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要旨 
 
本論文は、現在建設が進むリニア中央新幹線に代表される高速鉄道の開業が、

沿線事業所のイノベーション活動に与える影響について定量的な分析を行うも

のである。具体的には 1997年に開業した長野新幹線を対象として、開業タイミ
ングの異なる北陸新幹線沿線事業所を対照群とした difference-in-differences
分析によって長野新幹線が沿線の特許出願傾向に与える影響について分析した。

その結果、長野新幹線開業によって沿線事業所のイノベーション活動は量・質

ともに向上したことが示された。また、長野新幹線開業は、沿線事業所の共同

研究全体については増やす効果がなかったが、長野新幹線沿線事業所間の共同

研究については増加させる影響があったことが示された。また、引用関係につ

いては、沿線事業所の特許出願時の総引用数が増え、また、東京の事業所が出

した特許の引用件数が増えたことが示された。以上のことは、長野新幹線には

沿線事業所のイノベーション活動を向上させる効果があったこと、またそれは

沿線事業所同士の共同研究関係の促進、および他地域、特に東京からの特許の

情報の吸収の促進を通じたものである可能性があることを示したものである。 
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本編 
はじめに 

 
現在リニア中央新幹線の建設が進んでいる。2027年には東京-名古屋間が、2045
年には東京-大阪間が開業される予定であり、その結果、3 つの大都市圏間の移
動時間が劇的に短縮され、いわゆるスーパーメガリージョンを形成することが

期待されている。では実際にスーパーメガリージョンが形成された場合、国内

の経済活動はどのように変化するのであろうか。特に、スーパーメガリージョ

ンの形成は、日本のイノベーション活動にとってどのような影響をもたらすの

であろうか。イノベーションの役割は、近年の先進国経済において知識集約型

の産業が中心になってきているのと同時に高齢化がますます進展するなかで、

経済成長のエンジンとしてますます重要になってきている。イノベーションは

経済成長において最も基本的かつ重要な要因であり、その促進は短期的、静学

的な効果ではなく、将来的な経済成長を継続的にもたらすという意味において

動学的であり、通常の費用便益分析では検証するのが困難な要素である。その

意味において、通常の費用便益分析とは異なったアプローチからの丁寧な実証

研究の蓄積が必要であるといえる。 
 
それでは、そもそもリニア中央新幹線に代表される高速鉄道は、どのようにし

て沿線地域のイノベーション活動に影響するのであろうか。これは空間経済学

的観点からの検証が可能である。Marshall (1920)は、経済活動の地理的集積を
もたらす要因のひとつとして集積地における知識の波及をあげた1。つまり、専

門的知識は地理的に局所的にしか波及せず、そのような知識を求めて経済活動

は集積するのである。このような知識の局所的波及の重要な要因として、知識

波及におけるコミュニケーションの重要性、特に face-to-faceのコミュニケーシ
ョンの重要性が考えられる。つまり、効率的な知識波及のためには顔をつきあ

わせたコミュニケーションが必要であり、このためには知識を保有する個人の

実際の移動が必要となるため、移動時間が障壁となるのである。リニア中央新

幹線に代表される高速鉄道建設は、まさにこの移動時間を短縮させるものであ

り、コミュニケーションの促進をもたらし、それがイノベーション活動を促進

                                            
1 その他の要因については例えば Rosenthal and Strange (2001)や Ellison, 
Glaeser, and Kerr (2010)などは実証的観点から広く分析を行っている。 
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することが期待されると考えられるのである。 
 
そもそもイノベーションは地域的に均質的には生じていない。もちろん経済活

動の集積と強い相関はあるものの、通常の経済活動に比してイノベーション活

動はより集積していることがこれまでに示されている。図 1は Inoue, Nakajima, 
and Saito (2014)によって示された日本のイノベーション活動と通常の経済活
動の空間的分布の違いである。 
 

 
出典：Inoue, Nakajima, and Saito (2014) 

	 	 	 	 (a)	事業所の分布							 	 (b)	特許を出願する事業所の分布	

	

図 1	 日本における経済活動と特許出願活動の分布	

 
図 1 における各エリアの色は、そのエリアにおける事業所の全体に占めるシェ
アを示している。この色が青から赤に変化するに従って、そのエリアにおける

事業所シェアが大きいことを示している。図 1 のパネル(a)は、すべての事業所
を対象にそのシェアを示したものである。三大都市圏を中心に色が赤くなって
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おり、それらの地域に経済活動が集中していることが示されているが、日本全

体として黄色が広がっており、経済活動全体としては日本全体として広域に分

布していることがわかる。それに対してパネル(b)は、特許出願を行っている事
業所のみを対象として同様の分析を行ったものである。パネル(a)で示されたす
べての経済活動に比して、多くの地域が事業所のシェアが 0 となっており、特
許出願が行われていないことが示されている。ほとんどの特許出願活動は三大

都市圏およびその他大都市圏でのみ行われており、極めて局所的であることが

わかる。その他の経済活動に比して、イノベーション活動における地理的集中

が顕著であるという結果は、イノベーション活動における集積力の強さを示し

ており、これはイノベーション活動において他者とのコミュニケーションがよ

り重要であるということを示唆するものといえる。このような傾向は、例えば

アメリカのイノベーション活動についても同様の傾向が示されている(Carlino, 
Hunt, Carr, and Smith, 2012)。 
 
さらには、このイノベーションの集積傾向と、技術の高低に正の相関があるこ

とも発見されている（Inoue, Nakajima, and Saito, 2014）。つまり、より高度
な技術に関する特許活動ほどより地理的に集積しているのである。この関係は

図 2に示される。 
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出典：Inoue, Nakajima, and Saito (2014) 

 
図 2 イノベーション活動の地理的集積度と技術の高低との関係 
 
図 2の各点は、IPC (International Patent Classifications)における 3桁の技術
分類を示している。縦軸はその技術を出願する事業所の地理的集積度を2、横軸

はその技術の技術力高低を総売上における R&D 支出シェアによって定義した
ものである。この図から明らかなように、技術力の高低と地理的集積度との間

には強い正の相関がある。このことは、より高い技術であり、知識波及が重要

な技術ほどより地理的に集積していると解釈することができ、これは、イノベ

ーション活動における知識波及の重要性、および、知識波及の地理的集積の事

実を示唆するものと解釈できよう。 
 
さらに、Inoue, Nakajima, and Saito (2013)は、日本において共同研究関係が地
理的に近接していることを実証的に示した。このことは、大きなイノベーショ

ンに必須である共同研究関係（Hagedoorn, 2003）が、実際に地理的距離に制約

                                            
2 これは Duranton and Overman (2005)におけるΓである。詳しくは Inoue, 
Nakajima, and Saito (2014)参照のこと。 
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されていることを示したものといえる。さらに、地理的距離の近さが企業間の

共同研究における高い障壁効果を引き下げる役割を果たしていることなどを示

している。さらに、このような共同研究の地理的近接関係は、1985年から 2005
年にかけてほとんど変化していないことも示されている。この期間、日本は ICT
の爆発的発展を経験し、実際に顔をつきあわせないコミュニケーションのコス

トが劇的に下がったと考えられる。このような ICT の爆発的発展にもかかわら
ず、共同研究の地理的特性が変化しないという結果は、共同研究における

face-to-faceのコミュニケーションの重要性を強く示唆するものであり、この地
理的障壁は ICT では十分に下げることができないということを示唆していると
考えられる。その意味において、共同研究に必要なコミュニケーションコスト

を削減するためには、ICT のみならず、物理的な移動時間を短縮することが重
要である可能性がある。 
 
このような先行研究を背景にすると、将来のリニア中央新幹線開通によって都

市間の移動距離が劇的に減少することは、沿線地域のコミュニケーションのコ

ストを大幅に下げることで、イノベーション活動を大きく促進する役割を果た

す可能性がある。本稿はこのような将来のリニア中央新幹線開通を想定し、高

速鉄道による都市間の時間距離短縮が沿線地域のイノベーション活動に与える

影響について分析するものである。 
 
しかし、現時点でリニア中央新幹線は未開業であり、その効果を実際のデータ

から推定するのは不可能である。そのため本稿では過去に開業した高速鉄道の

ケースを対象とし、その開業が沿線地域のイノベーション活動に与えた影響に

ついて実際のデータから推定し、そこから将来のリニア中央新幹線開業の効果

への含意を得ようとするものである。 
 
具体的に本稿で対象とするのは 1997 年に高崎-長野間を開業した長野新幹線で
ある。長野新幹線は比較的近年に開通した新幹線であるため、東海道新幹線の

ようにそれよりも過去に開通した路線よりも、結果の現代的解釈が容易である。

同時に、開通から一定の期間が経過しているため、統計的検証のために十分な、

開通後データの蓄積がある点で、このような分析に適している。さらに最も重

要な点として、政策評価に際して重要な、信頼できる対照群の設定が可能なこ
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とがある。 
 
長野新幹線の開業効果を推定しようとする際に、単なる before-afterの分析では、
長野新幹線開業前後に起きたさまざまなマクロショックをその推定量に含むこ

とになり、適切でない。そのため、difference-in-differencesと呼ばれる、対照
群との before-after の差分の差分を推定することが近年広く用いられている
(e.g., Xu and Nakajima, 2016)。しかし、対照群の設定は慎重に行う必要がある。
つまり、長野新幹線が建設されたのは、沿線に新幹線に対する需要があり、建

設による経済効果が十分に見込まれたためである。それに対し、新幹線の建設

されていないその他の地域は、十分な需要が存在しない、主要な交通の幹線上

に立地しないために建設が進められていないといえるであろう。従って、新幹

線建設需要、地域の交通上の特性等において、長野新幹線沿線とその他の新幹

線を持たない地域は本質的に異なっており、またこれらの特性は、イノベーシ

ョン活動そのものにも影響することが考えられる。従って、適切な対照群の選

択を行わないと、推定量にバイアスがかかり、新幹線の建設効果を過大に推定

してしまうのである。 
 
本稿が対象とする長野新幹線は、2015年に全線開業した北陸新幹線の一部区間
であり、1997年に先行開業したものである。遅れて開業した北陸新幹線沿線は、
2015 年には新幹線を持つ地域となったという意味において、新幹線への需要、
交通アクセス等の意味において長野新幹線沿線と特徴が似通っていたと解釈す

ることができ、対照群の候補として適切であると考えられる。本稿では、この

長野新幹線と北陸新幹線の開業タイミングの違いを利用することで、北陸新幹

線沿線事業所を対照群とした difference-in-differences 分析によって長野新幹
線が沿線のイノベーション活動に与える影響について分析するものである。 
 
本稿においてイノベーション活動は特許データによって代理する。特許データ

によってイノベーションを把握するのは、イノベーションについての実証研究

で広く行われており、一つの適切な指標であることが認識されている（e.g., Jaffe, 
Trajtenberg, and Henderson, 1993; Thompson and Fox-Kean, 2005; Murata, 
Nakajima, Okamoto, and Tamura, 2015; Kerr and Kominers, 2015）。また、
さらに日本の企業の特許において広く行われている、発明者が住所情報として、
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自宅ではなく、所属する事業所を記入するという慣例によって、日本において

は事業所レベルで研究が行われた正確な場所を同定することが可能なのである。 
 
その結果、長野新幹線開業によって沿線事業所のイノベーション活動は量・質

ともに向上したことが示された。具体的には、量を示す特許出願件数について

は開業によって 4.87%向上し、質を示す被引用件数は 0.135 件向上したことが
示された。さらに、その経路を調べるため、各事業所の共同研究関係、および

特許の引用数を用いた分析を行った結果、長野新幹線開業は、沿線事業所の共

同研究全体については増やす効果がなかったが、長野新幹線沿線事業所間の共

同研究については増加させる影響があったことが示された。また、引用関係に

ついては、沿線事業所の特許出願時の総引用数が増え、また、東京の事業所が

出した特許の引用件数が増えたことが示された。以上のことは、長野新幹線に

は沿線事業所のイノベーション活動を向上させる効果があったこと、またそれ

は沿線事業所同士の共同研究関係の促進、および他地域、特に東京からの特許

の情報の吸収の促進を通じたものである可能性があることを示唆する結果とい

える。 
 
本論文のこの後の構成は以下の通りである。まず、次節において、具体的な分

析方法を示し、続いて使用するデータの出所、加工方法を示す。続いて分析の

結果を示し、最後に結果の解釈とともに本論文の結論を述べる。 
 
 
分析方法 

 
本稿において、新幹線建設が沿線事業所のイノベーション活動に与えた効果を

推定する際には、difference-in-differences 分析による分析を行う。これは、新
幹線建設が、沿線のイノベーション活動に与えた効果（処置効果）を、実際に

新幹線が建設された沿線地域における事業所、つまり、新幹線建設という処置

を受けたグループ（処置群）と、新幹線建設という処置を受けなかったグルー

プ（対照群）との間の前後のイノベーション活動の差の差を測ることによって

推定するという、処置効果を推定する際に一般的に広く使用される手法である。 
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この手法の背後には、処置を実際に受けた処置群が、仮にこの処置を受けなか

ったとしたらどのようなアウトカムを示したのかという、実際のデータでは観

測することのできない反実仮想的状況について、対照群が示していると解釈し、

それとの差分、つまり、実際に処置を受けたグループのアウトカムと、このグ

ループが処置を仮に受けなかった場合に達成されたはずのアウトカムとの差分

をとることで、処置効果を推定することができるという考え方がある。このよ

うな手法の背後にある考え方は、後ほどの対照群の選択の際に重要になる。 
 
推定式は以下の通りとなる。 
 

𝑦!" = 𝛽𝑇! + 𝛾 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 + 𝜉! + 𝜁! + 𝜀!" 
 
ただし、𝑦!"は、事業所𝑖の𝑡期におけるアウトカム変数、𝑇!は事業所𝑖が長野新幹
線沿線に立地していれば 1 を取り、その他の場合 0 を取るダミー変数、
𝐼 𝑡 ≥ 1997 は、期間𝑡が 1997年以降、つまり長野新幹線開業以降であれば 1を
とり、それ以前は 0を取るダミー変数である。また、𝜉!は事業所固定効果、𝜁!は
期間固定効果であり、処置効果と交絡する観測不能な事業所特性や期間の特性

を制御するものである。最後に、𝜀!"は誤差項である。この推定式の係数である𝛾が

新幹線建設の処置効果と解釈される。 
 
続いて、本稿における処置群および、対照群の定義について述べる。本稿にお

ける処置は長野新幹線開業であり、その影響を受けるグループである処置群は、

長野新幹線沿線に立地するイノベーション活動を行うすべての事業所である。

沿線の定義であるが、具体的には長野新幹線各駅から 30km 圏内に立地するイ
ノベーション活動を行うすべての事業所を対象とした。ただし、高崎駅につい

ては、長野新幹線開業以前より上越新幹線が開通していたため、上越新幹線の

効果が混ざることが予想されるため、分析の対象から除外した。 
 
続いて対照群の定義について述べる。このような政策評価分析において、対照

群の選択は極めて重要である。この分析において、対照群は、長野新幹線沿線

ではない地域すべてが候補になるのであるが、先に述べたとおり、この

difference-in-difference 分析における対照群は、処置群が仮に処置を受けなか
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った場合のアウトカムを示すことが期待される。しかし、ナイーブな対照群の

選択は、自己選択の問題から推定量にバイアスをもたらすことが考えられる。

本稿の目的は、長野新幹線開業が沿線事業所のイノベーション活動に与えた効

果を検証することであるが、そもそも長野新幹線がその地域に建設されたのは、

沿線に新幹線に対する十分な需要があり、建設による経済効果が十分に見込ま

れたためである。それに対し、新幹線の建設されていないその他の地域は、十

分な需要が存在しない、主要な交通の幹線上に立地しないために、新幹線の建

設が進められていないのであると考えられるであろう。従って、新幹線建設需

要、地域の交通上の特性等において、処置群とその他の地域は本質的に異なっ

ており、またこれらの特性は、イノベーション活動そのものに影響することが

考えられる。例えば、多くの生産性の高い事業所を持つ地域は当然新幹線の駅

の候補となる確率が高まるし、同時にこのような生産性の高い事業所は、活発

にイノベーション活動を行うであろう。従って、適切な対照群の選択を行わな

いと、推定量にバイアスがかかり、本稿の場合は新幹線の建設効果を過大に推

定してしまうことが予想される。 
 
以上のような問題に対処するため、本稿では対照群に、2015年 3月に開業した
北陸新幹線のうち長野以降の沿線（長野-金沢）に立地する事業所を設定した。
沿線の定義は同様に駅から 30kmを設定した。このような処置群と対照群は図 3
によって示される。 
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http://www.nanchatte.com/map/circleService.htmlによって作成 

 

図 3	  処置群と対照群の定義  

 
赤い円が本稿における処置群の範囲であり、青い円が対照群の範囲である。こ

れらの円内に立地するすべてのイノベーション活動を行う事業所が本稿の研究

対象となる。 
 
それではなぜ北陸新幹線沿線事業所は本研究における対照群としてふさわしい

と考えられるのであろうか。長野新幹線はもともと北陸新幹線の一部路線とし

て計画されたものであった。しかし 1998年に長野オリンピックが開催されるこ
とが決定されたことを契機に高崎-長野間を長野新幹線として先行開業したもの
である。従って、新幹線に対する需要の有無という観点から、先行開業した長

野新幹線沿線（高崎-長野）と、2015年に遅れて開業した残りの北陸新幹線沿線
（長野-金沢）とでは、沿線地域の性質について大きな差が無いと解釈できるの

2015/06/01 11:50����	�� (Google Maps API V3�)

1/2 ��
http://www.nanchatte.com/map/circleService.html?lat=36.321898574…84591604138513,lng:138.3583402633667,r:30000,fc:000080,sc:000080

[English]21170223いいね！いいね！ツイートツイート 0

メモ

操作 円の色 円の半径 動作 地名で移動
1

km

　 ABC
Go!

リンクURL取得⇒ http://goo.gl/tu7YGD Go!
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使い方

 描画モード
地図上をクリックすると、マーカーが出現。（ドラッグ
可）
マーカーをクリックするとその時に選択されている色で

 マーカー中心の半透明の円を描画
 マーカー中心の塗りつぶしなしの円を描画

ABC マーカーを左上としたラベルを描画
 消去モード
クリックすると、マーカーや円やラベルを消去。

 「リンクURL取得」で出てくるURLで、円などを描いたペー
ジに直接リンクできます。「Go!」で新しいウィンドウで開き
ます。
KMLを取得する

なんちゃって☆めも >> Google Maps API で あそ～ぶ
福島第一原発から20-30km⇒http://goo.gl/CmEJj

地図上に好きな半径の円を描けます (Google Maps API V3版)

Ads by Google   ► 地図距離   ► 地図検索   ► 道路地図   ► 地図調べる

地図データ ©2015 Google, ZENRIN20 km 
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である。 
 
具体的な路線図と駅名については図 4において示される。 
 

 
Wikipedia掲載の地図を改変（収集日：2015年 10月 11日） 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hokuriku_Shinkansen#/media/File:Hokuriku_
Shinkansen_map.png 
 
図 4	 長野新幹線、北陸新幹線の開業時期と路線図 
 
図 2における緑の線で表示されている区間が長野新幹線の区間であり、1997年
に開業した区間である。それに対し、青い線の区間が北陸新幹線の区間であり、

2015年に延伸開業した区間である。以降、先行開業した、高崎-長野間を長野新
幹線と、2015年に開業した区間である長野-金沢間のことを便宜上北陸新幹線沿
線と呼ぶこととする。 
 
このようにすると、各沿線地域は以下の表 1のように解釈できる。 
 
  

Identification  

O�

1997年開業��2015年開業 
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表 1 長野新幹線と北陸新幹線の開業期間 
 
 I: 1990-1996 II: 1997-2015 III: 2016- 
長野新幹線沿線 新幹線無し 新幹線あり 新幹線あり 
北陸新幹線沿線 新幹線無し 新幹線無し 新幹線あり 
 
この表からも明らかのように、1996年までは両新幹線沿線ともに新幹線を持た
ない地域であった。しかし長野新幹線沿線は 1997年以降新幹線を持つ地域とな
ったのに対し、北陸新幹線沿線は 2015年までは引き続き新幹線を持たない地域
のままであったのである。本稿では、表 1における Iから IIへの以降タイミン
グを用いて長野新幹線の建設効果を推定するのである。 
 
 
データ 

 
本稿で使用するデータは一般財団法人知的財産研究所で整備されている日本の

特許データベース（Goto and Motohashi, 2007）を基礎として構築した。この
データベースは 1964年から 2015年までに受理されたすべての特許を対象とし
たデータベースであるが、そこからまず対象期間である、1990 年から 2005 年
までに出願されたすべての特許を対象としてデータを構築する。 
 
本稿の目的は、新幹線建設が沿線地域のイノベーション活動に与える影響を推

定することであり、そのためには適切にイノベーション活動が実際に行われた

場所を特許データから特定する必要がある。それぞれの特許には、出願者、お

よび発明者の二つの情報が記載されている。うち、出願者は、特許の権利者で

あり、個人のみならず、法人の登録が可能である。企業内発明の場合、通常出

願人は企業となることが大多数である。それに対し、発明者は実際に発明に寄

与した個人を記載するものであり、法人を記載することはできない。出願者、

発明者それぞれについて住所を記載する欄があり、これが地理的分析のための

基礎情報となる。 
 
企業発明については、出願者は通常企業であり、またその住所は通常本社住所
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であるため、実際にその発明が行われた箇所（事業所）とは異なることが多い。

従って出願者住所から得られる企業住所を用いることは適切でない。それに対

し、発明者住所は発明に実際に携わった個人の住所が記入される。さらに日本

では、通常企業に所属する研究者の発明の場合、発明者住所として、その発明

者の居住地でなく、研究者が所属する事業所の名称を記載することが通例とな

っている。従って、発明者の住所は、発明が行われた地点について事業所のレ

ベルの情報を有しているといえる。また、この住所には、事業所住所のみなら

ず、通常企業名も記載されている。従って、この発明者住所から企業名を検索

することで、発明が行われた事業所住所、およびその事業所が属する企業の情

報を得ることができるのである。3 
 
このようにして、特許ごとに、その発明者が所属する事業所が同定できた。続

いてこの特許レベルのデータを事業所レベルに集計することで、分析に用いる

事業所レベルデータを整備する。具体的には、事業所ごとに年次データとして

整備を行う。本稿で注目するアウトカム変数は、事業所レベルでの特許の量と

質である。まず、量として、Numberit という変数を作成した。これは事業所 i
が t年に出願した特許総数である。 
 
続いて質について定義する。多くの研究で特許の質は被引用数によって計測さ

れている。本稿でもそれにならい、被引用数によって特許の質を計測する。

Citationit は事業所 i が t 年に出願した特許における被引用数である。つまり、
事業所 iが t年にどれだけ社会的インパクトの高い発明を行ったかということを
測るものであると言える。また、特許の引用数は、分野、および出願年によっ

て大きく変動する。その点を制御するため、各特許について、その被引用数を、

その年に出願された同一分野の特許の平均被引用数で基準化したものも作成し

た。Impactit は事業所 i が t 年に出願した特許における基準化された被引用数
である。 
 
以上の分析対象および変数の設定の結果、対象となる事業所は以下の図 5 のよ
うになった。処置群の長野新幹線沿線では、1381事業所を、対照群の北陸新幹

                                            
3 具体的な抽出方法については Inoue, Nakajima, and Saito (2013)を参照のこ
と 
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線沿線では 896事業所を同定することができた。 
 

 
 
図 5 本稿の分析対象となる事業所 
 
また、記述統計は表 2に示される。 
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表 2 記述統計表 
 
パネル A（特許出願数）	 	 	 1997 年以前	 1997 年以降	

長野新幹線沿線	 平均	 0.826		 1.588		

	

標準偏差	 8.555		 10.184		

	

観測数	 11048	 12429	

	 	 	 	北陸新幹線沿線	 平均	 0.852		 1.380		

	

標準偏差	 6.407		 7.421		

	 	 観測数	 7168	 8064	

 
パネル B（特許被引用数）	 	 	 1997 年以前	 1997 年以降	

長野新幹線沿線	 平均	 0.047		 0.068		

	

標準偏差	 0.700		 0.839		

	

観測数	 11048	 12429	

	 	 	 	北陸新幹線沿線	 平均	 0.046		 0.069		

	

標準偏差	 0.644		 0.485		

	 	 観測数	 7168	 8064	

 
まず、パネル A は各事業所の特許出願数を示したものである。長野新幹線が開
業した 1997年より前の年間平均と、それ以降の年間平均、および標準偏差を示
した。ここからもわかるとおり、1997 年以前において両者の平均値は 0.83 前
後と非常に似た値を持ち、また北陸新幹線沿線事業所の方が高い平均値を持つ

のに対し、長野新幹線が開業した後については、長野新幹線沿線事業所の平均

が 1.588 なのに対し、北陸新幹線沿線事業所の平均は 1.380 と大きく逆転して
いる。このことは長野新幹線が沿線事業所のイノベーション活動を量の意味で

促進したことを示唆するものといえる。また、パネル B は同様の分析を特許一
件あたりの被引用数で行った結果である。パネル A と異なり、長野新幹線開業
前後で両者の差は特に拡大傾向は見られない。長野新幹線開業は、少なくとも

この記述統計分析で見る限り、周辺事業所のイノベーション活動を質の意味で

向上させたとはいえないと考えられる。 
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続いて、これらの沿線事業所の特許出願数の推移について、駅ごとの分析を行

う。図 6 は長野新幹線各駅周辺事業所の特許出願総数を時系列でプロットした
ものである。 
 

 
 
図 6	 長野新幹線沿線事業所の特許出願総数 
 
長野新幹線開業以前に最も特許出願総数が多かったのは、安中榛名駅周辺事業

所である。これは、東京都市圏に非常に近接しており、かつすでに上越新幹線

によって長野新幹線開業以前より東京都市圏とのアクセスが大幅に改善されて

いた高崎近辺の事業所によるものであると考えられる。続いて長野新幹線開業

以前の特許出願総数が多かったのは、上田駅周辺事業所である。上田駅周辺事

業所は、長野駅周辺事業所よりも多くの特許を長野新幹線開業以前より出願し

ていたことがわかる。また、上田駅周辺事業所は、長野新幹線開業の 1997年以
降、総特許出願件数を劇的に伸ばしていることもこの図から示されている。そ

の他の駅周辺事業所については、特に劇的な特許出願件数の変化は起きていな

い。ただし、長野駅周辺事業所については特に 2000年以降徐々に特許出願件数
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が増加していることがみてとれる。 
 
このことから、長野新幹線開業は、特に上田駅周辺に立地する事業所の特許活

動を活性化させたことがわかる。 
 
結果 

 
前節における予備的分析において、長野新幹線沿線事業所、特に上田駅周辺の

事業所の特許出願数が長野新幹線開業後増加していたことが示された。しかし、

この増加傾向は自己選択バイアスによるものである可能性も高い。それでは、

本稿の推定戦略である、difference-in-differencesの意味で、長野新幹線沿線の
イノベーション活動はどのように変化したのであろうか。図 7 は各沿線事業所
の各年の平均特許出願件数の推移を示したものである。 
 

 

 
図 7 長野新幹線沿線と、北陸新幹線沿線の特許出願傾向 
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図 7 における実線は処置群、つまり長野新幹線沿線事業所の平均年間特許出願
件数を、点線は対照群、つまり北陸新幹線沿線の平均年間特許出願件数を示し

たものである。長野新幹線開業以前は両者の水準は違いがなかったのに対し、

開業後、長野新幹線沿線事業所の特許出願件数が増加しており、両者の間に乖

離があることが見て取れる。このことから、長野新幹線開業後、長野新幹線沿

線の特許出願が増加していることがいえる。 
 
この長野新幹線による特許出願の増加傾向は、事業所の特徴等その他要因を制

御しても頑健に観察されるのであろうか。事業所固定効果等によって、その他

の非観測要因を制御した推定結果は表 3によって示される。 
 
表 3 長野新幹線の特許出願に対する影響についての推定結果 
 

    	 	 (1)	 (2)	 (3)	

被説明変数	 ln(特許出願数)	 被引用数	 基準化被引用数	

	 	 	 	 	 	 	 	

I(t	≧	1997)	 0.243***	 -0.147***	 0.248***	

	

(0.0187)	 (0.0170)	 (0.0675)	

Treat	×	I(t	≧	1997)	 0.0487***	 0.135***	 0.178***	

	

(0.0158)	 (0.0196)	 (0.0239)	

定数項	 0.0856***	 0.0881***	 0.0646***	

	

(0.00826)	 (0.0109)	 (0.00981)	

年固定効果	 Yes	 Yes	 Yes	

事業所固定効果	 Yes	 Yes	 Yes	

観測数	 38,709	 38,709	 38,709	

自由度調整済み決定係数	 0.604	 0.153	 0.105	

括弧内はクラスターロバスト標準誤差	

	 	***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1	

	 	 
 
列(1)は、アウトカム変数として特許出願数を用いた結果である。最も注目すべ
き、処置効果を示すものである 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係数は 0.0487 と正であり、
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また 0.1%水準で有意なものであった。このことから、長野新幹線開業後に、有
意に長野新幹線沿線地域の事業所の特許出願数が、対照群である北陸新幹線沿

線地域の事業所のそれに比べて増えていることが言える。またその増加インパ

クトであるが、長野新幹線開業によって、沿線地域の特許出願量が 4.87%増加
したと解釈され、その効果は大きいといえよう。 
 
続いて列(2)は、出願特許一本あたり被引用数をアウトカム変数として分析した
結果である。処置効果を示すものである 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係数は 0.135と正で
あり、また 0.1%水準で有意なものであった。このことから、長野新幹線開業後
に、有意に長野新幹線沿線地域の事業所の特許一本あたり被引用数が、対照群

である北陸新幹線沿線地域の事業所のそれに比べて増えていることが言える。

またその増加インパクトであるが、長野新幹線開業によって、沿線地域の特許

一本あたり特許被引用数が 0.135 増加したと解釈され、その効果は大きいとい
えよう。 
 
列(3)は出願特許一本あたりの基準化された被引用数をアウトカム変数として分
析した結果である。処置効果を示すものである 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係数は 0.178
と正であり、また 0.1%水準で有意なものであった。このことから、長野新幹線
開業後に、有意に長野新幹線沿線地域の事業所の特許一本あたり基準化された

被引用数が、対照群である北陸新幹線沿線地域の事業所のそれに比べて増えて

いることが言える。またその増加インパクトであるが、長野新幹線開業によっ

て、沿線地域の特許一本あたり基準化された特許被引用数が 0.178 増加したと
解釈され、その効果は大きいといえよう。 
 
以上のことから長野新幹線開業後に平均的には長野新幹線沿線に立地する各事

業所の出願する特許の量・質ともに有意に増え、そのインパクトも十分に大き

いものであることがわかった。ではこの効果は開業後すぐに出たのであろうか、

それとも効果が出るまでには開業してからしばらく時間がかかったのであろう

か。あるいは、効果は開業以前から出ていたのであろうか。もし最後のケース

が生じていた場合、ここで見た我々が処置効果とみなした影響は長野新幹線の

開業効果ではなく、その他の効果が混じったものと解釈される可能性がある。

このような疑問に答えるために、開業効果を、𝐼 𝑡 ≥ 1997 という開業前後ダミ
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ーとの交差効果で推定するのではなく、各年固定効果との交差効果として、新

幹線開業効果を各年に分解した分析を行った。結果は次の図 8、9、10に示され
る。 
 

 

 
図 8 長野新幹線の開業効果（特許出願数） 
 
図 8 は特許出願数をアウトカム変数とした場合の各年の交差効果をプロットし
たものである。実線は点推定量を、点線は 95%信頼区間を示したものである。
新幹線開業の 1997 年以前はマイナスであった係数が、1997 年以降徐々に正の
方向に転じていき、2004年以降正で有意な係数が得られている。このことから、
特許出願数は新幹線開業後に徐々に増加しており、また、開業以前には上昇傾

向が無いことから、この上昇効果が新幹線開業効果によるものである蓋然性が

非常に高いことが示されているといえよう。 
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図 9長野新幹線の開業効果（特許一本あたり被引用数） 
 
図 9 は特許一本あたり被引用数をアウトカム変数として用いた結果である。新
幹線開業の 1997年以前は交差項の係数は 0であり、開業前において処置群と対
照群との間に特許一本あたり被引用数において有意な差が無いことが示されて

いる。しかし、1997 年以降急激に正の方向に転じ、1999 年以降は継続的に正
で有意な係数が得られている。このことから、特許一本あたり被引用数は新幹

線開業後に増加し、また、開業以前には上昇傾向が無いことから、やはりこの

上昇効果が新幹線開業効果によるものである蓋然性が非常に高いといえる。 
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図 10長野新幹線の開業効果（特許一本あたり基準化された被引用数） 
 
図10は特許一本あたり基準化された被引用数をアウトカム変数として用いた結
果である。新幹線開業の 1997年以前は交差項の係数は 0であり、開業前におい
て処置群と対照群との間に特許一本あたり基準化された被引用数において有意

な差が無いことが示されている。しかし、1997年以降に正の方向に転じ、1999
年以降はほぼ継続的に正で有意な係数が得られている。このことから、特許一

本あたり基準化された被引用数は新幹線開業後に増加し、また、開業以前には

上昇傾向が無いことから、やはりこの上昇効果が長野新幹線開業による因果効

果である蓋然性が非常に高いといえる。 
 
以上のように、表 3 で見られた期間を通じた平均処置効果は、各年に分解した
場合、確かに 1997年の長野新幹線開業後から発現した効果であり、また、開業
後から段階的に拡大していることがわかった。これらの結果から、表 3 におけ
る期間を通じた平均の処置効果は長野新幹線開業による因果効果によるもので

ある蓋然性が極めて高いことが示されたといえる。 
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以上のことから、長野新幹線の開業によって、沿線地域に立地する事業所のイ

ノベーション活動について、量・質ともに向上していることが頑健に示された。

そのインパクトの大きさは、量の意味では一年あたりの出願数を 4.87%上昇さ
せるものであり、また、質の意味では特許一本あたりの被引用数を 0.135 件増
加させるという大きなものであることが示された。 
 
 
経路分析 

 
前節の分析によって、長野新幹線の開業は、確かに沿線地域のイノベーション

活動を量・質ともに向上させていたことが示された。このようなイノベーショ

ン活動の活発化はどのようにして達成されたのか。本節ではこの効果の経路に

ついて分析を行う。 
 
仮説として想定されるのは、交通アクセスの改善が、遠方の知識へのアクセス

を向上させ、その結果、遠方からの知識波及を促したというものである。では、

このような知識波及はいかにして測定されるのであろうか。 
 
まず、考えられるのは共同研究を通じた暗黙知波及である。実際に Inoue, 
Nakajima, and Saito (2013)によって示されたように、共同研究関係は地理的に
集積している。このことは、共同研究において地理的距離が障壁となっている

可能性を示唆するものであり、このことを前提にすると、長野新幹線開業によ

って、沿線地域の他地域への時間距離が短縮されたことによって、遠方との共

同研究がより容易になったということが考えられる。 
 
また、暗黙知のみならず、形式知の波及も重要である。このような形式知波及

を測定する上で頻繁に使用されるのが特許の引用被引用関係である。ある特許A
が特許 Bに引用されるということは、特許 Aを出願した発明者の持つ知識が特
許 B を出願した発明者に波及したと考えられるのである。実際に Jaffe, 
Trajtenberg, and Henderson (1993)や、Murata, Nakajima, Okamoto, and 
Tamura (2014)で示されたとおり、特許の引用は地理的に集積しており、地理的
距離はその障壁になっている。 このことを前提にすると、長野新幹線開業によ
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って、沿線地域の他地域への時間距離が短縮されたことによって、遠方からの

知識波及が促進され、これが沿線事業所のイノベーション活動に影響したとい

うことが考えられる。以上の観点から、長野新幹線が沿線事業所のイノベーシ

ョン活動を向上させた経路についての分析を行う。 
 

共同研究を通じたイノベーション促進 

 
この節では、共同研究を通じたイノベーション促進について検証する。まず、

共同研究をいかにしてデータとして捕捉するかについてであるが、これについ

ては Inoue, Nakajima, and Saito (2013)で提案された方法を使用する。Inoue, 
Nakajima, and Saito (2013)では、一つの特許に複数の事業所情報が存在してい
る場合に、それは複数の事業所間で共同研究が行われたと判定し、この情報を

用いて事業所間共同研究関係を識別している。4 
 
このようにして作成した事業所間共同研究関係データを用いてアウトカム変数

Collaboit を作成した。これは、事業所 i が期間 t に、共同研究として出願した
特許の数である。また、共同研究に依らないイノベーションパフォーマンスと

して、事業所 iが期間 tに事業所 iの単一出願として出願された特許の数である
Singleit を定義した。 また、共同研究先の地理的特性も重要である。長野新幹
線の開業は、特に東京とのアクセス向上、および沿線内での事業所間のアクセ

ス向上に大きく寄与したと考えられる。従って、事業所 iが期間 tに東京に立地
する事業所との共同研究として出願した特許の数、および事業所 iが期間 tに長
野新幹線沿線事業所との共同研究として出願した特許の数をそれぞれアウトカ

ム変数として作成した。 
 
 

                                            
4詳しい方法については Inoue, Nakajima, and Saito (2013)を参照のこと。 
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(a) 長野新幹線開業前 	 	 	 	 	 	 	 (b)長野新幹線開業後 

 
図 11 長野新幹線沿線事業所の共同研究関係 
 
では、まず長野新幹線沿線事業所の共同研究関係は地理的にどのような特性が

あり、それが開業後にどのように変化したのであろうか。図 11は長野新幹線沿
線事業所の共同研究関係の地理的分布について、長野新幹線開業前後について

示したものである。白線でつながれた二点が共同研究を行っている事業所であ

る。この図からは、沿線事業所の共同研究関係は、長野新幹線開業後に増加し

ているように見える。特にアクセスが非常に向上した東京圏および沿線内での

共同研究が上昇しているように見える。 
 
それでは difference-in-differencesの意味では、長野新幹線沿線事業所の共同研
究数は増えたのであろうか。推定結果は表 4に示される。 
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表 4 長野新幹線開業の共同研究に与える効果 
 
	 	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	

被説明変数	 ln(単一事業所	 ln(共同研究		 ln(東京の事業所との	 ln(長野新幹線沿線事業所	

	 	 による特許出願数)	 による特許出願数)	 共同研究出願数)	 との共同研究出願数)	

I(t	≧	1997)	 0.225***	 0.0641***	 0.0166***	 0.0163***	

	

(0.0184)	 (0.00818)	 (0.00278)	 (0.00368)	

Treat	×	I(t	≧	1997)	 0.0455***	 -0.00485	 -0.00553**	 0.00958***	

	

(0.0157)	 (0.00622)	 (0.00216)	 (0.00284)	

定数項	 0.0799***	 0.0240***	 0.00448***	 0.00437***	

	

(0.00813)	 (0.00386)	 (0.00114)	 (0.00166)	

年固定効果	

	 	 	 	事業所固定効果	

	 	 	 	観測数	 38,709	 38,709	 38,709	 38,709	

自由度調整済み決定係数	 0.613	 0.523	 0.265	 0.318	

括弧内はクラスターロバスト標準誤差	

	 	 	***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1	

	 	 	 
まず列(1)は単一事業所による特許出願数をアウトカム変数として推定を行った
結果である。処置効果を示す 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係数は 0.0455と正であり 0.1%
水準で有意である。従って、長野新幹線開業は、共同研究ではなく、単一事業

所による単独研究の成果としての特許出願を増やしていることがいえ、またそ

のインパクトは、開業後、4.5%の増加となり、非常に大きな効果であることが
いえる。 
 
では、長野新幹線開業によって、共同研究の成果は増えたのであろうか。列(2)
は共同研究による特許出願数をアウトカム変数として分析を行った結果である。

処置効果を示す 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係数は有意ではないが、-0.00485と負であり、
仮説とは逆の結果となった。つまり、長野新幹線開業によって、共同研究につ

いては少なくとも difference-in-differences の意味では増えなかったのである。
Before-afterの意味では増えているように図 11からは見えることから解釈する
と、確かに before-afterでは長野新幹線開業後に共同研究の総数は増えているが、
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その増え方は、対照群であり、長野新幹線とは関係のなかった北陸新幹線沿線

の事業所の増え方と有意に差がないと解釈できるのである。従って、因果効果

の意味において、長野新幹線は共同研究全体を押し上げる効果はなかったとい

える。 
 
列(2)は共同研究全体を対象としたが、特定の場所との共同研究に限定した場合
はどうであろうか。列(3)は、東京都に立地する事業所との共同研究による出願
数をアウトカム変数として分析を行った結果である。処置効果を示す

𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係数は、-0.00553 と負であり、かつ 5%水準で有意であり、
仮説とは逆の結果となった。つまり、長野新幹線開業によって、東京都に立地

する事業所との共同研究については少なくとも difference-in-differences の意
味では減少したといえるのである。 
 
それに対し、列(4)は長野新幹線沿線事業所との共同研究による出願数をアウト
カム変数として分析を行った結果である。処置効果を示す 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係

数は、0.00958と正であり、かつ 1%水準で有意であった。つまり、長野新幹線
開業は、長野新幹線沿線に立地する事業所同士の共同研究を促進したことがい

えるのである。 
 
以上の結果をまとめると、長野新幹線開業は、まず沿線事業所の共同研究全体

については増やす効果がなかったといえる。さらには東京都に立地する事業所

との共同研究については減少させる効果があったといえる。しかし逆に長野新

幹線沿線事業所間の共同研究については増加させる影響があったことが示され

ている。Rosenthal and Strange (2003)や Arzaghi and Hederson (2008)などに
よって示されているとおり、知識の波及は極めて近い距離において生じている。

その意味で、沿線事業所間の時間距離の短縮が、沿線内事業所間共同研究をよ

り増加させたという可能性がある。また、Inoue, Nakajima, and Saito (2013)
は、企業間の距離の短縮は、企業同士のモニタリングの促進等を通じることで

信用関係を構築し(e.g., Lerner, 1995; Agarwal and Hauswald, 2010)、そのこ
とが共同研究を促進することを指摘しており、本稿の、少なくとも長野新幹線

沿線事業所同士の共同研究が増加したという結果は、このような結果を因果関

係の意味で確認したものともいえる。 
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知識波及を通じたイノベーション促進 

 
イノベーションに不可欠な知識波及は、前節において共同研究によって顕示さ

れた暗黙知波及のみならず、形式知波及も重要である。この節では長野新幹線

開業が、この形式知波及を促進したという仮説について検証する。 
 
形式知波及の代理変数として、これまでイノベーション研究で頻繁に使用され

てきた特許の引用関係を用いる（e.g., Jaffe, Trajtenberg, and Henderson, 
1993; Thompson and Fox-Kean, 2005; Murata, Nakajima, Okamoto, and 
Tamura, 2015; Kerr and Kominers, 2015）。 
 
我々は各特許について、その特許の発明者を事業所単位で識別している。その

ため、各特許について、その特許が引用した特許がどの事業所によって発明さ

れたものなのかについて識別することができる。この情報を用いて、事業所 i
が t 期に引用した特許総数として、Citationsit という変数を作成し、これをア
ウトカム変数として推定することができる。この Citationsit は、形式知の形で
事業所 iが t期に受けた知識波及の量であると解釈される。 
 
この特許引用総数についても共同研究関係と同様地理的な特性を考慮すること

ができる。事業所 iが東京の事業所が出願した特許を t期に引用した件数、およ
び事業所 iが長野新幹線沿線事業所が出願した特許を t期に引用した件数の二つ
の変数をアウトカム変数として使用する。 
 
このような変数をアウトカム変数とした推定結果は表 5に示される。 
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表 5長野新幹線開業の引用件数に与える効果 
 
	 	 (1)	 (2)	 (3)	

被説明変数	 ln(引用数)	 東京からの引用シェア	 長野新幹線沿線	

	 	 	 	 	 	 からの引用シェア	

I(t	≧	1997)	 0.191***	 0.0145***	 0.00700***	

	

(0.0220)	 (0.00198)	 (0.00126)	

Treat	×	I(t	≧	1997)	 0.0485**	 0.00326*	 -0.000645	

	

(0.0211)	 (0.00167)	 (0.00120)	

定数項	 0.0689***	 0.000350	 0.000267	

	

(0.00960)	 (0.000577)	 (0.000501)	

年固定効果	

	 	 	事業所固定効果	

	 	 	観測数	 38,709	 38,709	 38,709	

自由度調整済み決定係数	 0.515	 0.148	 0.223	

括弧内はクラスターロバスト標準誤差	

	 	***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1	

	 	 
列(1)は、引用総数をアウトカム変数として推定を行った結果である。処置効果
を示す 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係数は、0.0485と正であり、かつ 5%水準で有意であ
った。このことは、長野新幹線の開業が、沿線事業所の特許出願の際の引用数

を増加させていることを示すものであり、知識波及の観点からは、長野新幹線

の開業が、沿線事業所の外部からの知識吸収を促進したと解釈できる。このこ

とは知識波及が地理的距離によって阻害されるという先行研究（e.g., Jaffe, 
Trajtenberg, and Henderson, 1993; Murata, Nakajima, Okamoto, and 
Tamura, 2015; Kerr and Kominers, 2015）と整合的な結果ともいえる。しかし、
ここで挙げたいずれの研究も距離と特許引用の相関関係の検出であるのに対し、

本研究は、距離の短縮が実際に引用関係を増加したという因果関係を検出した

という意味で大きな貢献であるともいえる。 
 
列(2)は、総引用数に占める東京の特許の引用シェアをアウトカム変数として推
定を行った結果である。処置効果を示す 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係数は、0.00326と
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正であり、かつ 10%水準で有意であった。このことは、長野新幹線の開業が、
沿線事業所の特許出願の際の東京の特許の引用数を増加させていることを示す

ものである。長野新幹線はイノベーションの中心地である東京とのアクセスを

劇的に改善するものであり、このことが実際に東京からの知識波及を促進した

と解釈できる結果であるといえる。 
 
列(3) は、総引用数に占める沿線事業所の特許の引用シェアをアウトカム変数と
して推定を行った結果である。処置効果を示す 𝑇!  ×𝐼 𝑡 ≥ 1997 の係数は、負で
あり、またその係数は有意ではなかった。これは、長野新幹線の開業が、沿線

事業所の特許出願の際の沿線事業所の特許の引用数については特に影響しなか

ったということである。長野新幹線沿線事業所は東京圏に比してそれほど大き

なイノベーションの拠点ではなかったという点がこのような結果の背景として

考えられる。 
 
結論 

 
本研究では高速鉄道建設が沿線事業所のイノベーション活動に与える影響につ

いて、1997年の長野新幹線開業をケースとして定量的な分析を行ったものであ
る。特許出願データによって事業所レベルのイノベーション活動を把握し、2015
年に開業した北陸新幹線沿線事業所を対照群とした difference-in-differences
分析を行った結果、長野新幹線開業によって沿線事業所のイノベーション活動

は量・質ともに向上したことが示された。具体的には、量を示す特許出願件数

については開業によって 4.87%向上し、質を示す被引用件数は 0.135 件向上し
たことが示された。 
 
長野新幹線は、東京-長野間の移動時間をそれまでの 2時間 38分から 1時間 24
分へとほぼ半減させた。将来開業が期待されるリニア中央新幹線も、現在の 2
時間 22分から 1時間 7分と同様の移動時間の短縮をもたらすことが期待される。
従って、本研究の結果をそのまま援用すると、将来のリニア中央新幹線の開業

は沿線事業所のイノベーション活動を 5%程度増加させることが期待されると
いえるのである。 
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調査結果を踏まえた国土政策への示唆 
 
現在建設が進められているリニア中央新幹線は、東京-大阪間の移動時間を半減
させることが期待されている。これによって沿線のイノベーション活動はどの

ように変化することが期待されるのであろうか。 
 
長野新幹線は、東京-長野間の移動時間をそれまでの 2時間 38分から 1時間 24
分へとほぼ半減させた。将来開業が期待されるリニア中央新幹線も、現在の 2
時間 22分から 1時間 7分と同様の移動時間の短縮をもたらすことが期待されて
いる。従って、本研究の結果をそのまま援用すると、将来のリニア中央新幹線

の開業は沿線事業所のイノベーション活動を 5%程度増加させることが期待さ
れるといえるのである。 
 
ただし、リニア中央新幹線が東京と接続するのは日本第２の都市である大阪で

あり、長野とはイノベーション活動の総量およびバラエティも大きく異なる。

Inoue, Nakajima, and Saito (2015)は、共同研究の成果を向上させる事業所マッ
チングパターンについての分析を行ったものであるが、そこでは適度に異なる

知識を持つ事業所同士の共同研究がよりその成果を向上させることが示されて

いる。このことから示唆されるのは、共同研究によるイノベーション活動を促

進するためには、適切な事業所同士のマッチングが必要であり、このマッチン

グを効率的に行う上で、様々な知識のストックを持つ事業所が存在しているこ

とが重要であるといえる。その意味において、長野新幹線沿線事業所に比べて

より多くのイノベーション活動を行う事業所を持つリニア中央新幹線のケース

では、事業所間のマッチングがより効率的に行われることによって、よりイノ

ベーション活動に与える効果が大きくなることも期待される。 
 
これまで、インフラ整備の便益分析は静学的な分析が多かった。それに対し、

イノベーションは経済成長の推進要因であり、将来の経済成長を促進するもの

である。今後は静学的分析のみならず、本稿で示されたような、動学的観点か

ら、インフラ整備について定量的評価を行うことも重要であると考えられる。 
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