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2013年７月30日に、日本立地センター立地総合
研究所関東地域政策研究センター主催で、「首都
圏地域におけるクラスターの競争力と都市戦略－
東京・北京・ソウルの比較－」と題した国際シン
ポジウムが、開催された。北京大学の李国平教授、
元韓国国土研究院長の朴良浩博士、慶應義塾大学
の大西隆教授から、それぞれ北京、ソウル、東京
の首都圏地域の現状と課題について報告がなされ、
これら３地域の比較についての東京大学松原宏教
授による報告の後、パネルディスカッションが行
われた。シンポジウムに先立ち、7月29日には、「首
都圏地域におけるクラスターの競争力に関する研
究会」が開催され、東京大学松原宏教授、北京師
範大学の朱华晟准教授、ソウル国立大学の具良美
助教授による報告と討論が行われた。

以下では、本シンポジウムの意義と課題、各報
告者の報告内容とパネルディスカッションの内容
について、それぞれ概要を示すことにする。

首都圏地域の国際比較の意義と課題
　　　　　　　　　　　松原　宏

　　　　　　　　　　　東京大学大学院教授
グローバル競争の地理的単位として、「グロー

バル・シティ・リージョン」や「メガ・リージョ
ン」といった広域的な都市地域に、焦点が当てら
れることが多くなってきた。とりわけ、本社と研
究開発拠点、中核工場との近接性が、イノベーショ
ンや新製品投入のスピードにおいて重要だとされ
るなかで、首都圏地域の国際競争力が問われてき
ている。本シンポジウムでは、東京、北京、ソウ
ルといった東アジアの３つの首都圏地域を取り上
げ、それぞれの地域の現状と課題を明らかにし、
相互比較を通じて、共通する政策的課題を考えて
いきたい。

とはいえ、都市地域の国際比較は容易ではない。
対象地域把握の不統一、入手可能なデータの限界
といった技術的な問題もあるが、「何を目的とし
て、どういう比較を行うか」といった「比較自体
の難しさ」を考慮する必要がある。都市地域の競
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争力をどう捉えるかも難しい問題である。OECD
が2006年に出した『グローバル経済における都市
の競争力』では、一人当りGDPや雇用水準等の
経済的指標だけではなく、経済的多様性や生活の
質、高度人材、アクセスの良さ、イノベーション、
ガバナンスなど、多様な観点から捉えることが重
要だと指摘している。私自身は、それらに加えて、
都市の「問題解決能力」が重要なポイントになる
と考えている。

昨日の「首都圏地域におけるクラスターの競争
力に関する研究会」では、東京、北京、ソウルに
おけるクラスターの共通点と相違点が明らかに
なった。広域関東圏では多様な産業集積があるが、
集積間のネットワークを形成し、「広域的な複合
集積」をめざすことが重要といえる。

一人当たりGDP、国際航空旅客数の推移、国
際貨物取り扱い量の推移などをみると、ソウル、
北京の伸びの大きさがみてとれる。

今後の課題としては、第１に各首都圏地域での
国際競争力の強化、第２に東アジア３首都圏地域
間での協力関係の推進、第３にグローバルな集積
間ネットワークの形成があげられる。国をまたぐ
クラスター間連携による人材交流と未来志向型イ
ノベーションにつなげるような集積間ネットワー
クが求められている。

中国首都圏－空間区分と計画－
李　国平

北京大学教授
北京と天津を中心とした首都圏は、長江デルタ

都市圏、珠江デルタ都市圏とともに中国沿海部に
ある３大都市圏の１つであり、経済的機能だけで
なく、政治的、文化的機能も果たしている。

首都圏地域の捉え方であるが、その空間範囲に
含まれる自治体数によって、最も狭い「２＋５」
から最も大きい「２＋11」まで、４通りが提示さ
れてきた（４通りとも、「２」は北京と天津を指す）。

これに対して、私たちは都市間の「距離」や「つ
ながり」、そして首都圏にインフラを供給してい
る地域まで含めるか否か、といった基準に基づき、

「核心圏」「緊密圏」「合作圏」の３つを考えた。
「核心圏」は北京と隣接する16区県から成り、

通勤やレジャーなどで北京との間で大勢の人々の
行き来があるゾーンである。これに対し「緊密圏」
は、北京と、北京にはない港湾機能を持つ天津の
２大都市を核とし、水資源供給地である承徳、張
家口など７都市を加えたゾーンで、先ほどの「２
＋７」の定義とも合致するゾーンである。また「合
作圏」は、エネルギー供給地まで含めた範囲で、
山西省や内モンゴルの一部にまで及んでいる。
「２＋７」で定義された首都圏の産業の現状を

見ると、鉱業の中心は唐山と天津、製造業の中心
は北京、唐山、滄州にある。サービス業や科学技

図表２　「多極、ネットワーク空間構造」の構想と首都圈従業者人口分布のホットスポット分析

データ：2008年中国経済センサスの中、首都圈各産業部門の従業者データ
目　的：各産業機能の就業中心地を識別
方　法：�ArcGISのGetis-Ord�Gi統計量を使用し、域内従業者数の分布に対

し、ホットスポット分析を行う
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術・ITは北京に１極集中しているのに対し、運
輸は北京、天津の２極、公共サービスは北京及び
周辺部、次いで天津が中心になっている。

これからの計画であるが、私たちは４つの発展
地域を考えている。①北京、天津を中心とした「イ
ノベーション発展区」。ここでは各種サービス業、
ハイテク産業、本社機能などが主である。②天津、
泰皇島、唐山、滄州などの「臨海臨港型発展区」。
③保定などの「南部現代産業発展区」。近代的製
造業や農業が中心である。④張家口、承徳の「北
部生態涵養発展区」。産業だけでなく、北京の生
態・環境保護に重要な役割を果たす「生態発展区」
でもある。

また、「発展軸」に沿った計画も立てられている。
まず、主軸は「北京―天津―唐山」。すでに北京
―天津間には130kmを30分ほどで結ぶ旅客専用線
ができている。次の発展軸は「北京―唐山―泰皇
島」。この軸に沿って北京の首都鋼鉄が唐山に移
転するなど製造業再編の動きが出ており、北京か
ら泰皇島を結ぶ高速鉄道は２～３年以内に完成予
定である。また、「北京―保定」発展軸では北京
の製造業が多数保定に移転しており、北京から保
定までを35分で結ぶ高速鉄道がもうすぐ完成予定
である。

以上のように、交通網の整備により北京と周辺
地域を一体化する政策だけでなく、一体的な電力、
水資源、都市資源等の開発も重要な政策的課題に
なっている。

現時点では同じ首都圏でも北京は先進地域だが、
隣接する河北省は発展途上地区である。北京の技
術や先端的産業部門がそれら隣接地域にスピル・
オーバーして波及効果を与えていくことが重要で
ある。それに加えて、北京、天津、河北省がバリュー
チェーンに基づいて分業を形成していくこと、北
京の高水準の教育や高度医療についても周辺地域
の発展に寄与していくことを私たちは望んでいる。
そのためには「情報交換」「市場開発」「要素流動」

「イノベーション」「生活保障、医療、衛生」など
の各面で、地域的な協力メカニズムの構築が重要
である。

韓国の首都圏の空間変化と政策
朴　良浩

　　　　　　　　　　　元・韓国国土研究院長
韓国の国土政策の基調は、憲法と国土基本法に

根拠があり、国土基本法の３原則は「国土の均衡
ある発展」「競争力ある国土与件の造成」「環境調
和的国土管理」である。

1960年代以降、急速に産業化と都市化が進み、
首都圏の過密化が著しくなったことから、1972年
には国土基本法に基づく国土総合計画（第一次）
がスタートし、東南海岸産業ベルトとして、蔚山、
浦項、馬山の産業都市が作られた。これらは韓国
の産業発展だけでなく、首都圏の過密防止にもつ
ながった。

さらに、1982年に首都圏整備計画法が制定され、
「圏域別の行為制限」「過密負担金の賦課と総量規
制」などにより、強力に首都圏への集中規制と地
方都市と農村への産業促進が進められた。これに
伴い、地方に多くの産業団地が開発されるととも
に、世宗特別自治市を始めとする11都市への公共
機関移転が進められている。それら都市は国土な
らびにその地域を革新し、イノベーションを創造
するという意味から「革新都市」と名付けられた。
公共機関を１都市あたり10前後移転し、産業・大
学・自治体間のシナジー効果によりクラスターを
作る意図がある。

東京の公共機関移転が、首都圏内での移転（つ
くばなど）だったのに対し、韓国では首都圏外へ
の移転である（世宗市はソウルから120kmほど南
方にある）。韓国で新都市開発を担当している韓
国都市住宅公社は慶南晋州革新都市に移転し、韓
国電力公社も光州・全南共同革新都市に移転する。

このような政策と事業が首都圏の人口と空間構
造に変化をもたらしており、2011年には首都圏の
人口は初めて転出人口が転入人口を上回り、純流
出現象が生じた。

ただし、産業従事者数で見ると、ソウルの製造
業従事者数は減少しているものの、サービス業従
事者数の伸びにより、全体としてソウルの産業従
事者数は増加している。特にソウル中心部では知
識基盤サービス業従事者が増加し、ソウル郊外で
は知識基盤製造業が発展している。ソウル中心部
にはすでに金融、保険、放送や映像、アニメ、
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ITサービス、ゲームなど多様なクラスターが存
在し、郊外にはIT、研究開発など新たなクラス
ターの造成も行われている。また、住宅の安い京
畿道からソウルに通う人も増えている。

最後に、首都圏政策の今後の課題を示す。まず、
新しく登場する広域首都圏システムに対応するこ
と。現在の首都圏地域が半径20km圏まで大きく
拡大することになっているが、それに連携した産
業政策と交通網拡充が必要である。

首都圏地域の量的な成長よりも質的な成長が重
要になり、スマート成長と都市再生の強化が必要
である。特に住宅政策と生活交通政策の連携が重
要になる。

また、首都圏の新しいクラスターの造成ととも
に、未来の「スーパー京畿湾構想」があるが、そ
の地域は仁川の近くで、中国にも近いことから計
画が進められている。さらに、広域急行鉄道計画

（GTXという名を提案）が完成すれば、首都圏北
部からソウル中心部がわずか10分で結ばれる（現
行45分）。

首都圏地域は、各国のこれからの発展のために
重要な地域であり、今回のシンポジウムは大変重
要な意味を持つと思う。

首都圏地域における都市戦略
―東京からの報告－

大西　隆
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授、

日本学術会議会長
本日午前から北京、ソウルの報告があり、私か

らは東京からの報告をさせていただく。
最初に、北京、ソウル、東京の各首都圏が世界

の都市ランキングの中でどう評価されているか見
てみたい。３つのランキングで、順位の違いはあ
るが東京、北京、ソウルが世界の都市の中で重要
な都市として評価されている。

さて、本題である日本の首都圏についてお話し
したい。まず、一般には「東京圏」というと東京、
神奈川、埼玉、千葉の１都３県を指し、「首都圏」
はその外側の山梨、群馬、栃木、茨城を含めた１
都７県を指す。東京圏の人口は3300万人、首都圏
は4400万人であり、どちらの数字でも世界で最も
大きい都市圏である。

この巨大な都市圏がどのように形成されたかを、
東京圏・名古屋圏・大阪圏の1960年代以降の人口
転入（出）超過数のグラフで見ると、当初は３都
市圏とも転入超過であったが、1970年代になると
大阪、名古屋は転出超過になった。東京は70年代
でも転入増加にとどまり、1980年代以降は東京だ
けが増加、すなわち１極集中が始まった。

およそ10年ごとに策定されてきた全国総合開発
計画には「大都市圏の膨張抑制」「地方分散の積
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極的な展開」「首都機能移転」など１極集中を避
ける施策が盛り込まれ、「地方分散・・」の観点
から制定された工業等制限法により東京23区とそ
の周辺での工場の新増設や大学の教室新設が制限
された。同法の制限内容は1972年までは強化され、
その後は緩和されたが、首都圏の制限区域におけ
る製造業事業所数シェアは右肩下がりに下がり続
け、法の効果は確かにあったと言える。

その後、工場だけでなく、オフィスについても
業務核都市を含む副都心政策により、東京の中心
部に集まっているオフィス機能の分散政策が行わ
れた。

しかしながら、基本計画が想定した人口と実績
を比較すると、第三次計画（1976年策定）を除き、
すべて計画人口を上回る人口増加がみられた。製
造業事業所数への効果はみられたが、人口抑制効
果はなかったと言える。（「工業等制限法」は2002
年に廃止）

そして、首都圏基本計画に関する法律も変わり、
2009年からは「首都圏広域地方計画」が策定され
ているが、そこでは「世界・東アジアのリーディ
ング圏域としての役割」「日本の首都としての役
割」「首都圏域の人々が暮らし、働く場としての
役割」というように、積極的に首都圏の役割を評
価するようになった。

現実の動きも、例えば東京都心の中央区では長
らく人口減傾向が続いたが、1995年からは反転し

て人口が増えている。つまり、都心に職
場、人が戻ってきている。

小泉内閣時代には都市再生本部を作っ
て都市再生計画が作られ、建物の容積率
緩和など規制緩和型政策がとられた。

さらに民主党政権時代には国際戦略総
合特区が登場し、指定された全国７か所
のうち首都圏が３か所を占めた。

東京から工場や大学を追い出して１極
集中を抑制する政策から、特区を制定し
て首都圏の成長エンジンとしての役割を
高める政策への転換の背景には、アジア
の成長が著しい中でそれに互していくに
は日本で一番競争力のある地域（首都圏）
への期待が大きかったということだと思
う。それと、少子高齢化で首都圏の人口

も将来は急速な減少が予測されており、以前心配
された過密化問題もいずれ解消することも背景に
あると思う。

そうした中でライフ、エネルギー、インフラ、
ICTの分野などが首都圏の役割として期待され、

（とりわけ東京や神奈川の国際戦略特区）、そして
成田空港、羽田空港、東京港、京葉港などが国際
活動の窓口となり新たな首都圏像ができつつある。
そして日本のウィークポイントである人的交流の
弱さなどの課題を克服して、各国の有為な人材が
集まって研究活動やビジネス活動をする世界都市
になることを期待したい。

パネルディスカッション
	 李　国平・北京大学教授
	 朱　华晟・北京師範大学准教授
	 朴　良浩・元韓国国土研究院長
	 具　良美・ソウル国立大学助教授
	 松原　宏・東京大学大学院教授（兼・司会）
松原　これからのパネルディスカッションは、ま
ず、３首都圏地域の国際競争力とクラスター政策
を軸とした経済的側面から検討したい。次に、本
日報告いただいた空間構造や都市構造の側面から
３首都圏の比較や共通の課題を取り上げ、最後に
首都圏地域の今後のあり方について考えることに
したい。

最初に、昨日の研究会で報告いただいた北京師

図表４　製造業事業所数のシェアの推移（制限区域内外）

（注）従業員４人以上の事業所が対象
東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
関西圏：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
東京圏制限区域：東京都区部、武蔵野市、三鷹市、川口市、横浜市、川崎市の全区域
近畿圏制限区域：大阪市、京都市、神戸市、守口市、東大阪市、堺市、尼崎市

出典：国土交通省資料



産業立地　2014年１月号

52

範大学の朱先生、ソウル国立大学の具先生から、
クラスター政策と国際競争力についての考えをお
聞かせいただきたい。
朱　私は中国各地の産業クラスターの研究をして
きたが、クラスターと地域の競争力に関して２つ
のタイプがあることを指摘したい。１つは内発的
なクラスターで、衣類など従来からの軽工業、中
小企業が高い専門性を持ち、ネットワークを構築
して高い輸出競争力を持つ浙江省のケースなどで
ある。もう１つは、広東省東莞市のように、外資
導入で成長したケースで、海外から進出した工場
がクラスターを形成したものである。
具　韓国の産業クラスター政策は、広義には産業
政策、地域政策、科学技術政策を結合した形で行
われているが、実際には従来の産業団地をクラス
ター化するという狭義の意味で使われることが多
い。団地内の企業間のネットワークの強化が、政
策の重要な課題になっている。

私は、クラスターのグローバルな競争力を強化
するためには、「個人間」「組織間」「クラスター間」
など、様々なチャンネルのネットワークが何より
重要と考える。次いで、クラスターが多様性を持っ
て自生的に変化していく進化過程が重要である。
３点目は、知識基盤サービス業など、サービス活
動の重要性に注目したい。スマートフォンの生産
者は一般に製造業に分類されるが、実際には研究
開発やソフトウェア、デザインなどサービス活動
の割合が高くかつ重要になっている。
松原　桜美林大学の松尾教授から、「人口流入と
外延的拡大によって発展してきた巨大都市圏に
とって、その先にあるものは何か、アジアの発展
活力をどう取り込むかが１つの鍵になると思うが、
各首都圏は何をすべきか」との質問が出されたが、
どなたかお答えいただきたい。
朴　韓国のインチョン（仁川）空港の一番の目的
は、「北東アジアのハブ空港」になることだった。
世界空港評価で７年連続１位になり、所期の目的
は達成したと思うが、空港に隣接した経済自由特
区の計画は遅れていた。ようやくソンド（松島）
で超高層ビル等の建設が進み出し、外国企業の誘
致が課題になっているが、この特区と空港を一体
的に活用すれば、首都圏地域で重要な役割を果た
すことになると思う。

松原　「先にあるもの」を考える上で、グローバ
ル競争自体が変わってきている点に留意したい。
１つは、デジタル製品のほとんどを生産する東ア
ジアの中での競争と分業が、もう１つはクリエイ
ティブ産業を支える都市の競争力が、問われてき
ていると思う。

ソウルと仁川との関係が指摘されたが、日本で
も羽田や京浜臨海部の位置づけが関わってくる。
北京については、天津の戦略的位置づけが気にな
るところだが。
李　北京と天津の産業構造は全然違う。北京は
サービス業が中心で、東京やソウルと変わらない。
中国北部の海外センターで港湾を持つ天津は、製
造業が中心で、次いで流通業とサービス業が互角
になっている。ただし今後は、サービス業が発展
する可能性がある。
松原　日本立地センターの鷺坂常務から、「最終
製品を作る大企業と関連企業をネットワーク化し、
関連づけたことが、クラスター政策の成功につな
がったのではないか」という質問が出されたが、
クラスター政策がうまくいった事例や要因につい
て、お答えいただきたい。
具　韓国でも、サムソンやLGといった大企業と
関連する企業が集まったクラスターもあるが、
2000年代後半から自立的な発展が難しい中小企業
中心の産業団地を選定してクラスター政策を進め
た。広域的なネットワークを積極的に評価するこ
とをめざしていて、産業団地の発展が地域の発展
にまでづながり、「国土の均衡ある発展」につな
がったので、現政権でも政策は続行されている。
朴　韓国のクラスター政策には、①均衡ある発展、
②先端産業育成、③中小企業育成、④産学官連携
強化といった４つの政策目標があった。

全体的評価は難しいが、何箇所かで成功例が出
ている。１つは京畿道のスウォン（水原）で、サ
ムソン電子の半導体工場を核とする民間主導の
IT産業クラスター、もう１つは忠清北道のオソ
ン（五松）で、医療関係機関や製薬企業の誘致を
進めたバイオクラスターである。
朱　中国では、明確なクラスター支援策は見られ
なかったが、地域産業政策に関連する施策がある。
特定の業種や大企業を重視したり、優秀な人材を
集める工夫をしたり、ベンチャー企業を支援した
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りしている。最近では、政策主導で「技術連盟」
という産学官連携の動きが出ており、イノベー
ションやクリエイティブ産業集積形成にも力を入
れるようになっている。
松原　今後も各国のクラスター政策を比較してい
くことが重要だと思うが、次に都市戦略、空間戦
略の観点から３つの首都圏地域の今後のあり方に
ついて議論をしていきたい。

東京市政調査会の趙氏から、「北京については、
環境問題等から、これ以上の過大化を認めてよい
のか、ソウルや東京については、人口減少社会へ
の移行下で、首都からの分散政策をどう位置づけ
るのか」といった質問が、また国土交通省の岡部
氏から「首都圏地域の空間計画における一体化で
ネックになっている点、今後の見通し」について
質問が出ているが、お答えいただきたい。
李　そういう意見はたくさんあるが、人口抑制策
が取られているにも関わらず、北京の人口が2030
年に3000万人なることは確実である。環境問題解
決のためには産業構造の高度化が必要だし、河北
省や天津が人口増の受け皿になりうるよう、総合
的な都市問題への対応が必要である。行政が分か
れていることが一体的な計画を難しくしていたが、
河北省では「連合都市」として、北京の産業を移
転・誘導する策を積極的に進めるようになってき
た。北京と天津の間でも、高速鉄道により情報交
換が密になり、一体化が地域レベルで進んでいく
と思う。
朴　ソウル特別市の人口は減少傾向を示すものの、
首都圏地域全体では増加が続くために、世宗市へ
の公共機関移転の成果が期待される。
松原　日本では、新しい高次なサービス業が一極
集中しており、人口の集中圧力は弱まったものの、
成長期とは違った性質の集中問題が出ているよう
に思う。最後に、各先生方から首都圏地域の政策
的課題や提言をお伺いしたい。
朱　北京のクラスターは河北省とのつながりが弱
く、孤立している。その解消のためには河北省に
クラスターが形成され、北京と連携していくこと
が課題である。
李　３首都圏地域とも、今後はいかに競争力のあ
る重層的なネットワークを持つ空間構造を構築す
るかが課題と考える。

朴　韓国の首都圏地域の競争力強化のためには、
①世界経済の革新産業であるIT、ナノテク、バ
イオ、エネルギー、コンテンツ産業を育成するこ
と、②インチョンを中心とした経済自由特区を活
発化すること、③ソウル市内の再開発、などが必
要である。
具　これからのクラスター政策や産業政策は、ソ
フトウェア的な、質的な成長が重視されるが、目
に見えないネットワークをどう評価するかが課題
である。
松原　私自身は、①各首都圏地域での国際競争力
の強化、②３首都圏地域間での協力関係の推進、
③グローバルな集積間ネットワークの形成が重要
だと考えている。本日のシンポジウムが、参加い
ただいた皆様にとって、また今後の政策展開に
とって、有意義であれば幸いに存じます。

東京首都圏地域における産業集積の現状と課題
　　　　　　　　　  松原　宏

東京大学大学院教授
本報告では、理論面、政策面、実態面の３つの

観点から、産業集積について検討することにした
い。第１に、マイケル・ポーターのクラスター論
以来、膨大な研究成果が出されたものの、理論的
には混沌状態にあり、新たなアプローチを探求す
ることが重要だと思われる。ここでは３つのアプ
ローチを紹介したい。１つは、首都圏地域のよう
に広域的な圏域に視野を拡げることによって、特
定産業が比較的狭い地域に集積するクラスターと
は異なり、多様な産業が広域な圏域内で複合集積
を形成する、そうした全体的な把握が考えられな
いか、という点である。

２つ目は、そうした多様な産業から成るクラス
ターを「ジェイコブズ型クラスター」として捉え
るとともに、いかなる「多様性」が重要となるか
について、検討することである。何でも多様であ
ればよいということではなく、欧米での「related 
variety」（関係的多様性）の議論を踏まえて、ど
のような関係性を持った多様な産業をネットワー
クしていくか、「集積間ネットワーク」の捉え方
を考えてみたい。

３つ目は、進化経済地理学の議論を踏まえ、
企業と地域の慣性や共進化、産業集積地域の経
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路依存（path dependency）や転換を考えていく
ことである。クラスターの進化については、従来
のライフサイクルモデルに代わり、多様な経路を
描いたマーチン・サンリィのモデルが提示されて
いる。日本の産業集積地域については既存研究の
蓄積が多くあるので、進化経済地理学の理論と日
本の実態分析とを対照させていきたい。

理論面に続く第２の課題は、クラスター政策に
関わる話である。日本では、民主党政権のもとで

「知的クラスター計画」が廃止、「産業クラスター
計画」にも国の予算がつかなくなるなど、混迷し
ている。現在、新政権の下で「クラスターの再定
義」が進められているが、その内容が注目される。
そのためには、これまでの日本におけるクラス
ター政策の検証が大きな意味を持つが、この点に
ついての詳細は、拙著『日本のクラスター政策と
地域イノベーション』」等）をご覧いただきたい。

第３の課題は、首都圏における産業集積の実態
把握である。その際、個別の産業集積地域を問題
にするのではなく、広域関東圏の全体的把握に注
力することにした。報告では、工業統計メッシュ
の分析結果と広域市町村圏の分析結果の２種類を

提示した。メッシュ分析を通じて、広域関東圏の
集積地域を摘出し、全体的に俯瞰する試みを示し
たが、東京の城南、城東、城北の集積地域、両毛
や日立、甲府盆地、諏訪・岡谷、浜松、燕・三条
などで、事業所密度が高くなっていることがわ
かった。工業出荷額等の増減も地図化したが、こ
うした変化の要因分析を進めていくことが課題で
ある。

次に、複数市町村からなる広域市町村圏を分析
単位に、業種特性の類似する地域をクラスター分
析により類型化する試みを提示した。広域関東圏
では、電気機械と輸送用機械、食品製造業が多く
見られるが、これらをもとにクラスター間連携を
考えていくことが重要であろう。

最後に、東京都区部における新しい文化産業の
動態を検討した。区別のサービス業従事者の推移
をみると、千代田区や新宿区で横ばいであったの
に対し、港区や渋谷区では2000年代以降も増加し
ている。これには、IT関連サービスの伸びとと
もに、映像コンテンツや音声コンテンツなど、新
興文化産業の集積が関係していることがわかった。

首都圏地域の集積政策の課題としては、個々の
産業集積地域の進化過程を踏まえつつ競争力を強
化していくこと、多様性の効果をねらった集積間
ネットワークを構築していくこと、広域圏域の複
合集積を支える高速交通体系などの基盤整備が必
要である。

北京首都圏産業クラスターと空間分布
朱　华晟

　北京師範大学准教授
今日は主に北京の産業クラスターについてお話

したい。中国のクラスター研究者によるクラス
ターの定義手法は２つある。１つは経験主義であ
り、ポーターが行ったように、特定の製品、産業
に基づくクラスター、例えば「繊維産業クラス
ター」などと定義するものである。

２つ目は統計的、計量的分析によりクラスター
を定義する手法で、それによれば北京には14のク
ラスターが存在する。それらすべてのクラスター
にそれぞれ中核的な産業部門が存在し、その周り
に多くの関連産業がネットワーク状に存在してい
る。ただ、北京の場合、産業間のネットワークの図表５　クラスター分析による広域市町村圏の類型化

出所：2009年経済センサスより作成
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密度がそれほど高くない。さらに、企業間ネット
ワークはさらに不十分な状態がかなり以前から続
いている。こうした現状認識の下、さまざまな政
策誘導をはかろうとしたが、北京の産業クラス
ターの現状と政府が求める産業クラスターには
ギャップがある。

次に、北京市における産業部門構成の変化を見
ると、製造業のウェイトは年々下がり、サービス
業のウェイトが向上している。

製造業は全産業の中でウェイトが下がったもの
の、デジタル情報産業、自動車産業、バイオ・製
薬産業に関してはまだ高い集積度が見られる。か
つ、製薬や輸送用機械製造（汽車製造等）などは
この数年間著しく増加した。これらハイテク製造
業部門は中国の中で高い競争力を持っている。

次に、サービス業では、金融サービス、情報サー
ビス、流通サービスが高い割合を占め、かつこれ
らを含む生産者サービス業の伸びが著しい。

ところで、北京の産業クラスターの空間構造を
みると、産業機能分布は環状になっており、最も
中心にある「首都機能中核区」には金融ビジネス
のクラスターが形成されている。２つ目の環状
ゾーンは「城市機能拡区」と呼ばれる首都機能の
拡張部で、ハイテク企業が中心である。

首都圏内の製造業の多くは３つ目の「都市発展
新区」に集中している。４つ目のゾーンはその外
側で、開発途上で生態系を保護する地域で、ダム
や溜め池などが多く作られている

次に、具体的な産業園区（団地）の事例を見て
みよう。１つ目は都市依存型の亦荘開発区。ここ
にはたくさんの印刷クラスターがあり、新聞社、
雑誌社のある中核区との取引関係が強くなってい
る。

２つ目は園区の間で分業が行われている例で、
バイオ・製薬のクラスターである中関村生命科学
園、大興バイオ製薬基地、北京経済技術開発区の
産業園などである。なお、R&D中心の開発区も
あれば生産中心の開発区もある。なかでも、中関
村科技園区は、産業のバリューチェーン形成に大
きな役割を果たしたと言われ、北京大学、精華大
学、中国科学院はこのエリアにある。　

３つ目は園区の内部で強い結びつきを示すもの
で、ノキアとそのサプライヤーが同じ産業園区に
集積している。

最後に、北京の典型的なクラスターを紹介した
い。１つ目は海淀園で、中国科学院の研究成果が
一部の企業家により事業化されクラスターになっ
たもので、「下からの発展事例」である。これと
は対照的に、亦庄園は北京から遠く（５環地域）、
完全に政府部門により作られ、外資導入をはかっ
て発展させる計画であった。

現在、北京市は中国固有の特徴を活かしながら
世界都市に発展している。中国の産業のレベル
アップや産業構造の変容やグローバルなバリュー
チェーン形成、産業の国際分業などが北京の産業
クラスターに大きな影響を与えていくと考える。

韓国・ソウル首都圏地域における産業クラ
スターの競争力

具　良美
　ソウル国立大学助教授

まず、ソウル首都圏の定義であるが、ソウル特
別市、インチョン（仁川）広域市、京畿道を含め
た地域である。首都圏地域は、面積は全国の12％
に過ぎないが、人口、GDP、製造業、サービス
業などで50％前後を占めている。

首都圏地域をより細かく地域別に見ると、ソウ
ル特別市の製造業従業者数は1986年から2005年に
かけて減少しており、逆に京畿道のウェイトが高
まっている。その代わりにソウル市では、生産者
サービス業の従業者数が増加している。とわいえ、
現在でもソウルには多くの国家産業団地、地方産
業団地が集中しており、韓国の最も重要な工業地
域の１つとなっている。

韓国の産業政策を振り返ると、1960年代は軽工
業中心、70年代は重化学工業中心、80年代以降は

中関村
科技園

◆国内ハイテク部門の
　先導役
◆中国の経済中心地に位置
◆ハイテク製品の消費市場

国内における技術と
製品の基準設定者

製品提供（自社生産
またはOEM）

域内と域外
（海外も含む）
のサプライヤー

域内と域外の
技術サポート

図表６　中関村科技園区産業バリューチェーンの形成
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技術基盤のハイテク産業保護を中心とするもので
あり、同時に産業団地がその主役を担ってきた。
ソウルの産業団地は市全体の生産額の60％を占め
ている。

さて、ポーターのクラスターの概念を基盤とし
て、韓国では90年代中頃からクラスター政策が施
行されている。2005年にはクラスターのパイロッ
ト産業団地として７箇所が選定され、2007年には
計12箇所に拡大し、イミョンバク政権により2010
年には５＋２の広域経済圏へと政策変更された。

それらの中で、一番重要な役割を担っているの
がミニ・クラスターであり、同業種のR&Dの強
化やネットワークの連携強化の政策が行われてい
る。ミニ・クラスターでは５年前と比較してネッ
トワーク活動が活発化し、国家産業団地や７つの
広域経済圏全体の伸びと比べて、 生産、輸出、雇
用の伸びが著しく大きい。

最後に、ソウルの産業団地の中で最も変化が著
しいソウル・デジタル産業団地（SDIC）について、
クラスターのライフ・サイクルの視点から報告し
たい。

SDICは、1960年代に輸出主導政策の代表的な
産業団地として国に指定され、労働集約的な衣料、
縫製産業が主であった。70年代には、従業者数も
輸出額も増加していたが、80年代後半～ 90年代
後半には、労働問題の深刻化や企業の海外移転な
どによって衰退期に入り、従業者数、輸出額とも
に１／３に減少した。

90年代後半以降になると、
SDICはリストラクチャリン
グの段階に入る。韓国全体で
IT産業を中心とした知識基
盤産業部門が発展する中で、
SDICの工場移転跡にアパー
ト型工場が建てられ、その中
にR&Dや知識基盤・ハイテ
ク産業などの中小企業が入居
し、それらが重要な役割を果
たすようになった。産業団地
の名称も昔からのGuroから、
SDICに変えられ、2010年の

従業者数は14万人以上になった。同時にサービス
産業のウェイトが高まり、１社当り従業者数もか
つての300人規模から20人以下まで下がっている。

全国の産業団地の中で、多様性や都市化の観点
から一番有利なところは、首都圏地域だと思う。
同時にクラスター間の連携が重要であり、政策的
にも重要課題となっている。さらには、グローバ
ルな都市地域間の連携、例えば北京、ソウル、東
京の連携も、高い可能性を持つと考えているが、
それについては別の機会に議論したい。
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図表８　ソウルデジタル産業団地（SDIC）の事業所数と従業者数の変化

資料：Koo（2012）

資料：Kooほか（2010）を修正

図表７　ソウル首都圏における産業団地の位置図


