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[要旨] 

 

 産業クラスター政策は、集積の外部経済効果により企業の生産性が上昇するという認識

のもと、行われてきている。一方で、集積の効果がどのように働いているのか、実証的な

分析は極めて少ない。本研究では、集積の効果として、企業のパフォーマンスへの影響を

実証的に確かめることを目的とする。分析の結果、多くの集積産業で、企業の集積が労働

生産性を上昇させる効果がある事が確認された。また、集積の効果は、取引先との近接性

以外による効果が大きいことから、取引費用の節約による効果よりも、知識波及、労働者

の確保などに起因すると考えられる。さらに、集積の効果は、集積の傾向の小さな産業に

おいても観測され、集積を促進させることにより、労働生産性を上昇させることが可能な

産業であると考えられる。以上の分析結果は、クラスター政策の有効性を示唆している。 
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１．はじめに 

 

経済活動の空間分布は非常に偏っている。例えば、日本の人口の 20%以上が東京都市圏

に在住しており、経済活動の空間分布の偏りは多くの国で共通してみられる現象である1,2。

さらに、産業ごとにも経済活動の空間分布の偏り（集積）が観測されて、特に、IT産業の

シリコンバレーや自動車関連産業のデトロイトにおける企業の集積はよく知られている。

日本においても、東京都大田区や大阪府東大阪市には中小の製造業が集積しており、新潟

県の燕三条市では金属洋食器産業、福井県鯖江市では眼鏡製造の産地として国内シェアの

大部分を占めている。 

このような産業レベルの企業集積を誘引する要因として、企業集積の経済外部性が議論

されてきている。Marshall らは、企業・労働者の密集は、知識波及、技術移転、労働者の

供給、取引費用の節約などにより、個別企業の生産性を上昇させるとしている。このよう

な集積の効果に関する認識のもと、企業の集積を促進させる「産業クラスター政策」が、

各国で行われ、日本においても、2001 年以降さまざまなプロジェクトが行われた。 

これらの政策の根拠となる企業集積の効果に関する研究として、Marshall以降も多くの

理論研究がなされている3。また、シリコンバレーや第 3 のイタリアなど、多くの事例研究

がなされている。一方で、実証的な研究は非常に少なく、企業の生産性について産業横断

的に実証分析することは非常に重要である。本研究は、大規模なデータベースを用いて、

企業集積の効果を分析することを目的とする。 

本研究では、まず、製造業の 3 桁分類（150 産業）において、集積産業を特定する。集積

産業の特定方法には、数多くの研究が存在するが4、本研究で用いるマイクロ立地データの

特性を活用し、Duranton and Overmann(2005)の手法5に沿って分析を行う。次に、同業

種の企業の集積により、企業のパフォーマンスは向上されるのか、産業別の回帰分析を行

う。集積産業とそれ以外の産業の回帰分析結果の違いにより、産業クラスター政策の有効

性について議論をする。さらに、企業集積の効果は、どのような経路から引き起こされる

のか、取引費用の節約とそれ以外の要因の識別を試みる。 

                                                 

分析の結果、多くの集積産業で、企業集積が労働生産性を上昇させる傾向が強いことが

 
1 都市規模分布はベキ法則に従う（Zipf law）という普遍的な現象として捉えられている。 

2 グローバルな観点からは、現在の経済活動は主に先進国に集中しているといえる。 

3 近年の産業集積の理論分析はDuranton and Puga (2004)に詳しく記されている。 

4 集計データを用いた分析として、Ellison and Glaeser (1997a)、Maurel and Sedill´ot (1999), Devereux, 

Griffith, and Simpson (2004)、Mori, Nishikimi, and Smith (2005)などがある。ともにランダム立地から

の乖離から、集積産業の特定を行っている。 

5 マイクロ立地データを用いるため、集計データを用いる分析の問題点（MAUP問題や空間相関）を回避

できる。また、集積のサイズ（空間的広がり）も評価できる指標となっている。 
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確認された。また、集積の効果は、取引先までの距離以外による効果が大きいことから、

取引費用の節約の効果より、知識波及、労働者の供給などに起因すると考えられる。さら

に、集積の効果は、集積産業以外の産業においても観測され、潜在的に労働生産性を上昇

させることが可能な産業であると考えられる。 

本稿の構成は以下のとおりである。次章で用いるデータの説明をして、3 章で集積産業の

特定を行う。４章で企業集積の効果を測定し、５章でまとめと考察をおこなう。 

 

２．用いるデータ 

 

本研究では、東京商工リサーチ（TSR）の作成した企業情報のデータセットを用いる。

このデータは大規模なデータであり、約 80 万社の法人企業の情報が収録されている。これ

は、日本の全法人企業の約半分をカバーし、網羅性の高いデータセットである。本研究で

主に用いる製造業の企業は約 14 万社である。調査時点は 2005 年であり、企業情報として、

３期分の売上高および利益金、従業員数、住所情報があり、取引先企業（仕入先、販売先、

大株主）が 24 を上限として列挙されている。取引先企業は企業情報と同じ ID で識別され、

取引先企業の企業情報も扱うことが可能となる。また、すべての企業に対し、2006 年時点

の退出状況（存続、倒産、休業、解散、廃業、合併）が付与されている。 

さらに、東京大学空間情報科学センターによるアドレスマッチングサービス6を用いて、

このTSRのデータの住所情報を緯度経度情報へ変換（ジオコーディング）を行った。住所

情報を緯度経度情報に変換することにより、行政単位で集計された分析でなく、マイクロ

立地データの特性を生かした分析が可能となる。 

 

３．集積産業の特定 

 

産業集積の計測には、古くから数多くの研究がなされてきた。最も素朴な手法として、

ジニ係数を用いて、産業別雇用者数の空間的不平等度により集積を測定するものがある。

Ellison and Glaeser (1997a) は、地域特性や企業間外部効果を取り入れた確率立地モデル

を背景とした新たな集積指数を考案した。dartboard approach と呼ばれるこの手法は、

Maurel and Sedill´ot (1999)や Devereux, Griffith, and Simpson (2004)、Mori, Nishikimi 

and Smith (2005)などにより拡張され、多くの国において、産業集積を測定する際に広く

用いられている。 

このように非常に広範に利用される dartboard approach であるが、深刻な問題点も存在

する。それはこの手法が使用する地理的に（行政区域をもとに）集計されたデータに伴う

問題である。例えば、産業集積が行政区域をまたぐ場合は、行政区域で集計されたデータ

                                                  
6 http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/を参照されたい。 
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では、集積を正確に捉えきれないことがある。また、集計のサイズ・形状選択が集計結果

に大きな影響を与えるという Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) と呼ばれる問題が

存在することもよく知られている。 

このようなデータの地理的集計に伴う問題点を克服するためには、企業・事業所・工場

などの立地ポイントデータ（マイクロ立地データ）を活用することが一つの解決策であり、

近年マイクロ立地データを活用する手法の開発が進んでいる。本稿では、このような研究

の進展を背景に開発された Duranton and Overmann (2005)による産業集積の計測手法を

用いて分析を行う。 

Duranton & Overman (2005)の手法の手順は次のような手順で進められる。 

① ある産業の企業のペアワイズな距離分布を算出7（図表１） 

② 製造業のすべて企業の立地を企業の取りうる立地と考え、この取りうる立地から、ある

産業の企業数だけランダム抽出（図表２） 

③ ランダム抽出された企業のペアワイズな距離分布を算出（図表 3） 

④ ②と③を 1000 回繰り返して 1000 個のペアワイズな距離分布を作成し、この 1000 個の

距離分布の 95％が入るようにバンド（confidential band）を作成（図表４） 

⑤ ①の距離分布がバンドの上にあれば、統計的有意に集積する産業であると特定8 

 

  

図表 1 ある産業の立地（左図）とペアワイズな距離分布（右図） 

（出所）富士通総研 

                                                  
7 例えば、ある産業には n 社の企業が存在するものとすると、n(n-1)/2 の企業の組み合わせが存在する。

これらの組み合わせの（ペアワイズな）企業間距離をユークリッド距離によって計算し、距離分布を作成

する。ただし、企業数が少ない場合には不安定な分布となるため、Gaussian kernelにより、スムージング

をかけた分布（Kernel Density）を用いて評価する。また、Gaussian kernelにおけるoptimal bandは、

Silvermann(1986)のSection 3.4.2に従う。 

8 距離分布の個々の点は独立でないため、統計的有意性をシミュレーションにより評価する。 

3 
 



   

図表２ 潜在的な立地可能ポイントからの企業の抽出 

（出所）富士通総研 

 

図表３ ランダム抽出した企業の立地とペアワイズな距離分布 

（出所）富士通総研 

 

図表４ ランダム抽出された企業のペアワイズな距離分布と confidential band 

（出所）富士通総研 
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 この手法をジオコードされたTSRのデータに適用し、集積産業を特定した。ここでは、

日本標準産業分類の３桁分類により産業を分類して分析した。分析の結果、147 の 3 桁分類

の産業9のうち、109 の産業が統計的に有意に集積していると特定された10。また、この手

法は集積の強さも測定することができ11、特に集積度が強い産業は、図表５の産業となった。 

 

順位 産業コード 産業名 

1 316 眼鏡製造業（枠を含む）                             

2 215 革製手袋製造業                                     

3 314 理化学機械器具製造業                               

4 315 光学機械器具・レンズ製造業                         

5 321 貴金属・宝石製品製造業                             

6 163 製本業，印刷物加工業                               

7 177 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業           

8 112 紡績業                                             

9 217 袋物製造業                                         

10 113 ねん糸製造業                                       

図表５ 集積度の強い産業のランキング 

（出所）富士通総研 

 

 以降、この手法により統計的に有意に集積していると判定された 109の産業を集積産業、

それ以外の産業を非集積産業と呼ぶことにする。 

 

４．集積効果の測定 

 

 本章では、前章で確認した製造業における集積産業について、集積の効果が働いている

産業であるのかを確認する。すなわち、同じ産業の企業の中でも、近くに同じ産業の企業

が多くいるほど、企業のパフォーマンスは上昇するのかを確認する。ここで、近くに同じ

産業の企業が多くいる度合いを「企業密度」と呼び、自社から 5km以内にいる同じ産業の

                                                  
9 ここで、企業数が10以下である3つの産業（製糸業、コークス製造業、タバコ製造業）は除いている。 

10 Duranton and Overmann (2005)の研究をはじめ、多くの集積に関する研究は事業所レベルのデータを

用いている。本研究では、企業レベルのデータを用いるが、複数の事業所を持つ企業があり、集積の測定

誤差が含まれると考えられる。しかし、事業所数が１の企業のみを用いて分析することにより、頑強性の

チェックを行ったところ、結果は大きく異ならなかった。 

11 補論Aの集積の強さの測定方法を参照されたい。 
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企業の数で定義する。また、企業のパフォーマンス12として、労働生産性13、売上高成長率、

退出率を分析する。企業密度が高いほど、企業のパフォーマンスが統計的に有意に高いと

判定されれば、集積の効果が働いている産業であると考える。 

まず、被説明変数として、企業のパフォーマンス、説明変数として、企業密度をとり、

109 の集積産業のすべての産業について、産業別に回帰分析を行い、統計的な有意性を示す

ｔ値およびｚ値を求める。生産性と成長率に対しｔ値、退出率に対しｚ値を求めている14。

図表６では、109 の集積産業のうち何％の産業が、それぞれのｔ値およびz値の範囲にある

かを示している。一般にｔ値およびｚ値の絶対値が 2 以上の場合に、統計的に有意である

と判定する。 

図表 6 より、44％の産業において、労働生産性が統計的に有意に高められていることが

確認された。ｔ値が正である産業の割合は 80％を超えており、労働生産性を高める傾向が

あることが分かる。一方で、成長率は低められる傾向があり、退出率は高められる傾向が

あることが分かる。集積地では、企業の生産性は高く、企業のパフォーマンスは高くなる

が、退出を抑制するような協調関係のネットワークは築かれておらず、企業成長を妨げる

競争関係が働いていることが分かる。 

 

t 値・z 値 ( -∞, -2 ] ( -2, -1 ] ( -1, 0 ] [ 0, 1 ) [ 1, 2 ) [ 2, ∞) 

生産性 1.8% 3.7% 10.1% 14.7% 25.7% 44.0%

成長率 11.0% 21.1% 25.7% 27.5% 12.8% 1.8%

退出率 2.8% 10.1% 26.6% 34.9% 22.9% 2.8%

図表６ 回帰分析におけるｔ値およびｚ値の集積産業に占める割合 

（出所）富士通総研 

 

既存研究では、企業集積の外部効果として、①知識波及、②技術移転、③労働者の供給、

④取引費用の節約を指摘しており、これらの効果を通じて企業のパフォーマンスを高める

としている。本研究で用いるデータには、取引先の情報を含んでおり、取引先までの距離

を求めることが出来る。取引先までの距離により、企業集積の外部効果のうち、取引費用

の節約の効果を識別することが出来ると考えられる。回帰分析における説明変数として、

企業密度の他に、取引先（仕入先および販売先）までの距離15を加え、分析を行う。 

                                                  
12 中小零細企業のデータは、利益に関する指標の精度が低いと考えられるため、売上高利益率などの指標

は用いていない。 

13 一人当たりの売上高により、労働生産性を評価する。 

14 成長率と生産性については単回帰分析、退出率についてはロジット分析を行っている。 

15 取引先は製造業に限らず、すべての産業の取引先を考える。また、取引先には順位がついており、最も

主要な取引先のみのデータを用いて、取引先までの距離を評価する。 
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分析の結果、取引先までの距離の効果は非常に限られていることが確認された。取引先

までの距離をコントロールした上でも、企業密度が高いほど有意に企業のパフォーマンス

を向上させる産業が多く、企業集積の効果として、取引費用の節約以外の外部効果が強く

働いている可能性を示唆している。すなわち、①知識波及、②技術移転、③労働者の供給

によって、企業のパフォーマンスが高められると考えられる。 

 

次に、非集積産業に注目する。非集積産業においては、集積産業の企業に比べ、企業が

分散して立地しているため、企業密度が特に高い地域16は存在しないが、企業密度の違いは

存在する。したがって、集積産業の分析と同様に、集積のメリットは存在するのか、企業

密度と企業パフォーマンスの関係を分析することが可能である。 

集積産業の場合と同様に、被説明変数を企業のパフォーマンス、説明変数を企業密度と

して、38 の非集積産業のすべての産業について、回帰分析を行い、統計的な有意性を示す

ｔ値およびｚ値を求める。図表７では、38 の非集積産業のうち何％の産業が、それぞれの

ｔ値および z 値の範囲にあるかを示している。 

分析の結果、非集積産業においても、40％の産業において、企業密度が高いほど生産性

が統計的有意に高いことが確認された。また、70％以上の産業において、企業密度が高い

ほど、生産性が高い傾向があり、集積産業と同様に、企業集積により企業のパフォーマン

スが高められる産業が多くあることが確認された。 

非集積産業においては、何らかの要因により企業が分散して立地しているが、集積産業

と同様に、集積のメリットは存在し、潜在的に労働生産性を向上させる可能性があること

を示唆している。 

また、集積産業と比べると、企業集積が成長を抑制する効果はわずかに小さくなるが、

退出を促す効果は依然として高いことが分かる。集積により企業間の競争が強められてい

ることが伺われる。 

また、取引先までの距離も説明変数に加えて分析を行ったところ、非集積産業において

も、取引費用の節約の効果よりも、それ以外の要因（知識波及、技術移転、労働者の供給）

による効果の方が大きいことが確認された。 

 

t 値・z 値 ( -∞, -2 ] ( -2, -1 ] ( -1, 0 ] [ 0, 1 ) [ 1, 2 ) [ 2, ∞) 

生産性 2.7% 2.7% 21.6% 16.2% 16.2% 40.5%

成長率 5.4% 21.6% 16.2% 40.5% 10.8% 5.4%

退出率 8.1% 5.4% 18.9% 45.9% 5.4% 16.2%

図表７ 回帰分析におけるｔ値およびｚ値の非集積産業に占める割合 

（出所）富士通総研 

                                                  
16 統計的に有意に密集する地域を意味している。 
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以上の分析は、製造業のみに限定した分析である。前章では、集積産業を特定する際に、

ランダムな立地からの乖離を測定するが、製造業と非製造業の間では、潜在的に立地可能

な場所が異なっているという認識から、集積産業の特定は、製造業のみに限定されて分析

が行われてきた。 

本章の集積の効果の分析では、集積産業と非集積産業について、同様の分析を行うことが

可能であり、非製造業においても、集積産業か否かに関わらず、同様の分析が可能である。

そこで、非製造業も含めた全産業について、回帰分析を行う。全産業では 3 桁分類の産業

の数が非常に多いため、2 桁の産業ごとに分析を行う17。全産業では 99 の 2 桁分類の産業

が存在する。図表８では、回帰分析において、99 の産業のうち何％の産業が、ｔ値およびz

値の範囲にあるかを示している。 

 

t 値・z 値 ( -∞, -2 ] ( -2, -1 ] ( -1, 0 ] [ 0, 1 ) [ 1, 2 ) [ 2, ∞) 

生産性 4.3% 2.2% 7.6% 6.5% 21.7% 57.6%

成長率 8.6% 10.8% 22.6% 25.8% 25.8% 6.5%

退出率 0.0% 4.6% 19.5% 25.3% 10.3% 40.2%

図表８ 回帰分析におけるｔ値およびｚ値の全産業に占める割合 

（出所）富士通総研 

 

図表 8 より、60％近くの産業において、集積により、統計的に有意に生産性が高くなる

ことが確認された。製造業よりも非製造業において、集積の効果が強いことが分かる。 

一方で、40％の産業において、企業密度が高いほど有意に退出率が高まっていることが

確認される。75％近くの産業で退出が高められる傾向が見られ、非製造業の方が、集積に

より、企業間の競争が高められることが分かる18。ただし、成長性については、製造業より

も低くなる傾向は確認されていない。 

 

５．まとめと考察 

 

本研究では、企業集積の効果の検証を行った。政府のクラスター政策などでは、集積の

メリットが存在するという前提のもと、議論が進められており、実際のデータを用いて、

集積の効果を確かめることは非常に重要であると考えられる。 

                                                  
17 2桁ごとに回帰分析を行うが、企業密度については、同一の3桁分類の企業の数として、製造業における

分析と同じである。 

18 建設業、卸小売業、情報サービス業、インターネット附随産業などにおいて、企業密度と退出率の関係

が強く見られている。 
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まず、製造業の 3 桁分類の産業に対して、集積している産業（集積産業）とそれ以外の

産業（非集積産業）に分類した。Duranton and Overmann (2005)の手法を用いると、109

の集積産業と 38 の非集積産業が特定された。 

次に、集積産業と非集積産業に対して、集積の効果を測定した。企業密度を、近辺（5km

以内）にいる同じ産業（同じ 3 桁分類）の企業の数と定義して、企業パフォーマンスとの

関係を分析した。企業のパフォーマンスとして、成長性、労働生産性、退出率を用いた。

産業ごとに、企業密度と企業パフォーマンスの回帰分析を行って、企業密度が有意に働く

産業がどれだけ存在するかを確認する。 

集積産業では、多くの産業で、企業密度が高いほど、労働生産性が有意に高く、集積の

メリットが働いていることが確認された。また、取引先までの距離も加えて、回帰分析を

行ったところ、取引先までの距離よりも企業密度の方が、企業のパフォーマンスに有意に

働く産業が多く、集積のメリットは、取引費用の節約のような物理的な効果よりも、知識

波及などのソフトな要因に依存すると考えられる。また、企業密度が高いほど企業の退出

率が低くなる傾向は見られなく、企業間の協調関係による効果は少ないと考えられる。 

また、非集積産業についても、同様の傾向が確認され、非集積産業では、何らかの理由

により分散して企業が立地しているが、集積のメリットは存在しており、潜在的に生産性

を上昇させる可能性があると考えられる。 

以上の結果から、クラスター政策は、製造業において、労働生産性を高めるという観点

から、有効な政策となりうると考えられる。また、非集積産業においても、潜在的な集積

のメリットが存在し、企業集積を妨げる何らかの要因を取り除くような政策は有効である

と考えられる。 

最後に、非製造業についても、集積の効果を測定したところ、製造業よりも、企業密度

が高いほど、成長性や生産性が高くなる産業が多く、集積のメリットが働く産業が多いと

考えられる。一方で、企業密度が高いほど企業の退出率も高くなる傾向があり、企業間の

競争が非効率な企業を淘汰することにより、効率的な企業が選択されていると考えられる。 

非製造業におけるクラスター政策は、企業間の協調関係を促進させるような、保護政策

的な意味合いが薄く、企業間の競争を促進させる政策であると考えられる。したがって、

非製造業における政策においては、労働市場を円滑にするなど、補助的な政策を行うこと

が重要であると考えられる。 

 

9 
 



参考文献 

 

Devereux, G. R. and H. Simpson (2004) “The Geographic Distribution of Production 

Activity in the UK,” Regional Science and Urban Economics, Vol.35, pp.533-564. 

 

Duranton, G. and H. Overman (2005) “Testing for Localization Using Micro-geographic 

Data,” Review of Economic Studies, Vol.72, pp.1077-1106. 

 

Duranton, G. and H. Overman (2008) “Exploring the Detailed Location Patterns of U.K. 

Manufacturing Industries Using Microgeographic Data,” Journal of Regional Science, 

Vol.48, pp.213-243. 

 

Duranton, G. and D. Puga (2004) “Micro-foundations of Urban Agglomeration 

Economies,” in V. Henderson and J. Thisse (eds.), Handbook of Regional and Urban 

Economics, Chapter.4, pp.2063-2117, North-Holland, Amsterdam. 

 

Ellison, G. and E. Glaeser (1997a) “Geographic Concentration in U.S. Manufacturing 

Industries: A Dartboard Approach,” Journal of Political Economy, Vol.105, pp.889-927. 

 

Ellison, G. and E. Glaeser (1997b) “What Causes Industry Agglomeration?,” American 

Economic Review, Vol.105, pp.889-927. 

 

Fujita, M. and J.-F. Thisse (2002) Economics of Agglomeration: Cities, Industrial 

Location and Regional Growth, Cambridge University Press, Cambridge. 

 

Maurel, F. and B. Sedill´ot (1999) “A Measure of the Geographic Concentration of 

French Manufacturing Industries,” Regional Science and Urban Economics, Vol.29, 

pp.575-604. 

 

Marshall, A. (1890) Principles of Economics, Macmillan, London. 

 

Mori, T., K., Nishikimi, and T. Smith (2005) “A Divergence Statistic for Industrial 

Localization,” Review of Economics and Statistics, Vol.87, pp.635-651. 

 

Silverman, B. (1986) Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman 

and Hall, New York. 

10 
 



補論 A. 集積の強さの測定 

 

Duranton and Overmann (2005)の手法は、集積産業を特定するだけでなく、集積の強さ

も測定することが出来る。3 章の企業集積の判定において、ランダム抽出された企業のペア

ワイズな距離分布の 95％が収まるバンド（confidential band）よりも、実際の企業のペア

ワイズな距離分布（実際の距離分布）が上にあれば、有意に集積している産業と判定した。

実際の距離分布が、confidential band から大きく離れているほど、ランダムからの乖離が

大きいと考えられる。集積の強さは、実際の距離分布と confidential band の間で挟まれる

面積によって定義することが出来る（図表 A）。実際の距離分布が confidential band の上

に越えない場合は、集積の強さはゼロであるとする。 

147 の 3 桁分類の産業のうち、109 の産業において、集積の強さが正の値をもち、集積の

強さの順に並べたものが、3 章の図表５となっている。 

 

 

図表 A 集積の強さ 

（出所）富士通総研 

（注）1．図の実線はある産業の企業のペアワイズな距離分布を表し、図の点線はランダム

に抽出された企業のペアワイズな距離分布の 95％が入るバンド（confidential 

band）を表わしている。 

   2．図の塗られている面積は、集積の強さを表わしている。 
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補論 B . 分散産業の特定と分散の強さの測定 

 

集積産業の特定では、製造業全体の立地（ランダムな抽出）に比べて、企業間の距離が

短い産業を特定したが、同様に、製造業全体に比べて、分散して立地している産業（分散

産業）も特定することが出来る。分散産業では、製造業全体の距離分布に比べて、企業間

の距離が長く、距離分布の短い距離の範囲において、製造業全体の分布（ランダム抽出に

よる分布）よりも下に位置する。統計的な有意性を議論するには、ランダム抽出した企業

のペアワイズな距離分布の 95％が収まるバンド（confidential band）よりも、実際の分布

が下にあれば、分散産業と特定することが出来る19。 

 

 

図表 B１ 分散の判定と分散の強さ 

（出所）富士通総研 

（注）1．図の実線はある産業の企業のペアワイズな距離分布を表し、図の点線はランダム

に抽出された企業のペアワイズな距離分布の 95％が入るバンド（confidential 

band）を表わしている。 

2．図の塗られている面積は、分散の強さを表わしている。 

 

次に、分散の強さについては、confidential band と実際の分布の間の面積で表すことが

でき、面積が大きいほど、分散が強い産業であると言うことが出来る。 

図表 B２に分散の強い順に産業を並べている。水産食料品製造業や製材業，木製品製造業

など、自然資源を主な投入要素とする産業が多く、企業が分散して立地する要因であると

考えられる。 

                                                  
19 ただし、集積産業の特定において、集積産業と特定されない産業であるという前提の下で、分散産業が

定義される。 
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順位 産業コード 産業名 

1 92 水産食料品製造業                                  

2 131 製材業，木製品製造業                              

3 222 セメント・同製品製造業                             

4 91 畜産食料品製造業                                  

5 106 飼料・有機質肥料製造業                             

6 228 骨材・石工品等製造業                               

7 102 酒類製造業                                        

8 262 農業用機械製造業（農業用器具を除く）               

9 143 建具製造業                                        

10 99 その他の食料品製造業                              

図表 B２ 分散産業のランキング 

（出所）富士通総研 
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