電気機械製造業の TFP とその構成要因の変化は、非常に特徴的な動きを示す。まず生産

効率性は一貫して縮小しており、年平均で—17.45％と縮小幅も非常に大きい。また非効率

の程度も毎年逓増して悪化していることも特徴的である。こうした生産効率性の縮小は、

この期間における世界的な需要減退の影響もあると考えられるが、海外企業との競争の激

化に伴ってこれまで生産していた製品からの転換が進んでおり、よってこれまでに使用し

てきた中間投入財や資本ストックが、生産インプットとして適切に使用できなくなってい

る可能性が大きな要因として考えられる。また電気機械の中でも、電子部品・デバイス・

電子回路の製造には多大な電力を要することから、震災を受けた電力料金の値上げは資本

ストックの稼働率低下にも大きく影響を及ぼしたものと考えられる。規模効率性について

はやはり需要が大きく減退する 2009 年に 1.77％の縮小を示しているが、生産効率性の縮小

が大きいため図表上では目立たない。一方で生産フロンティアは年平均 21.10％と非常に大

きな増大を示しており、その増大の程度は毎年逓増する傾向にある。製品のデジタル化や

製造過程におけるモジュール化の進展によって、電気機械製造業全体で見た技術進歩が加

速していることがうかがわれる。こうした生産フロンティアと生産非効率性の変化がそれ

ぞれ両極端に変化することは、代表的なモジュール型産業である電気機械製造業の大きな

特徴であると言える。TFP 全体では、生産フロンティアの増大要因が生産効率性の縮小要

因を上回り、年平均で 3.50％の比較的高い成長を示している。 
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（4）食料品製造業の計測結果 

食料品製造業の生産フロンティア関数と技術的非効率性関数の推計値を表3－10に示す。 

 

表 3－10 食料品の生産フロンティア関数の推計結果 

 

 

表 3－10 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因の％変化

を表 3－11 に示す。 

 

表 3－11 食料品の TFP 及び TFP 構成要因の％変化 

 

 

説明変数 係数 標準誤差 t値

生産フロンティア関数

定数 -0.033 *** 0.009 -3.54

ln(中間投入) 0.601 *** 0.003 239.16

ln(資本ストック) 0.141 *** 0.002 78.83

ln(労働) 0.299 *** 0.005 59.13

タイム・トレンド 0.119 *** 0.013 9.16

（ln(中間投入)）2 0.145 *** 0.003 52.53

ln(中間投入)*ln(資本ストック) -0.032 *** 0.002 -17.55

ln(中間投入)*ln(労働) -0.083 *** 0.004 -20.85

ln(中間投入)*タイム・トレンド -0.006 *** 0.001 -4.48

（ln(資本ストック)）2 0.053 *** 0.002 32.06

ln(資本ストック)*ln(労働) 0.017 *** 0.003 5.29

ln(資本ストック)*タイム・トレンド 0.001  0.001 0.57

（ln(労働）)
2 0.006  0.009 0.68

ln(労働)*タイム・トレンド 0.008 *** 0.002 3.66

（タイムト・レンド）2 0.076 *** 0.007 10.78

技術的非効率性関数

定数 -0.308 *** 0.028 -11.05

タイム・トレンド 0.448 *** 0.041 10.91

（タイムト・レンド）2 -0.032 *** 0.006 -5.33

σ2 0.163 *** 0.001 121.41

γ 0.212 *** 0.027 7.77

対数尤度 -2365.26

観測値 29220 (=4870事業所*6期間)

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 -1.056 -3.333 0.084 -4.306

2008-09 -2.142 4.267 0.092 2.217

2009-10 -6.480 11.874 -0.087 5.308

20010-11 -21.315 19.509 -0.119 -1.924

2011-12 -34.815 27.126 0.128 -7.561

年平均 -13.161 11.889 0.020 -1.253
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さらに、表 3－10 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因

の累積％変化を表 3－12 と図 3－12 に示す。 

 

表 3－12 食料品の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 

 

 図 3－12 食料品の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

  

生産効率性については、まず 2010 年に 6.50％、続いて 2011 年と 2012 年にはそれぞれ

21.31％と 34.82％と大きく低下する。そもそもの国内消費の縮小の影響に加えて、2011 年

に発生した震災による影響が大きかったことがうかがわれる。規模効率性については、ほ

とんど変化は見られない。生産フロンティアは 2009 年以降に大きく増大しており、技術進

歩の加速が大きな分野であることがうかがわれる。生産フロンティアの増大効果によって

生産非効率の影響が打ち消されている。ただし 2011 年と 2012 年については、生産効率性

の低下が生産フロンティア増大の効果を上回っており、結果として TFP 全体は縮小してい

る。 

 

  

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 0.000 0.000 0.000 0.000

2008-09 -1.056 -3.333 0.084 -4.306

2009-10 -3.198 0.934 0.176 -2.088

20010-11 -9.678 12.808 0.089 3.219

2011-12 -30.992 32.317 -0.030 1.295

-65.807 59.443 0.098 -6.266
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（5）化学工業の計測結果 

化学工業の生産フロンティア関数と技術的非効率性関数の推計値を表 3－13 に示す。 

 

表 3－13 化学工業の生産フロンティア関数の推計結果 

 

 

表 3－13 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因の％変化

を表 3－14 に示す。 

 

表 3－14 化学工業の TFP 及び TFP 構成要因の％変化 

 

 

説明変数 係数 標準誤差 t値

生産フロンティア関数

定数 -0.070 *** 0.008 -9.10

ln(中間投入) 0.627 *** 0.005 116.90

ln(資本ストック) 0.082 *** 0.005 15.56

ln(労働) 0.378 *** 0.011 35.71

タイム・トレンド 0.019 *** 0.004 4.98

（ln(中間投入)）2 0.119 *** 0.005 24.06

ln(中間投入)*ln(資本ストック) -0.023 *** 0.005 -5.13

ln(中間投入)*ln(労働) -0.112 *** 0.007 -16.09

ln(中間投入)*タイム・トレンド 0.000  0.003 0.13

（ln(資本ストック)）2 0.022 *** 0.005 4.51

ln(資本ストック)*ln(労働) 0.004  0.008 0.50

ln(資本ストック)*タイム・トレンド -0.003  0.003 -1.01

（ln(労働）)2 0.116 *** 0.020 5.88

ln(労働)*タイム・トレンド 0.004  0.005 0.75

（タイムト・レンド）2 0.009 *** 0.003 3.35

技術的非効率性関数

定数 -0.046 ** 0.023 -1.99

タイム・トレンド 0.051 *** 0.014 3.53

σ
2 0.241 *** 0.004 63.86

γ 0.002 ** 0.001 1.82

対数尤度 -6188.04

観測値 8970 (=1495事業所*6期間)

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 -0.242 0.127 0.085 -0.031

2007-09 -0.196 1.020 -0.146 0.678

2007-10 -0.559 1.916 0.210 1.568

2007-11 -2.167 2.819 -0.246 0.406

2007-12 -4.706 3.729 0.103 -0.875

年平均 -1.574 1.922 0.001 0.349
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さらに、表 3－13 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因

の累積％変化を表 3－15 と図 3－13 に示す。 

 

表 3－15 化学工業の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 

 

図 3－13 化学工業の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 生産効率性については、2011 年と 2012 にそれぞれ 2.17％と 4.71％と大きく低下する。

これは主に震災による被害の影響が大きいものと考えられる。規模効率性については、ほ

とんど変化は見られない。一方で生産フロンティアは年平均で 1.92％の堅調な増大を示し

ており、その拡大幅は増大している。2011 年までは生産フロンティアの増大効果が、生産

効率性の縮小効果を上回るため、TFP 全体としては増大傾向にあるが、2012 年は生産効率

性の縮小効果が大きいため TFP は低下している。 

 

  

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 0.000 0.000 0.000 0.000

2007-09 -0.242 0.127 0.085 -0.031

2007-10 -0.438 1.146 -0.061 0.647

2007-11 -0.996 3.062 0.149 2.215

2007-12 -3.163 5.881 -0.097 2.621

-7.870 9.610 0.006 1.746
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（6）窯業・土石製品製造業の計測結果 

窯業・土石製品の生産フロンティア関数と技術的非効率性関数の推計値を表 3－16 に示

す。 

 

表 3－16 窯業・土石製品の生産フロンティア関数の推計結果 

 

 

 

表 3－16 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因の％変化

を表 3－17 に示す。 

 

  

説明変数 係数 標準誤差 t値

生産フロンティア関数

定数 -0.037 ** 0.016 -2.32

ln(中間投入) 0.567 *** 0.007 82.17

ln(資本ストック) 0.066 *** 0.005 12.69

ln(労働) 0.437 *** 0.015 29.47

タイム・トレンド 0.004  0.004 1.08

（ln(中間投入)）2 0.121 *** 0.006 20.35

ln(中間投入)*ln(資本ストック) -0.010 *** 0.004 -2.77

ln(中間投入)*ln(労働) -0.104 *** 0.010 -10.33

ln(中間投入)*タイム・トレンド -0.002  0.003 -0.64

（ln(資本ストック)）2 0.021 *** 0.003 6.85

ln(資本ストック)*ln(労働) 0.009  0.009 1.04

ln(資本ストック)*タイム・トレンド -0.003  0.003 -1.22

（ln(労働）)
2 0.105 *** 0.021 4.97

ln(労働)*タイム・トレンド 0.005  0.005 0.87

（タイムト・レンド）2 -0.025 *** 0.007 -3.54

技術的非効率性関数

定数 0.109 *** 0.020 5.36

タイム・トレンド -0.022 * 0.013 -1.63

（タイムト・レンド）2 -0.069 *** 0.014 -4.79

σ2 0.145 *** 0.003 48.61

γ 0.003 *** 0.000 60.93

対数尤度 -2301.39

観測値 5280 (=880事業所*6期間)
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表 3－17 窯業・土石製品の TFP 及び TFP 構成要因の％変化 

 

 

さらに、表 3－16 に示された推計パラメータをもとに計測した TFP 及び TFP 構成要因

の累積％変化を表 3－18 と図 3－14 に示す。 

 

表 3－18 化学工業の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 

 

図 3－14 窯業・土石製品の TFP 及び TFP 構成要因の累積％変化 

 

 需要の減退に伴い、2009 年まで生産効率性が大幅に低下しているのは他産業と同様であ

る。2009 年以降は生産非効率の解消が見られるが、特に 2010 年から 2011 年にかけての効

率性は 7.39％の著しい増大を示す。これは震災の復興需要が効率性増大に大きな影響を及

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 -5.776 5.292 -0.162 -0.645

2007-09 -4.691 2.822 -1.176 -3.045

2007-10 2.165 0.367 0.218 2.750

2007-11 7.395 -2.080 0.105 5.420

2007-12 1.401 -4.532 -0.101 -3.231

年平均 0.099 0.374 -0.223 0.250

生産効率性 フロンティア
シフト

規模効率性 TFP

2007-08 0.000 0.000 0.000 0.000

2007-09 -5.776 5.292 -0.162 -0.645

2007-10 -10.466 8.114 -1.338 -3.690

2007-11 -8.301 8.481 -1.120 -0.940

2007-12 -0.907 6.402 -1.015 4.480

0.495 1.870 -1.115 1.249
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ぼしているものと考えられる。規模効率性は 2009 年に 1.18％低下して以降、ほとんど復活

する傾向は見られない。生産フロンティアは 2010 年まで増大するものの、それ以降は大き

く減少傾向を示す。主に技術進歩要因である生産フロンティアが大きく減少することの解

釈が困難であるが、その要因の一つとして、震災関連の需要の大幅な増大により産業全体

のシェアが、ファインセラミックスなどの先端技術を活用した製品を製造する事業所から、

より付加価値の低い製品を提供する事業所にシフトしたため、産業全体としての技術があ

たかも退化したかのように示されることが挙げられる。TFP 全体としては生産効率性の増

大効果が大きい 2010 年と 2011 年は増大しているが、生産フロンティアの縮小効果が大き

い 2012 年は減少している。 
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４．東海圏の成長クラスター 

 

４－１．市町村の集計レベルで見た成長クラスター 

 事業所レベルでの分析を行う前に、本節では市町村レベルで集計されたデータをもとに、

東海圏における成長クラスターを概観しておきたい。図 4－1 は、東海圏における市町村レ

ベルの従業者数の増大により成長を捉えた成長クラスターを示したものである。ここで成

長クラスターにある産業とは、地理的に近接にあってかつ技術的にも取引関係が密接な他

の産業と連動し合って成長している産業のことを言う。図 4－1 は、地理的・技術的に近接

する他の産業と連動し合って成長している産業の数が示されている11。 

 

 

出所：Yamada and Kawakami（2015）をもとに筆者作成 

図 4－1 東海圏の成長クラスター 

 

 図 4－1 中で色が塗られている市町村には、他の近接産業と連動し合って成長している産

業が少なくとも一つ以上存在するわけであるが、そのほとんどに輸送用機械製造業が含ま

                                                   
11 分析対象とした産業は、産業中分類レベルにおける建設業も含む製造業 20 部門とサービス業 11 部門で

ある。成長クラスターの検出には空間統計量を利用している。分析の詳細については、Yamada and 

Kawakami（2012）及び Yamada and Kawakami（2015）を参照されたい。 
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れる。よって東海圏の成長クラスターは、やはり輸送用機械を中心に形成されていること

がうかがわれる。こうした産業が検出できる地理的な範囲は直径約 100km 圏域に及んでい

る。色が濃く塗られている直径約 40km 圏域に及ぶ地域は、輸送用機械だけでなくサービ

ス業も含む多様な産業が、それぞれ近接産業と連動し合って成長していることを示してい

る。特に豊田市と岡崎市には成長クラスターとして検出される産業が多く存在し、その成

長率も大きいことから、東海圏全体の成長クラスターのコア地域であると考えられる。ま

た輸送用機械製造業を中心とする成長クラスターは浜松都市圏にまで広がっていることが

示されている。 

 

４－２．生産フロンティア変化の地理的分布 

 3 章では事業所レベルでの TFP の変化を、その 3 つの構成要因（①生産フロンティアの

変化、②生産効率性の変化、③規模効率性の変化）を考慮しながら計測した。本節の以下

では、その中でも①生産フロンティアの変化に着目して分析を行う。生産フロンティアの

上昇は、基本的に技術進歩に伴う生産性上昇と解釈されることから、よりイノベーション

の成果を表現するアウトカム指標として（例えば４－１節で用いた従業者数の成長などよ

りも）適切であると考えられる。また事業所レベルで生産フロンティア変化の分布を見る

ことにより、行政区域に捉われないより実態に即した産業クラスターの特定化が期待され

る。 
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（1）輸送用機械製造業の分布 

 図 4－2 は、輸送用機械製造業に属する事業所の生産フロンティアの変化を、GIS を用い

てプロットしたものである。赤や濃い青で示された事業所は、フロンティアの上昇が大き

いことを示している。まず西三河地域にフロンティアの上昇が大きい事業所群が多く立地

している12。また浜松地域にもフロンティア事業所群の集積が見られる。よって東海圏では、

西三河地域や浜松地域を核とした輸送用機械製造業の密度の高い産業クラスターが形成さ

れていることがうかがわれる。また航空機関連の事業所が多い愛知県の東尾張地域から岐

阜県の中濃・岐阜地域にもフロンティア上昇の大きい事業所群が見受けられる。これらの

地域に限らず、輸送用機械製造業は東海圏に広く分布しており、都市圏縁辺部に立地しな

がらもフロンティアの上昇が大きい事業所も存在する。こうした事業所は、西三河・浜松

地域のクラスター内にある事業所と、密接に関連し合いながら大きなフロンティア上昇を

果たしているものと考えられる。 

 

図 4－2 輸送用機械製造業の生産フロンティア変化の分布 

 

  

                                                   
12 東海圏の地域区分については報告書末にある付録 1 を参照されたい。 
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（2）一般機械製造業の分布 

図 4－3 は、一般機械製造業に属する事業所の生産フロンティアの変化をプロットしたも

のである。輸送用機械の産業クラスターが見られる西三河地域より、やや西方の西・東尾

張地域から中濃・岐阜地域にかけて、フロンティアの上昇を果たしている事業所群が多く

分布している。また名古屋港に近い名古屋市南部から西三河地方にかけてもフロンティア

の上昇が大きい事業所群の集積が見られる。一般機械と輸送用機械の産業クラスターの位

置はやや異なっているとはいえ、両者の位置が地理的に近く、また重なる箇所も多いこと

から、生産活動における密接な産業間の連関構造の中でフロンティアの上昇が創出されて

いることが示唆される。 

 

 

図 4－3 一般機械製造業の生産フロンティア変化の分布 
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（3）電気機械製造業の分布 

図 4－4 は、電気機械製造業に属する事業所の生産フロンティアの変化をプロットしたも

のである。電気機械は、輸送用機械や一般機械に比較して集積の程度が小さく東海圏に広

く分布している。その中でも西尾張・東尾張地域にフロンティアの大きく上昇している事

業所群が見受けられることは、これら事業所群が同地域にクラスターを形成している一般

機械や輸送用機械（特に航空機関連）との産業連関構造の中で生産性を高めていることが

示唆される。そのほかにも西濃地域、東三河から浜松にかかる地域、北勢地域、伊勢地域

に、それぞれ地理的な範囲は小さいながらもクラスターを形成していることが読み取れる。 

 

 

図 4－4 電気機械製造業の生産フロンティア変化の分布 
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（4）食料品製造業の分布 

図 4－5 は、食料品製造業に属する事業所の生産フロンティアの変化をプロットしたもの

である。基本的には大きな消費地やその近郊にフロンティアの上昇が大きい事業所群が見

受けられる。本研究の対象とする地域からは外れるが、静岡県の焼津市とその周辺地域に

はフロンティアの上昇が高い事業所が密度高く立地しているのが特徴的である。 

 

 

図 4－5 食料品製造業の生産フロンティア変化の分布 
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（5）化学工業の分布 

図 4－6 は、化学工業に属する事業所の生産フロンティアの変化をプロットしたものであ

る。他産業に比して地理的な立地の集積がそもそも見られない傾向にある。三重県の北勢

地域には比較的大きいフロンティアの上昇を達成している事業所群が見受けられる。 

 

 

図 4－6 化学工業の生産フロンティア変化の分布 
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（6）窯業・土石製品製造業の分布 

図 4－7 は、窯業・土石製品製造業に属する事業所の生産フロンティアの変化をプロット

したものである。フロンティアの上昇が顕著な事業所群は、東尾張地域から東濃地域にか

けて、さらには土岐地域にも広がっている。これら地域は、産業クラスター計画で指定さ

れた「尾張東部・東濃西部ものづくり産官学ネットワーク」が対象とする地域と重なって

おり、地域内事業所間での密接なネットワークが生産性を高めている可能性が考えられる。

その他に知多地域にも、比較的高いフロンティアの上昇を達成している事業所群が見られ

る。 

 

 

図 4－7 窯業・土石製品製造業の生産フロンティア変化の分布 

 

  

http://www.mono-net.com/


44 

 

５．産業クラスター関連政策と生産性との関係 

 

 産業クラスター計画に参画している企業や、産業クラスター計画に付随する各種ネット

ワーク支援・研究開発補助事業に採択された企業が、果たして生産性の上昇を果たしてい

るかを検証する。まず産業クラスター計画については、「東海ものづくり創生プロジェク

ト」と「東海バイオものづくり創生プロジェクト」に参画した企業のリストを作成する。

東海バイオものづくり創生プロジェクトの参画企業は、ウェブ上で公表されている情報を

もとに特定化した。東海ものづくり創生プロジェクトについては、既に推進組織である東

海ものづくり創生協議会が解散していることもありウェブページが存在せず、またヒアリ

ング等を通じても参画企業のリストが得られなかったので、中部経済産業局が発行する産

業クラスター成果事例集で報告されている企業を取り上げた。 

 産業クラスター計画に付随する支援・補助事業については、2006 年から 2011 年までに

実施された事業に採択された企業を取り上げた（表 5－1）。いずれの事業も、地域の大学・

公的研究機関と民間企業などが研究開発共同体（コンソーシアム）を構成して研究開発を

実施する活動に対して支援・補助を行うものである。 

 

表 5－1 分析に考慮したネットワーク支援・研究開発補助事業 

実施年次 事業名 

2006－2008 年 地域新生コンソーシアム研究開発事業 

2007－2008 年 地域資源活用型研究開発事業 

2009－2011 年 地域イノベーション創出研究開発事業 

2010 年 中小企業等の研究開発力向上及び実用化推進のための支援事業 

2011 年 民間企業の研究開発力強化及び実用化支援事業 

 

 上記の産業クラスター関連政策の参画・採択企業の内、TFP が計測可能であったものは

293 事業所（産業クラスター計画に参画：33 事業所、その他支援・補助事業に採択：260

事業所）であった13。これらの事業所の平均的な生産フロンティアの上昇が、各事業所が属

する産業の平均的な生産フロンティアの上昇と比較して、有意な差が認められるかどうか

を検証した。分析の結果、輸送用機械製造業に属する事業所のみにおいて有意にフロンテ

ィア上昇の平均値が大きかったが、一般機械、電気機械、食料品、化学工業、窯業・土石

製品に属する事業所については、フロンティアの上昇がそれぞれの産業の平均よりも大き

いという仮説は支持されなかった。 

 本章での分析は非常に簡便に検証したものであり、さらにサンプル数も少ないこともあ

って、政策評価に当たってはより詳細な分析にもとづく検証の余地が大きい。研究開発か

                                                   
13 東海圏に複数の事業所を持つ企業については、どの事業所で取り組みがなされているか識別できない限

り政策の対象事業所とした。 
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ら事業化に至る期間を考慮して採択年からタイムラグを置いて検証することや、支援・補

助を受けた事業所の特性や企業間・産学間の共同研究体制の構造の違いなども踏まえて検

証することが必要であろう。とはいえ、例えば地域イノベーション創出研究開発事業にお

ける事業終了後の事業化率は、東海圏でも 20％前後であり、目標値である 40％を大きく下

回る。産業クラスター計画やそれに付随する支援・補助事業は、事業化に結び付く製品・

サービスの研究開発を主要な目的とするが、実際には多くの事業者（特に中堅中小・ベン

チャー企業）にとって参加・申請するには「敷居」が高すぎるといった現状もある14。した

がって、より事業化に近いと考えられる川下の部分での支援策の充実も考慮することが必

要であろう。 

  

                                                   
14 中部経済産業局へのヒアリング調査にもとづく。 
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Ⅲ．調査結果を踏まえた地域政策・国土政策への示唆 

 

１．本研究のまとめと政策示唆 

 本研究は、まず『工業統計調査』の事業所個票データを整備したうえで、計量経済学的

手法により事業所ごとの全要素生産性（TFP）の変化を計測した。TFP 変化は、①生産フロ

ンティアの変化、②生産効率性の変化、③規模効率性の変化の 3 つの構成要因を考慮しな

がら計測を行った。その中でも生産フロンティアの上昇は、技術進歩・イノベーションに

よる生産性の上昇と解釈されるものであり、これまでしばしば用いられてきた政策評価の

アウトカム指標（売り上げ、従業者数、賃金の伸びなど）と比較して、地域産業の成長を

科学技術の観点から評価する指標として望ましいと考えられる。これらの各指標は、2007

年～2012 年の全国レベルでの事業所個票データをもとに計測した。 

 つぎに生産フロンティアの増大が見られる事業所群の地理的な集積をもって「産業クラ

スター」と定義し、東海圏（静岡県・岐阜県・愛知県・三重県）を分析対象に産業クラス

ターの位置や範囲を、地理情報システムを用いて視覚的に把握した。特に輸送用機械、一

般機械、窯業・土石製品の各製造業は、異なる位置・範囲に密度の高い産業クラスターが

形成されていることが明らかとなった。このことは各産業内において、取引関係の中での

タテの企業間連携とそれに伴う知識スピルオーバーが、クラスター内にある事業所の生産

性上昇を牽引していることを示唆している。また、例えば東尾張・西尾張地域から岐阜地

域にかけては、輸送用機械、一般機械、電気機械のクラスターの一部が重なって現れてい

ることも確認でき、特に航空機関連産業などでヨコの企業間連携が、当該地域の事業所の

生産性を高めていることが示唆される。産業クラスター計画では、基本的には主要な業種

ごとにプロジェクトが立ち上げられ、各プロジェクト内での知識スピルオーバーを促す支

援策が取り組まれてきたが、今後はこうしたクラスター間・プロジェクト間でのヨコの連

携強化についても充実させる意義が大きい15。自動車産業だけではないヨコの連携強化につ

いては、現在推し進められている東海産業競争力協議会による「TOKAI VISION」でも謳

われており、本研究の結果はこれら政策への定量的根拠を提供するものである。 

 輸送用機械については、西三河や浜松地域における集積密度の高いクラスター内の事業

所だけでなく、都市圏縁辺部にもフロンティアの上昇が大きい事業所が広く分布している。

また電気機械も都市圏縁辺部に地理的な範囲の小さいクラスターが分布している。これら

の事業所は、西三河や西尾張・東尾張地域に形成されているクラスター内にある事業所と

密接に連携し合いながら、高いフロンティア上昇を達成しているものと考えられる。この

ことから、現在名古屋圏において整備が進められている道路ネットワーク（新東名、名二

環、東海環状西回り）の限界生産性は大きいと考えられる。先に触れた、クラスター間の

                                                   
15 多和田・岡田・國崎（2005）はアンケート調査にもとづき、特に東海圏の機械産業において、商品化・

事業化での連携や活用について、取引関係のない異業種他者との連携強化の意向が大きいことを示してい

る。 
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ヨコのネットワーク強化という意味においても同圏域の交通ネットワークの充実が望まれ

る。 

 最後に、産業クラスター計画への参画企業や、産業クラスター計画に付随する各種ネッ

トワーク支援・研究開発補助事業の採択企業が、果たして生産性の上昇を果たしているか

を検証した。分析結果より、輸送用機械を除き、両者の関係に有意な関係は見出されなか

った。非常に簡便な手法による検証のため政策評価を行うには早計であり、さらに今後事

業所の特性や共同研究体制の構造なども踏まえた分析の必要がある。しかしヒアリング調

査にもとづけば、各政策が当初想定しているよりも、実際には多くの中堅中小企業にとっ

て参加・申請には敷居が高く、また事業に採択されたとしても事業化に到達するのは 20％

前後で政策目標を大きく下回る。よって、事業者にとってより敷居の低い身近な支援策の

充実も考慮すべきであろう。例えば今後の一層のグローバル化の進展に伴い、より厳しい

品質管理や排出ガス・燃費規制が求められることが考えられる。英語文書による複雑な手

続きの支援や、研究開発の目的だけでない公設試験研究機関の設備提供など、より生産活

動の川下に近い部分での支援策も講じる必要があろう。 

 

２．今後の課題 

 今後の課題として第一に、定量的な分析手法についてより精緻化する必要がある。例え

ば生産フロンティア関数の定式化が適切かどうか、推定する産業ごとにより詳細な検討を

要する。あるいは本研究では産業ごとにクラスターの特定化を行ったが、産業連関表など

も用いて産業間の取引構造も踏まえながら、生産技術に近接性のある産業間でのクラスタ

ーを特定化することによって、産業間連携について示唆に富む結果が得られる可能性が考

えられる。 

第二に、知識スピルオーバーが地域生産活動のイノベーションに及ぼす影響をより詳細

に解明するためには、本研究に合わせ、フィールド調査の成果を重ね合わせる必要がある。

本研究の意義は、可能な限り客観的なデータを用いて恣意性を排除しながら産業クラスタ

ーを特定化することであるが、実際にクラスター内（あるいはクラスター間）のどのよう

な構造のネットワークのもとで、どのような種類のチャネルを通してスピルオーバーが生

じているのかなどの情報はフィールド調査によって得られるものである。ただし本研究の

成果は、知識スピルオーバーが生じているであろう位置や範囲について定量的根拠を与え

るものであり、フィールド調査を実施する際においても、具体的に調査すべき事業所・ネ

ットワークの特定化や、イノベーションに寄与する知識スピルオーバーにかかる仮説の設

定、さらにヒアリングの設問事項の設定等について有用な情報を与えるものである。 
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補論１．分析利用データの概要 

 

分析には、経済産業省が毎年実施する『工業統計調査』の事業所単位での個票データと

経済産業研究所（RIETI）が提供する日本産業生産性データベース（Japan Industrial 

Productivity Database）『JIP データベース』を利用した。工業統計調査は、全国における

日本標準産業分類の製造業（大分類）に属する従業者 4 人以上の事業所すべて（国に属す

る事業所は除外）を調査対象16とし、毎年実施されている調査である。また、工業統計調査

は、従業者の人数に応じて調査事項が異なる 2 種類の調査票があり、従業者 4 人以上 29 人

以下の事業所は『乙調査票』に、従業者 30 人以上の事業所に『甲調査票』に回答している。

甲調査票は乙調査票より調査項目が多く、特に有形固定資産や製造品在庫額に関して詳細

な質問が設定されている17。調査項目は調査年によって異なることがあるため、個票データ

を時系列比較する場合には、接続する調査項目の内容に変更がないか注意する必要がある。 

本研究では、共通の調査項目が設定されている 2007 年から 2012 年における工業統計調

査を利用しパネル・データを作成した。2007 年以降の調査では、製造事業所の多様な活動

を背景に、製造以外の事業活動を行っている事業所の活動をより的確に把握するため新た

な調査項目が設定された。製造品出荷額等の項目では、製造以外の事業活動における収入

を把握するため「その他の収入額（修理料収入、転売収入など）」を設定し、また原材料使

用額等の項目では、「製造等に関連した外注費」及び「転売した商品の仕入額」を設定した。

事業所のアウトプットには、その他収入額を用いるが、2006 年以前の調査では転売品に関

する収入について明確な区別や記載の必要がなく、製造品出荷額の中に含まれて回答され

ている場合がある。そのため、2007 年前後の個票データを接続するためには 2006 年以前

の製造品出荷額から転売品に係る収入を差し引く必要がある。転売品に関する参考データ

として、2007 年工業統計調査結果を参考に 2006 年の転売状況について一部事業所から聞

き取り調査を行い製造品出荷額に占める転売比率が経済産業省によって公開されている。

しかし、対象事業所すべてに聞き取り調査を行っていないことや、転売比率を固定するこ

との不整合性、事業所によって転売開始年が異なることから、この転売比率を用いるため

にはさらなる検討が必要であると判断した。よって、本研究では調査項目に変更がなくパ

ネル・データとして接続可能な 2007 年以降の個票データを用いて事業所の生産性を捉える

こととする。 

パネル・データは 2007 年から 2012 年においてデータに欠損値がなく、かつ個票データ

に不備がない事業所のみ採用した完備パネル・データである18。分析期間中、2012 年 2 月

                                                   
16 西暦末尾 0、3、5、8 年については全数調査を実施していたが、2008 年調査で実施を最後に 2009 年調

査以降は従業者 3 人以下の事業所は調査対象から除外する裾切り調査となった。しかし、2012 年経済セン

サス‐活動調査では全数調査を実施している。 
17 2010 年調査以前は、西暦末尾 0、5 年の乙調査票においても従業者が 10 人以上の事業所に対して、有

形固定資産や製造品在庫額に関する調査項目が設定されていた。 
18 7 年連続して存在する事業所の個票データのみを推定に利用することによって生じるであろう、サンプ

ル・セレクション・バイアスの問題は今後の課題としたい。 
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の『経済センサス‐活動調査（以下経済センサス）』実施に伴い、2011 年 12 月の工業統計

調査が中止されている19。2012 年経済センサスでは、製造品出荷額や収入、各種費用など

の経理事項については 2011 年 1 年間の数値であり、経理事項以外の従業者などに関しては

2012 年 2 月の数値が回答されている。調査月が異なるものの経理事項は工業統計調査と同

時期の数値であり、常用雇用者について 2 ヶ月では大幅な変動がないと考えられることか

ら 2011 年の個票データに 2012 年経済センサスで代替できる。そのため、2011 年データの

み工業統調査に代わるデータとして経済センサス‐活動調査を利用した。本研究で用いる

分析モデルでは資本ストックに関するデータが必要であるため、有形固定資産に関するデ

ータが入手できる甲調査票に回答した従業者数 30 人以上の事業所を対象とする。対象地域

は全国である。 

 JIP データベースは、日本の経済成長と産業構造の変化を分析するための基礎資料として

2006 年から公表され、1970 年から 1 年ごとの、国内産業の全要素生産性の推定のために

構築されたデータベースである。JIP データベースは、国内産業を 1995 年「産業連関表」

の基本分類と第 11回改定日本産業分類をもとに独自に分類された 108の部門が設定されて

いる。108 部門の内訳は、製造業 52 部門、非製造業 55 部門、分類不能 1 部門である。部

門ごとに生産額、中間投入額、資本ストック（名目値、実質値20）や労働に関するデータが

整備されている。本研究では、現在公表されている JIP2014 を用いる。ただし、JIP2014

で公表されているデータベースの期間は 1970 年から 2011 年であり、分析期間に含まれる

2012年データは未発表である。そのため、2012 年データは直近の 2011 年データを用いる。

JIP2014 を用いて、各年の工業統計調査のデータを 2000 年価格に実質化する。パネル・デ

ータに用いた調査項目、及び作成方法は実質化作業も含め次節で説明する。 

 

補論２．パネル・データ作成方法 

 個票データのパネル化するための作業は、新保ほか（2005）や阿部ほか（2012）が詳細

な手順を提案している。新保ほか（2005）や阿部ほか（2012）はともに、パネル・データ

作成の下準備として、分析期間中に同一事業所を追跡するため、事業所ごとに唯一な識別

コード（ID）を付与する必要があることを示している。工業統計調査では、事業所の所在

地に関する調査項目があり、それら情報は都道府県番号（2 桁）、市区町村番号（3 桁）に

よって管理されている。併せて市区町村ごとに連番で設定されている事業所番号（5 桁）が

付与されていることから、これら 3 つの番号を組み合わせることで事業所を特定するため

の ID（10 桁）を作成することができる。本研究では、都道府県番号 + 市区町村番号+

事業所番号の順番で単純結合したコードを IDとする。IDは 2012年時点での都道府県番号、

市区町村番号、事業所番号を適用する。そのため、期間中、市町村合併が行われたことに

より、市区町村番号や事業所番号が変更される事業所や市制により市町村番号が変更にな

                                                   
19 2012 年の経済センサスは、2011 年工業統計調査と同様の調査事項が把握可能である。 
20 JIP2006のみ 1995年価格に実質化され、以降の JIPデータベースは 2000年価格に実質化されている。 



50 

 

った事業所が存在する。市区町村番号変更や事業所番号変更に関する情報は、個票データ

とともに事業所コンバータとして提供されている21。提供されたコンバータを利用して、市

区町村番号や事業所番号を適宜変更し 2007 年から 2012 年で共通の ID を付与した。 

 工業統計調査は、事業所を産業別に集計するために産業分類（小分類・4 桁）が行われて

いるが、製造品出荷額に基づいて産業は格付けされている。産業分類は日本標準産業分類

に基づき、事業所 2007年調査は第 11回改定日本産業分類、2008年から 2012年調査は 2007

年の改定に伴い、第 12 回改定日本産業分類に基づいている22。JIP2014 で実質化を行うこ

とを考慮し、本研究では第 11 回改定日本産業分類に基づく産業分類に統一する。経済産業

省ホームページ23では、2008 年調査以降の工業統計調査用産業・品目分類の改定のため産

業細分類用のコンバータが提供されている。提供されているコンバータを利用し、産業分

類を変換するための産業コンバータを新たに構築し、期間を通じて共通な第 11 回改定日本

産業分類に基づく産業分類に統一した。 

 工業統計調査では、産業分類は詳細な 4 桁分類であるが JIP2014 の産業分類はそれより

も集計された産業分類となっている（付録 2）。JIP2014 を用いて各年データの実質化を行

うため、第 11 回改定日本産業分類をもとに JIP2014 の産業分類に変換するためのコンバー

タを構築し、適用した。 

 

  

                                                   
21 合併前後や市制前後で県外移転がなかった事業所について、対応する市区町村番号、事業所番号が割り

当てられている。 
22 適用は 2008 年 4 月 1 日からであるため、2007 年調査では適用されていない。 
23 http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/gaiyo/sonota/bunrui/、2014 年 9 月アクセス。 
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付録１．東海圏における地域区分 

 

岐阜県 

①西濃地域 

②岐阜地域 

③中濃地域 

④東濃地域 

⑤飛騨地域 

 

静岡県 

⑥西部地域（浜松地域） 

 

愛知県 

⑦名古屋市 

⑧西尾張地域 

⑨東尾張地域 

⑩知多地域 

⑪西三河地域 

⑫東三河地域 

 

三重県 

⑬北勢地域 

⑭中勢地域 

⑮南勢地域 

⑯東紀州地域 

⑰伊賀地域 
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付録２．JIP2014における産業分類と日本標準産業分類（第 11回改訂）との対応表 

JIP2014 日本標準産業分類細分類(第11回改訂)

産業番号 分類名 分類番号 項目名

8 畜産食料品 911 肉製品製造業

912 乳製品製造業

919 その他の畜産食料品製造業

982 動物油脂製造業

9321 と畜場

9 水産食料品 921 水産缶詰・瓶詰製造業

922 海藻加工業

923 水産練製品製造業

924 塩干・塩蔵品製造業

925 冷凍水産物製造業

926 冷凍水産食品製造業

929 その他の水産食料品製造業

982 動物油脂製造業

10 精穀・製粉 961 精米業

962 精麦業

963 小麦粉製造業

969 その他の精穀・製粉業

11 その他の食料品 931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製
造業（野菜漬物を除く）

932 野菜漬物製造業 （缶詰、瓶詰、つぼ詰を

除く）
941 味そ製造業

942 しょう油・食用アミノ酸製造業

943 うま味調味料製造業

944 ソース製造業

945 食酢製造業

949 その他の調味料製造業

951 砂糖製造業 （砂糖精製業を除く）

952 砂糖精製業

953 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

971 パン製造業

972 生菓子製造業

973 ビスケット類・干菓子製造業

974 米菓製造業

979 その他のパン・菓子製造業

981 植物油脂製造業

983 食用油脂加工業

991 でんぷん製造業

992 めん類製造業

993 豆腐・油揚製造業

994 あん類製造業

995 冷凍調理食品製造業

996 そう（惣）菜製造業

999 他に分類されない食料品製造業

919 その他の畜産食料品製造業

13 飲料 1011 清涼飲料製造業

1021 果実酒製造業

1022 ビール製造業

1023 清酒製造業

1024 蒸留酒・混成酒製造業

1031 製茶業

1032 コーヒー製造業

1041 製氷業

999 他に分類されない食料品製造業

12 飼料・有機質肥料 1061 配合飼料製造業

1062 単体飼料製造業

1063 有機質肥料製造業

14 たばこ 1051 たばこ製造業 （葉たばこ処理業を除く）

1052 葉たばこ処理業

15 繊維製品 1111 製糸業

1121 綿紡績業

1122 化学繊維紡績業

1123 毛紡績業

1129 その他の紡績業

1131 ねん糸製造業 （かさ高加工糸製造業を除

く）
1132 かさ高加工糸製造業

1141 綿・スフ織物業

1142 絹・人絹織物業

1143 毛織物業

1144 麻織物業

1149 その他の織物業

1151 丸編ニット生地製造業

1152 たて編ニット生地製造業

1153 横編ニット生地製造業

1161 綿・スフ・麻織物機械染色業

1162 絹・人絹織物機械染色業

1163 毛織物機械染色整理業

1164 織物整理業

1165 織物手加工染色整理業

1166 綿状繊維・糸染色整理業

1167 ニット・レース染色整理業

1168 繊維雑品染色整理業

1171 綱製造業

1172 漁網製造業

1179 その他の網地製造業

1181 刺しゅうレース製造業

1182 編レース製造業

1183 ボビンレース製造業

1184 組ひも製造業

1185 細幅織物業

1189 その他のレース・繊維雑品製造業

1191 整毛業

1192 製綿業

1193 フエルト・不織布製造業

1194 じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造
業

1195 上塗りした織物・防水した織物製造業

1196 繊維製衛生材料製造業

1199 他に分類されない繊維工業

1211 成人男子・少年服製造業

1212 成人女子・少女服製造業

食品
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1213 乳幼児服製造業

1214 シャツ製造業 （下着を除く）

1215 事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣
服製造業

1216 学校服製造業

1221 ニット製外衣製造業

1222 ニット製アウターシャツ類製造業

1223 セーター類製造業

1229 その他のニット製外衣・シャツ製造業

1231 織物製下着製造業

1232 ニット製下着製造業

1233 織物製寝着類製造業

1234 ニット製寝着類製造業

1235 補整着製造業

1241 和装製品製造業

1242 足袋製造業

1251 ネクタイ製造業

1252 スカーフ・マフラー製造業

1253 ハンカチーフ製造業

1254 靴下製造業

1255 手袋製造業

1256 帽子製造業 （帽体を含む）

1257 毛皮製衣服・身の回り品製造業

1259 他に分類されない衣服・繊維製身の回り
品製造業

1291 寝具製造業

1292 毛布製造業

1293 帆布製品製造業

1294 繊維製袋製造業

1295 刺しゅう業

1296 タオル製造業

1299 他に分類されない繊維製品製造業

16 製材・木製品 1311 一般製材業

1312 単板 （ベニヤ板） 製造業

1313 床板製造業

1314 木材チップ製造業

1319 他に分類されない特殊製材業

1321 造作材製造業 （建具を除く）

1322 合板製造業

1323 集成材製造業

1324 建築用木製組立材料製造業

1325 パーティクルボード製造業

1326 銘板・銘木製造業

1331 竹・とう・きりゅう等容器製造業

1332 折箱製造業

1333 木箱製造業（折箱を除く）

1334 たる製造業

1335 おけ製造業

1391 木材薬品処理業

1392 靴型等製造業

1393 コルク加工基礎資材・コルク製品製造業

1399 他に分類されない木製品製造業 （竹、と

うを含む）
17 家具・装備品 1411 木製家具製造業 （漆塗りを除く）

1412 金属製家具製造業

1413 マットレス・組スプリング製造業

1421 宗教用具製造業

1431 建具製造業

1491 事務所用・店舗用装備品製造業

1492 窓用・扉用日よけ製造業

1493 日本びょうぶ・衣こう・すだれ製造業

1494 鏡縁・額縁製造業

1499 他に分類されない家具・装備品製造業

18 パルプ・紙・板紙・加工紙 1511 パルプ製造業

1521 洋紙製造業

1522 板紙製造業

1523 機械すき和紙製造業

1524 手すき和紙製造業

1531 塗工紙製造業

1532 段ボール製造業

1533 壁紙・ふすま紙製造業

19 紙加工品 1531 塗工紙製造業

1541 事務用紙製品製造業

1542 学用紙製品製造業

1543 日用紙製品製造業

1549 その他の紙製品製造業

1551 重包装紙袋製造業

1552 角底紙袋製造業

1553 段ボール箱製造業

1554 紙器製造業

1591 セロファン製造業

1592 繊維板製造業

1593 紙製衛生材料製造業

1599 他に分類されないパルプ・紙・紙加工品
製造業

20 印刷・製版・製本 1611 印刷業

1621 製版業

1631 製本業

1632 印刷物加工業

1691 印刷関連サービス業

21 皮革・皮革製品・毛皮 2111 なめし革製造業

2121 工業用革製品製造業 （手袋を除く）

2131 革製履物用材料・同附属品製造業

2141 革製履物製造業

2151 革製手袋製造業

2161 かばん製造業

2171 袋物製造業 （ハンドバッグを除く）

2172 ハンドバッグ製造業

2181 毛皮製造業

2199 その他のなめし革製品製造業

22 ゴム製品 2011 自動車タイヤ・チューブ製造業

2012 自転車タイヤ・チューブ製造業

2021 ゴム製履物・同附属品製造業

2022 プラスチック製履物・同附属品製造業
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2031 ゴムベルト製造業

2032 ゴムホース製造業

2033 工業用ゴム製品製造業

2091 ゴム引布・同製品製造業

2092 医療・衛生用ゴム製品製造業

2093 ゴム練生地製造業

2094 更生タイヤ製造業

2095 再生ゴム製造業

2099 他に分類されないゴム製品製造業

23 化学肥料 1711 窒素質・りん酸質肥料製造業

1712 複合肥料製造業

1719 その他の化学肥料製造業

1721 ソーダ工業

24 無機化学基礎製品 1711 窒素質・りん酸質肥料製造業

1721 ソーダ工業

1722 無機顔料製造業

1723 圧縮ガス・液化ガス製造業

1724 塩製造業

1729 その他の無機化学工業製品製造業

25 有機化学基礎製品 1731 石油化学系基礎製品製造業（一貫して生
産される誘導品を含む）

26 有機化学製品 1732 脂肪族系中間物製造業 （脂肪族系溶剤を

含む）
1733 発酵工業

1734 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

1735 プラスチック製造業

1736 合成ゴム製造業

1739 その他の有機化学工業製品製造業

1751 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

27 化学繊維 1741 レーヨン・アセテート製造業

1742 合成繊維製造業

28 化学最終製品 1729 その他の無機化学工業製品製造業

1752 石けん・合成洗剤製造業

1753 界面活性剤製造業 （石けん、合成洗剤を

除く）
1754 塗料製造業

1755 印刷インキ製造業

1756 洗浄剤・磨用剤製造業

1757 ろうそく製造業

1771 仕上用・皮膚用化粧品製造業（香水、
オーデコロンを含む）

1772 頭髪用化粧品製造業

1779 その他の化粧品・歯磨・化粧用調整品製
造業

1791 火薬類製造業

1792 農薬製造業

1793 香料製造業

1794 ゼラチン・接着剤製造業

1795 写真感光材料製造業

1796 天然樹脂製品・木材化学製品製造業

1797 試薬製造業

1799 他に分類されない化学工業製品製造業

29 医薬品 1761 医薬品原薬製造業

1762 医薬品製剤製造業

1763 生物学的製剤製造業

1764 生薬・漢方製剤製造業

1765 動物用医薬品製造業

30 石油製品 1811 石油精製業

1821 潤滑油製造業

1822 グリース製造業

1899 他に分類されない石油製品・石炭製品製
造業

31 石炭製品 1831 コークス製造業

1841 舗装材料製造業

1891 練炭・豆炭製造業

化学
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32 ガラス・ガラス製品 2211 板ガラス製造業

2212 板ガラス加工業

2213 ガラス製加工素材製造業

2214 ガラス容器製造業

2215 理化学用・医療用ガラス器具製造業

2216 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

2217 ガラス繊維・同製品製造業

2219 その他のガラス・同製品製造業

33 セメント・セメント製品 2221 セメント製造業

2222 生コンクリート製造業

2223 コンクリート製品製造業

2229 その他のセメント製品製造業

34 陶磁器 2241 衛生陶器製造業

2242 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業

2243 陶磁器製置物製造業

2244 電気用陶磁器製造業

2245 理化学用・工業用陶磁器製造業

2246 陶磁器製タイル製造業

2247 陶磁器絵付業

2248 陶磁器用はい（坏）土製造業

2249 その他の陶磁器・同関連製品製造業

35 その他の窯業・土石製品 2231 粘土かわら製造業

2232 普通れんが製造業

2233 陶管製造業

2239 その他の建設用粘土製品製造業

2251 耐火れんが製造業

2252 不定形耐火物製造業

2259 その他の耐火物製造業

2261 炭素質電極製造業

2262 炭素繊維製造業

2269 その他の炭素・黒鉛製品製造業

2271 研磨材製造業

2272 研削と石製造業

2273 研磨布紙製造業

2279 その他の研磨材・同製品製造業

2282 人工骨材製造業

2283 石工品製造業

2284 けいそう土・同製品製造業

2285 鉱物・土石粉砕等処理業

2291 ほうろう鉄器製造業

2292 七宝製品製造業

2293 人造宝石製造業

2294 ロックウール・同製品製造業

2295 石綿製品製造業

2296 石こう（膏)製品製造業

2297 石灰製造業

2298 鋳型製造業 （中子を含む）

2299 他に分類されない窯業・土石製品製造業

36 銑鉄・粗鋼 2311 高炉による製鉄業

2312 高炉によらない製鉄業

2313 フェロアロイ製造業

2321 製鋼・製鋼圧延業 （転炉，電気炉を含

む）
37 その他の鉄鋼 2331 熱間圧延業 （鋼管，伸鉄を除く）

2332 冷間圧延業 （鋼管、伸鉄を除く）

2333 冷間ロール成型形綱製造業

2334 鋼管製造業

2335 伸鉄業

2336 磨棒鋼製造業

2337 引抜鋼管製造業

2338 伸線業

2339 その他の製鋼を行わない鋼材製造業（表
面処理鋼材を除く）

2341 亜鉛鉄板製造業

2342 めっき鋼管製造業

2349 その他の表面処理鋼材製造業

2351 銑鉄鋳物製造業 （鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除

く）
2352 可鍛鋳鉄製造業

2353 鋳鋼製造業

2354 鍛工品製造業

2355 鍛鋼製造業

2391 鉄鋼シャースリット業

2392 鉄スクラップ加工処理業

2393 鋳鉄管製造業

2399 他に分類されない鉄鋼業

38 非鉄金属製錬・精製 2411 銅第１次製錬・精製業

2412 亜鉛第１次製錬・精製業

2413 アルミニウム第１次製錬・精製業

2419 その他の非鉄金属第1次製錬・精製業

2421 鉛第２次製錬・精製業 （鉛合金製造業を

含む）
2422 亜鉛第２次製錬・精製業 （亜鉛合金製造

業を含む）
2423 アルミニウム第２次製錬・精製業（アル

ミニウム合金製造業を含む）
2429 その他の非鉄金属第２次製錬・精製業

（非鉄金属合金製造業を含む）
39 非鉄金属加工製品 2431 伸銅品製造業

2432 アルミニウム・同合金圧延業 （抽伸、押

出しを含む）
2439 その他の非鉄金属・同合金圧延業 （抽

伸、押出しを含む）
2441 電線・ケーブル製造業 （光ファイバケー

ブルを除く）
2442 光ファイバケーブル製造業 （通信複合

ケーブルを含む）
2451 銅・同合金鋳物製造業 （ダイカストを除

く）
2452 非鉄金属鋳物製造業 (銅･同合金鋳物及び

ダイカストを除く)

2453 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業

窯業
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2454 非鉄金属ダイカスト製造業（アルミニウ
ム・同合金ダイカストを除く）

2455 非鉄金属鍛造品製造業

2491 核燃料製造業

2499 他に分類されない非鉄金属製造業

40 建設・建築用金属製品 2541 建設用金属製品製造業

2542 建築用金属製品製造業 （建築用金物を除

く）
41 その他の金属製品 2511 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造

業
2521 洋食器製造業

2522 機械刃物製造業

2523 利器工匠具・手道具製造業（やすり、の
こぎり、食卓用刃物を除く）

2524 作業工具製造業 （やすりを除く）

2525 やすり製造業

2526 手引のこぎり・のこ刃製造業

2527 農業用器具製造業 （農業用機械を除く）

2529 その他の金物類製造業

2531 配管工事用附属品製造業 （バルブ、コッ

クを除く）
2532 ガス機器・石油機器製造業

2533 温風・温水暖房装置製造業

2539 その他の暖房・調理装置製造業（電気機
械器具、ガス機器、石油機器を除く）

2543 製缶板金業

2551 アルミニウム・同合金プレス製品製造業

2552 金属プレス製品製造業 （アルミニウム・

同合金を除く）
2553 粉末や金製品製造業

2561 金属製品塗装業

2562 溶融めっき業 （表面処理鋼材製造業を除

く）
2563 金属彫刻業

2564 電気めっき業 （表面処理鋼材製造業を除

く）
2565 金属熱処理業

2569 その他の金属表面処理業

2571 くぎ製造業

2579 その他の金属線製品製造業

2581 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木
ねじ等製造業

2591 金庫製造業

2592 金属製スプリング製造業

2599 他に分類されない金属製品製造業

42 一般産業機械 2611 ボイラ製造業
2612 蒸気機関・タービン・水力タービン製造

業 （舶用を除く）

2613 はん用内燃機関製造業
2619 その他の原動機製造業
2644 機械工具製造業 （粉末や金業を除く）
2668 真空装置・真空機器製造業
2671 ポンプ・同装置製造業
2672 空気圧縮機、ガス圧縮機、送風機製造業
2673 エレベータ・エスカレータ製造業
2674 荷役運搬設備製造業
2675 動力伝導装置製造業 （玉軸受、ころ軸受

を除く）
2676 工業窯炉製造業
2677 油圧・空圧機器製造業
2679 その他の一般産業用機械・装置製造業
2682 冷凍機・温湿調整装置製造業
2697 包装・荷造機械製造業

43 特殊産業機械 2621 農業用機械製造業 （農業用器具を除く）
2631 建設機械・鉱山機械製造業
2641 金属工作機械製造業
2642 金属加工機械製造業 （金属工作機械を除

く）
2643 金属工作機械用･金属加工機械用部分品･

附属品製造業（機械工具、金型を除く）
2651 化学繊維機械・紡績機械製造業
2652 製織機械・編組機械製造業
2653 染色整理仕上機械製造業
2654 繊維機械部分品・取付具・附属品製造業
2655 縫製機械製造業
2661 食品機械・同装置製造業
2662 木材加工機械製造業
2663 パルプ装置・製紙機械製造業
2664 印刷・製本・紙工機械製造業
2665 鋳造装置製造業
2666 プラスチック加工機械・同附属装置製造

業
2667 半導体製造装置製造業
2669 その他の特殊産業用機械製造業
2678 化学機械・同装置製造業
2698 産業用ロボット製造業

44 その他の一般機械 2655 縫製機械製造業
2691 消火器具・消化装置製造業
2692 弁・同附属品製造業
2693 パイプ加工・パイプ附属品加工業
2694 玉軸受・ころ軸受製造業
2695 ピストンリング製造業
2696 金型・同部分品・附属品製造業
2699 各種機械・同部分品製造修理業 （注文製

造・修理）
45 事務用・サービス用機器 2681 事務用機械器具製造業

2683 娯楽機械製造業
2684 自動販売機製造業
2689 その他の事務用・サービス用・民生用機

械器具製造業

一般機械
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46 重電機器 2711 発電機・電動機・その他の回転電気機械
製造業

2712 変圧器類製造業 （電子機器用を除く）

2713 開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業

2715 電気溶接機製造業

2719 その他の産業用電気機械器具製造業（車
両用、船舶用を含む）

47 民生用電子・電気機器 2721 ちゅう房機器製造業

2722 空調・住宅関連機器製造業

2723 衣料衛生関連機器製造業

2729 その他の民生用電気機械器具製造業

2742 ビデオ機器製造業

2813 ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造
業

2814 電気音響機械器具製造業

48 電子計算機・同付属品 2821 電子計算機製造業 （パーソナルコン

ピュータ製造業を除く）
2822 パーソナルコンピュータ製造業

2823 記憶装置製造業

2824 印刷装置製造業

2829 その他の附属装置製造業

49 通信機器 2811 有線通信機械器具製造業

2812 無線通信機械器具製造業

2815 交通信号保安装置製造業

2819 その他の通信機械器具・同関連機械器具
製造業

50 電子応用装置・電気計測器 2741 Ｘ線装置製造業

2743 医療用電子応用装置製造業

2749 その他の電子応用装置製造業

2751 電気計測器製造業 （別掲を除く）

2752 工業計器製造業

2753 医療用計測器製造業

51 半導体素子・集積回路 2912 半導体素子製造業

2913 集積回路製造業

52 電子部品 2793 磁気テープ・磁気ディスク製造業

2911 電子管製造業

2914 抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品
製造業

2915 音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造
業

2916 コネクタ・スイッチ・リレー製造業

2917 スイッチング電源・高周波組立部品・コ
ントロールユニット製造業

2918 プリント回路製造業

2919 その他の電子部品製造業

53 その他の電気機器 2714 配線器具・配線附属品製造業

2716 内燃機関電装品製造業

2731 電球製造業

2732 電気照明器具製造業

2791 蓄電池製造業

2792 一次電池 （乾電池、湿電池） 製造業

2799 他に分類されない電気機械器具製造業

54 自動車 3011 自動車製造業 （二輪自動車を含む）

55 自動車部品・同付属品 3012 自動車車体・附随車製造業

3013 自動車部分品・附属品製造業

56 その他の輸送用機械 3021 鉄道車両製造業

3022 鉄道車両用部分品製造業

3031 船舶製造・修理業

3032 船体ブロック製造業

3033 舟艇製造・修理業

3034 舶用機関製造業

3041 航空機製造業

3042 航空機用原動機製造業

3049 その他の航空機部分品・補助装置製造業

3051 フォークリフトトラック・同部分品・附
属品製造業

3059 その他の産業用運搬車両・同部分品・附
属品製造業

3091 自転車・同部分品製造業

3099 他に分類されない輸送用機械器具製造業

57 精密機械 3111 一般長さ計製造業

3112 体積計製造業

3113 はかり製造業

3114 圧力計・流量計・液面計等製造業

3115 精密測定器製造業

3116 分析機器製造業

3117 試験機製造業

3119 その他の計量器・測定器・分析機器・試
験機製造業

3121 測量機械器具製造業

3131 医療用機械器具製造業

3132 歯科用機械器具製造業

3133 動物用医療機械器具製造業

3134 医療用品製造業

3135 歯科材料製造業

3141 理化学機械器具製造業

3151 顕微鏡・望遠鏡等製造業

3152 写真機・同附属品製造業

3153 映画用機械・同附属品製造業

3154 光学機械用レンズ・プリズム製造業

3161 眼鏡製造業 （枠を含む）

3171 時計・同部分品製造業 （時計側を除く）

3172 時計側製造業

輸送用機械

電気機械
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58 プラスチック製品 1911 プラスチック板・棒製造業

1912 プラスチック管製造業

1913 プラスチック継手製造業

1914 プラスチック異形押出製品製造業

1915 プラスチック板・棒・管・継手・異形押
出製品加工業

1921 プラスチックフィルム製造業

1922 プラスチックシート製造業

1923 プラスチック床材製造業

1924 合成皮革製造業

1925 プラスチックフィルム・シート・床材・
合成皮革加工業

1931 工業用プラスチック製品製造業 （加工業

を除く）
1932 工業用プラスチック製品加工業

1941 軟質プラスチック発泡製品製造業 （半硬

質性を含む）
1942 硬質プラスチック発泡製品製造業

1943 強化プラスチック製板・棒・管・継手製
造業

1944 強化プラスチック製容器・浴槽等製造業

1945 発泡・強化プラスチック製品加工業

1951 プラスチック成形材料製造業

1952 廃プラスチック製品製造業

1991 プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造
業

1992 プラスチック製容器製造業

1997 他に分類されないプラスチック製品製造
業

1998 他に分類されないプラスチック製品加工
業

59 その他の製造工業製品 3211 貴金属・宝石製装身具 （ジュエリー）

製品製造業
3212 貴金属・宝石製装身具 （ジュエリー）

附属品・同材料加工業
3219 その他の貴金属製品製造業

3221 ピアノ製造業

3222 ギター製造業

3229 その他の楽器・楽器部品・同材料製造業

3231 娯楽用具・がん具製造業 （人形、児童乗

物を除く）
3232 人形製造業

3233 児童乗物製造業

3234 運動用具製造業

3241 万年筆・シャープペンシル・ペン先製造
業

3242 ボールペン・マーキングペン製造業

3243 鉛筆製造業

3244 毛筆・絵画用品製造業 （鉛筆を除く）

3249 他に分類されない事務用品製造業

3251 装身具・装飾品製造業 （貴金属・宝石製

を除く）
3252 造花・装飾用羽毛製造業

3253 ボタン製造業

3254 針・ピン・ホック・スナップ・同関連品
製造業

3255 かつら製造業

3261 漆器製造業

3271 麦わら・パナマ類帽子・わら工品製造業

3272 畳製造業

3273 うちわ・扇子・ちょうちん製造業

3274 ほうき・ブラシ製造業

3275 傘・同部分品製造業

3276 マッチ製造業

3277 喫煙用具製造業 （貴金属・宝石製を除

く）
3278 魔法瓶製造業

3281 武器製造業

3291 煙火製造業

3292 看板・標識機製造業

3293 パレット製造業

3294 モデル・模型製造業 （紙製を除く）

3295 工業用模型製造業

3296 情報記録物製造業 （新聞、書籍等の印刷

物を除く）
3299 他に分類されないその他の製造業

4121 レコード制作業


