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[要旨] 

 

企業の成長のためには、企業外部との関係が重要であり、企業同士が近接して立地する

ことにより集積のメリット（外部経済効果）を受けることが出来る。集積の外部経済効果

は、経済全体の生産性を向上させると考えられ、クラスター政策、産官学連携の政策など

が取り組まれてきたが、情報技術の進展などの時代の変化により、共同研究における距離

の重要性は変化している可能性がある。距離の重要性の変化を実証的に観測し、その要因

を考察した。分析の結果、1986 年から 2005 年までの観測期間において、距離の重要性は

大きく変化してないことが確認された。距離の重要性は、組織属性に依存する面もあるが、

情報技術が普及した後でも、face to face のコミュニケーションが重要であり、近くに立地

することが大切であると考えられる。 

 

キーワード： 組織、共同研究、近接性、特許 

 

                                                  
1 本研究は、経済産業研究所の「金融・産業ネットワーク研究会」における研究成果に基づくものであり、

井上寛・大阪産業大学准教授と中島賢太郎・東北大学准教授との共同研究成果である。 
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１．はじめに 

 

近年、都市の新しい形が求められてきている。スマートシティ構想では、環境に配慮し

た社会的インフラ整備のため、自然発生的都市でなく、意識的にコントロールされた都市

の構築が議論されている。そのような中、経済活動を行う上で、効率的な企業の立地の議

論が重要となり、地理的近接性の意味を再検討する必要があるであろう。 

企業の成長のためには、企業外部との関係が重要であり、企業同士が近接して立地する

ことにより、集積のメリット（外部経済効果）を受けることが出来る。空間経済学では、

集積の外部経済効果や自然発生的都市の構造が議論されている。外部経済効果には、「知識

波及」、「輸送コスト節約」、「労働者へのアクセス」があり、この効果により、経済全体の

生産性を向上させると考えられ、クラスター政策や産官学連携の政策などが取り組まれて

きた。 

また、企業の研究開発戦略を考える上でも、地理的近接性は重要な意味を持つ。研究開

発のリソースを組織外に求め、組織間共同研究を行う「オープンイノベーション」も、「知

識波及」の一つの形態であり、「知識波及」における地理的近接性の意味を考えることは重

要な視点である。 

一方で、情報技術の進展に伴い、地理的近接性の重要性は変化してきたとも考えられる。

アイデアや画像などを電子化し、メールなどにより瞬時に共有することが出来る。また、

web 会議など、地理的に離れていても、仮想的に場を共有することが可能である。地理的

近接性の重要性が変化したとすると、効率的な都市の在り方は変わってくると考えられる。 

地理的近接性の重要性が情報技術の発展とともにどのように変化してきたのか、組織の

属性、組織間の関係性の違いにより、地理的近接性の重要性はどのように異なっているの

かを分析することにより、地理的近接性の重要性がどのように生じるのかを考察すること

が可能となり、これらの考察は、集積のメリットを代替する政策やサービス、企業の共同

研究先の選定や立地戦略に活かすことが可能となる。 

「知識波及」における地理的近接性の重要性を数値的に捉えることは非常に重要である

が、「知識波及」をデータで捉える事は難しい。既存研究では、 特許の引用関係を用いて

「知識波及」は測定されてきた。Jaffe et al (1993)では、同じ地域の特許を引用する傾向が

あることを検証し, 地理的近接性の重要性を示した。また、Murata et al (2011)では、特許

引用の距離の範囲などが議論されている。しかしながら、企業の集積と深い関係があると

考えられる「知識波及」であるが、特許引用に見る「知識波及」の距離範囲は集積の距離

範囲よりも極端に広い範囲になっていることが確認されている。 

本研究では、「知識波及」を共同研究関係により評価し、「知識波及」の距離範囲を分析

した。分析の結果、共同研究関係における「知識波及」の距離範囲は、特許引用における

「知識波及」の距離範囲よりも非常に狭く、集積の範囲にとても近いことが確認された。

特許引用における「知識波及」と共同研究関係における「知識波及」では、波及する知識
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が異なると考えられる。前者は形式知の波及、後者は暗黙知の波及と見なすことが可能で

あろう。企業の集積と関係が深いのは、形式知の波及でなく、暗黙知の波及であると考え

られる。本研究は、暗黙知の波及としての地理的近接性の重要性を検証していると捉える

ことができる。 

さらに、共同研究における地理的近接性の重要性は、時代とともに大きく変化してない

ことが確認された。地理的近接性の重要性は、組織属性に依存する面もあるが、情報技術

が普及した後でも、face to face のコミュニケーションが重要であり、近くに立地すること

が大切であると考えられる。また、同じ企業内の組織間では距離の重要性は小さく、組織

間距離の重要性は、共同研究を継続させる時でなく、共同研究は開始する時点において、

関係してくると考えられる。集積のメリットを代替する政策やサービスとして有効なのは、

組織間共同研究のマッチングにあることを示唆している。 

本稿の構成は以下の通りである。次章では、本研究で用いるデータを紹介し、3 章では、

分析手法を説明する。4 章では、分析結果の紹介をして、5 章では、まとめと考察を行う。 

 

 

２．用いるデータ 

  

本研究では、1993 年～2010 年公開の全ての特許データを用いて、共同研究における組織

間距離の重要性を分析する。特許の明細書データの抜粋例を図表 1 に示している。図表１

のように、特許の明細書データには、特許の出願日、公開日、技術分類、出願人と発明者

の名称と住所などが記載されており、これらのデータの後に、特許の具体的説明が続く。

本研究の分析では、これらデータのうち、出願日、出願人の名称と住所、発明者の住所の

情報を用いる。 

研究組織の位置の特定には、発明者の住所を用いる。発明者の住所を東大のジオコード

システムで緯度経度情報に変換し、組織間の距離を算出する。研究組織の特定は、発明者

の住所の単位で行う。 

共同研究に関する特許データの既存研究では、共同出願の関係を用いて、出願人の単位

で分析を行っている。しかし、特許の出願は企業単位で行われることが多く、実際の研究

を行っている組織の位置から乖離することが予想される。そのため、本研究では、発明者

の住所情報を用いることにより、組織の位置の乖離を克服する。 

研究組織の特定の具体的な手順は以下の通りである。 

まず、出願人情報を用いて、企業の特定をおこなう。同じ名前の企業が存在するため、

出願人の名称と住所が同じものを同一の企業と見なす1。 

次に、研究組織の特定を行う。多くの場合は、発明者住所に、発明者の所属する組織名

                                                  
1 この識別手順では、企業単位でなく事業所単位で特許出願を行っている場合、異なる企業と見なされる。

出願単位の仮想的な企業と見なして分析を進める。 
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が記載されている。発明者住所が同じものを同一の研究組織と見なす。 

後に、発明者住所の文字列に、出願人の名称と同じ文字列がある場合、その出願人の

企業に属する研究組織（事業所）であると見なす。 

 

 

図表１ 特許明細書の例 

（出所）特許明細書データより筆者作成 

 

 以上のような手続きで得られたデータの概要は以下の通りである。 

まず、特許データに出現する研究組織（以後、組織と呼ぶ）の数は 74,452 である。 

これらの組織の属する企業に注目すると、46,904 の企業が、組織を１つのみ持つ企業で

ある。そして、9,688 の企業が複数の組織を持ち、トータルの組織の数は、27,548 となる。 

トータルの特許の数は 1,189,261 であり、そのうち 92.1%の特許が単独の組織による特許

である。共同研究の数（リンクの数）は 177,453 であり、同じ企業に属する組織間の共同

研究が 35.5%、異なる企業に属する組織間の共同研究が 64.5%である。 

また、異なる企業の組織間の共同研究のうち、同じ企業に属する組織を持つ組織（「複」

と呼ぶ）の間の共同研究が 44.6%、同じ企業に属する組織を持たない組織（「単」と呼ぶ）

の間の共同研究が 2.4%、「複」と「単」の間の共同研究が 17.4%である。複数組織を持つ

企業は比較的大規模の企業と考えられるが、企業の壁を越えた共同研究は、比較的大規模

の企業の組織が関わる事が多いことが分かる。 

また、分析には、出願時点にデータを合わせて行う。特許の公開時点は実際の研究活動

の時点から遅れている。そのため、実際の研究活動の時点に近付けるため、データを出願
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時点を合わせて分析を行う。データの公開時点は 1993 年～2010 年であるが、出願時点に

データを合わせ、十分な特許の数を確保できるように、1986 年～2005 年出願時点のデータ

を抽出する。そして、観測期間を 1986 年～1990 年、1991 年～1995 年、1996 年～2000

年、2001 年～2005 年の 4 つの期間に分割して、時代による変化を観測する。 

 

 

３．分析手法 

  

本研究では、共同研究における距離の重要性を数値化するため、研究活動を行う組織の

立地を表わす距離分布と共同研究をする組織間の距離分布の比較を行う。前者の距離分布

では、研究活動の集積状況を把握することが可能であり、後者の共同研究をする組織間の

距離分布を評価する際に、前者の集積を表わす距離分布がベースとなる。すなわち、組織

間の共同研究が近くで行われていた場合に、近くに立地する企業が多かったためか、組織

間の距離が重要であったためかを識別することが可能となる。組織の立地特性をコントロ

ールした上で、共同研究における距離の重要性を評価するのである。 

集積を表わす距離分布については、Duranton & Overman の手法に即して分析する。

Duranton & Overman の手法では、pair-wise の距離分布により、組織の集積を把握する。

すなわち、組織の数が n であった場合、nC2のすべての組織の pair の組み合わせについて、

組織間の距離を算出し、距離分布を導出する。例えば、図表２のような組織（●）の立地

を考える。全ての組織の組み合わせは、   で示した通りである。図表２の左図では、

組織が分散して立地しており、右図では、集積して立地している。それぞれに対応する

pair-wise の距離分布では、右図の方が、短い距離において、密度が高くなることが分かる。 

図表３では、pair-wise の距離分布の例を示しているが、実線が分散して立地する例を、

点線が集積して立地する例を示している。これが、Duranton & Overman の手法において、

集積を特定する概念である。 

また、Duranton & Overman の手法では、異なる距離分布を比較する際、統計的有意性

を議論することが可能である。手法の詳細の説明は省略するが、注目する分布に対して、

コントロールする分布からランダム抽出を複数回（可能な限り多く）行い、ランダム抽出

に対応する複数の分布から、分布の信頼区間を算出するのである。この手法により、集積

の空間的な広がりの距離の範囲も算出できることが特記すべきことである。 

本研究では、注目する分布として、共同研究組織間の距離分布を考えて、コントロール

する分布として、立地の pair-wise の距離分布を考える、本研究では、比較する両者の分布

の統計的な有意性を確認できているが、本稿では割愛し、より簡易に、両者の分布の比率

を取ることにより、距離の重要性を議論する。ランダムに共同研究先を選定している場合、

両者の分布は非常に似たものとなり、分布の比率は１に近くなる。分布の比率の１からの

乖離により、距離の重要性を数値化する。 
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図表２ 組織の立地の例 

（出所）筆者作成 

 

 

 

図表３ pair-wise の距離分布の例 

（出所）筆者作成 
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４．分析結果 

 

本章では、２章で説明した特許データを用いて、組織の集積特性を pair-wise の距離分布

から確認して、企業属性によりどのように異なっているのかを比較分析する。次に、共同

研究組織間の距離分布を算出し、距離の重要性を比較する。そして、企業属性による違い

や時代による変化を確認する。 

 

４．１．組織の集積特性の比較 

 

図表４は、組織の集積特性を表わす pair-wise の距離分布である。分布において、距離が

ゼロに近いところの密度が高いほど、集積していることを意味する。また、距離ゼロ以外

のピークは、集積地の間の距離を表わしている。分布の 300ｋｍ近辺でのピークは、東京と

名古屋の間の距離を表わし、500ｋｍ近辺でのピークは、東京と大阪の間の距離を表わして

いる。 

 

 

図表４ pair-wise の距離分布 

（出所）筆者作成 

 

次に、組織の集積特性を相対的に比較する。距離の短い範囲に着目し、分布間の比較が

しやすいように、図表４の横軸の距離が線形に表されているのに対し、図表５では、対数

表示で表わしている。図表５の実線（all）は図表４の距離分布と同じく、全ての組織の

pair-wise の分布を示している。それに対し、点線（同企業）は、同じ企業に属する組織間

の距離分布である。 
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図表より、同じ企業の属する組織同士の方が集積しており、近くに位置する傾向がある

ことが確認された。 

さらに、図表６は、組織の属する企業規模によりに立地の違いを確認している。２章で

は、複数の研究組織を持つ企業と研究組織を 1 つのみ持つ企業があることを示した。前者

の企業規模は相対的に大きいと推測され、後者企業の規模は相対的に小さいと推測される。

図表６において、前者に属する組織を「複」、後者に属する組織を「単」と表わしている。 

図表の「単」－「単」に表わされる規模の小さい企業の属する組織に比べて、「複」－「複」

に表わされる規模の大きい企業に属する組織の方が、近くに集積して立地していることが

確認された、 

図表５において、同じ企業に属する組織は「複」に対応し、規模の大きい企業に属する

組織が集積する傾向を観測している可能性がある。そのため、図表５には、「複」－「複」

と比較できるように示している。企業規模をコントロールした上でも、同じ企業の属する

組織同士の方が集積していることが確認された。 

 

 

図表５ pair-wise の距離分布の同企業内との比較 

（出所）筆者作成 
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図表６ pair-wise の距離分布の企業規模による比較 

（出所）筆者作成 

 

４．２．共同研究組織間の距離の重要性 

 

４．２では、共同研究をする組織間の距離分布を算出し、４．１で確認した立地特性を

コントロールした上で、距離の重要性を導出する。そして、企業属性による違いや時代に

よる変化を確認する。 

図表７は、図表４で示した立地を表わす pair-wise の距離分布と共同研究をする組織間の

距離分布を比較している。pair-wise の距離分布に比べて、共同研究組織間の距離分布では、

短い距離において、密度が高く、近くの企業と共同研究する傾向があることが確認された。 

ランダムに共同研究先を選んだ場合、共同研究組織間の距離分布は pair-wise の距離分布

に近い値となる。ランダム抽出を 1000 回行った統計的有意性の検定においても、共同研究

が近くで行われる傾向が確認されている。また、ランダム抽出からの乖離により、集積の

距離の範囲を測定すると 30ｋｍ程度であることが確認された。この距離は、企業の集積に

おける距離の範囲に近い値となっており、共同研究活動による「知識波及」と企業の集積

の間に深い関係があることを示唆している。 

次に、pair-wise の距離分布と共同研究組織間の距離分布の比率により、距離の重要性を

評価する。図表８は、図表５と図表６のように、距離は対数で表わしている。図表の比率

は、pair-wise の距離分布に対する共同研究組織間の距離分布の比率である。比率が１より

大きいほど、その距離において共同研究が行われやすいことを意味する。図表より、組織

間距離が 20ｋｍ以内では、ランダムに比べて３倍弱の確率で共同研究する傾向があること

が分かる。また、組織間距離が短いほど、共同研究を行う傾向が強いことが確認された。
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共同研究において距離が重要であることを示唆している。 

 

 

図表７ pair-wise の距離分布と共同研究組織間の距離分布 

（出所）筆者作成 

 

 

図表８ 共同研究における距離の重要性 

（出所）筆者作成 
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次に、距離の重要性が時代とともにどのように変化したのかを確認する。図表９では、

観測期間を 1986 年～1990 年、1991 年～1995 年、1996 年～2000 年、2001 年～2005 年

の 4 つの期間に分割して、時代による変化を観測した。１番距離の短い範囲（20ｋｍ以内）

に注目すると、1990 年までに比べ、1990 年以降では、距離の重要性が僅かに大きくなった

ことが確認された。そして、1990 年以降は、大きな変化は観測されていない。情報技術の

進展とともに、距離の重要性が減少したと考えられていたが、組織間の共同研究において

は、距離の重要性は減少していないことが確認された。 

図表１０は、同じ企業に属する組織間と異なる企業に属する組織間の共同研究における

距離の重要性を比較している。同じ企業に属する組織間の方が距離の重要性が低いことが

確認された。属する企業の規模による効果をみるために、属する企業が大きい組織のみに

限定して、異なる企業に属する組織間の距離の重要性（「複」－「複」）に比べても、同じ

企業に属する組織間において、距離の重要性は率いことが分かる。 

後に、組織の属性による距離の重要性の違いを確認する。属する企業の規模が小さい

組織の間（「単」－「単」）の共同研究において、距離の重要性が も高くなることが観測

された。そして、属する企業の規模が大きい組織が関わるほど（「単」－「複」、「複」－「複」）、

距離の重要性は小さくなる傾向があることが確認された。 

 

 

図表９ 距離の重要性の変化 

（出所）筆者作成 
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図表１０ 距離の重要性の組織間関係による比較 

（出所）筆者作成 

 

 

図表１１ 距離の重要性の組織属性による比較 

（出所）筆者作成 
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５．まとめと考察 

 

本稿は、「知識波及」における地理的近接性の重要性を数値的に捉えるため、特許データ

の発明者住所情報を用いて、共同研究する組織間の距離を測定した。まず、組織の立地の

特性を分析し、立地の特性をコントロールした上で、組織間の距離が共同研究先の選択に

どのように関係するのか、距離の重要性を議論した。 

分析の結果、共同研究における距離の重要性は、時代とともに大きく変化してないこと

が確認された。情報技術が普及しても、face to face のコミュニケーションが重要であり、

近くに立地することが大切であると考えられる。 

また、共同研究の距離の範囲は狭く、30ｋｍ程度であることが確認された。既存研究で

は、特許の引用関係を用いて「知識波及」が測定され、特許引用の距離範囲は非常に広い

ことが確認されている。企業の集積の距離の範囲は 30ｋｍ程度であることが知られており、

企業の集積と関係が深いのは、共同研究などによる「暗黙知の波及」であると考えられる。

従来型のクラスター政策の観点は、依然として有効であると考えられる。 

また、同じ企業内の組織間における距離の重要性は小さく、また、規模の大きい企業に

属する組織が関わると距離の重要性が小さくなることが確認されている。組織間の距離の

重要性は、共同研究を継続させる時でなく、共同研究を開始する時点において、生じると

考えられる。集積のメリットを代替する政策やサービスとして有効なのは、組織間の共同

研究のマッチングを推進させることにあると示唆される。 

距離の重要性の起源の識別については、さらなる分析が求められる。前述の距離の重要

性が共同研究を継続させる時に生じるのか、共同研究を開始する時に生じるのかについて、

組織間や組織の属性から推測するのでなく、ダイナミックな解析をすることにより直接的

に検証を行うことが重要である。新規の共同研究と継続の共同研究における距離の重要性

の違いを分析することにより、距離の重要性の起源の識別が可能となる。 

さらに、共同研究が有効であったのか、生産性への影響について、組織間の関係（組織

間の距離、取引の有無など）や組織の属性（業種、企業年齢）による違いを分析し、より

よい共同研究の在り方を考察することが重要であり、企業の研究開発戦略に活かすことが

可能である。 

これらの問題意識のもと、データベースの改善と拡張が求められる。現在の分析では、

出願人を企業と識別するため、事業所単位での出願を識別出来ていない。また、組織抽出

のアルゴリズムでは、出願人に属する組織のみが発明者情報から抽出されている。これの

問題は、事業所統計のデータとマージすることにより克服することが可能である。また、

組織の属する企業の属性については、帝国データバンクのデータとマージして、データの

拡張をすることが今後の課題である。 
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