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第1章  序論 

 

１− １．研究の背景 

 

日本経済は、戦後の経済成長期、バブル時代を経て、成熟期に向かおうとしている。本格的

な人口減少社会を迎え、拡大成長路線から規模に見合った社会経済システムの構築が求められ

ている。では、規模に見合った社会システムとはどのようなものなのだろか。その将来像はま

だ不確定な部分が多い。 

このような状況の中、四国を眺めてみると、全国と同様に平成１７年の国勢調査において人

口減少を記録している（＊1）。特に四国の中山間地域（＊2）は、少子高齢化と過疎の進行により、

人口減少が著しく、その割合とスピードは他地域を先取りする状況となっている。また、四国

の地理的特性として、平野や平坦地が少なく可住地率は約 26％で、残りの部分のほとんどは

森林（森林率約 74％）（＊3）で覆われた中山間地域となっている。 

これらの中山間地域に住む人々の多くは、周辺の自然資本を活かした農林業にかかわり、第

1 次産業を担うとともに、手入れが必要な山や森、国土保全の担い手として、それぞれの地で

生業を営んできた。しかし、効率性やスピード、大量生産が基本だったこれまでの市場経済発

展の中で、中山間地域はそのルールの適用が難しい地域となってしまう。その影響は、都会へ

の人口流出による過疎の進行をはじめ、第 1 次産業の不振などさまざまな形となって現れてい

る。 

では、このまま抜本的な解決がなければどうなるのであろう。中山間地域は衰退し、最悪の

場合は集落や地域が消滅してしまう地域も出てくることが予測されている。このことによる損

失は、文化的、経済的側面のみならず、四国地域の大部分を占める自然資本の活用が低下する

ことによる、国土保全機能の低下等、さまざまな面に影響を及ぼす可能性がある。 

今後、四国が持続性を維持しながら、経済的に発展していくためには、中山間地域にある森

林をはじめとする自然資本を持続的に有効活用していくことが必要といえる。その有効活用の

方策として、現在農林産品の加工・販売や工業製品化、観光資源としての活用等様々な利活用

が考えられ、四国各地で実践している。 

しかし、様々な方法やアイディアがあったとしても、実際に収益を得ながら経営として成り

立っている企業体がどれくらいあるのだろう。また、その経営が軌道を軌道にのせ収益をあげ

る秘訣は何なのだろう。本論では、ポーターの競争戦略論を手がかりに、他との競争に打ち勝

ちながら成長している中山間地域の資源の活用に着目した企業を事例としてとりあげ、四国の

中山間地域にある資源を活かし競争に勝ち抜いていくための源泉は何かについて、またその産

業のあり方について、事例分析を通じて検討を行う。 

四国の大部分を占める中山間地域の資源を活用する産業やシステムをいかに作り上げていく

かが、今後四国が生き残っていくための鍵を握ると本論は考えている。 
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１− ２．研究の目的 

 

これまでは、中山間地域が抱える自然資本の有効活用を図るために、そこに住む人々の生

活・生業の場を確保し、安定的な国土保全機能を維持するためのシステム構築が図られてきた。

具体的には、公的資金を媒体とした建設土木関連工事をはじめとする公的サービス業の充実や

農業関係の補助金等の投入があげられる。しかしここにきて国や自治体の財政が大幅に悪化し、

これまでの平等な助成や補助による対策が望めない状況に直面している。今後、四国の中山間

地域においては、財政基盤の弱い自治体や課題解決力の低い自治体を中心に衰退基調に向かう

ことが予想され、中山間地域の大部分を占める自然資本を管理する担い手やシステムまでもが

機能不全に陥ってしまうことが考えられる。 

厳しい状況に置かれた四国の中山間地域は、公的支援の割合が大幅に減少する中、どのよう

な形で自然資本を活かしていくべきであろうか。本論では、競争力の源泉を見極め、最大限活

かす産業あるいは事業体といった核をつくり、その核を基に地域全体の仕組みを再構築させる

ことが、持続性の鍵になると考えている。さらにその源泉が、競争力を持つということは、地

方あるいは日本、世界などのいずれかのレベルで独自性あるいは、競争優位性を発揮するとい

うことである。いずれにしても、その競争力がどのように生かされるかについては、主体が考

える競争戦略に大きく依存している。競争戦略が上手く働くことによって、競争優位を獲得す

ることができれば、地域の様々な面に好影響と循環をもたらすと本論は考える。 

では、具体的に地域が他との競争において競争優位をもたらす源泉は何なのか、また源泉を

生み出すにはどのような方策があるのであろうか。本論では事例を基にその源泉を明らかにし、

地理的にも経済的にも不利な環境に置かれてきた中山間地域を含む、四国の持続的発展に一考

を示すことを目的とする。 
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１− ３．研究の方法 

 

本論では、ポーターの競争戦略論をとりあげ、競争戦略とはどのようなものかを明らかにす

る。その後、情報化社会が産業界にどのような現象をひき起こすかを明らかにし、競争戦略論

に与える影響について考察を行う。更に、競争戦略論の中で提唱されているダイヤモンド理論

から発展したクラスター論がどのようなものか、日本においてはどのような政策が行われ、ど

のような課題を抱えているかについて明らかにする。 

以上の展開をもとに、情報化時代における地域産業活性化モデルを検討する。更に、そのモ

デルの実践に必要な力とはどのようなものかについて、コッターの企業変革力をベースにした

考察を行うとともに、産業の担い手でもある人に着目し、ドラッカーの起業家精神に基づいた

検討を行う。 

第 3 章は、四国の地場産業の現状について統計資料を中心に分析を行う。 

第 4 章は、四国の中山間地域で地場の資源を活かし収益をあげている企業２社を取り上げ、

競争戦略論の立場から事例分析を行う。 

第 5 章は、研究や事例分析から得られた結果をまとめるとともに今後の課題についての提案

を行う。 
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第 2 章 先行研究 

 

２− １． ポーターの競争戦略論 

 

２− １− １．競争戦略論の概要 

 

ここでは、ハーバード大学で教授をされていたマイケル・E・ポーター氏が唱えられた競争

戦略論をベースに取り上げる。 

競争戦略論は、1999 年に出版されたものである。その内容は、競争要因が戦略を決めるこ

とをコンセプトに、戦略とは何か、情報を競争優位につなげる方法、そしてその競争優位を企

業戦略へと活かす方法等について述べられている。更に、その考え方から国の競争優位を示す

ダイヤモンドを提唱しクラスター理論へと発展させるとともに、グローバル企業の競争のあり

方や、米国の投資システムの破綻をベースに資本の損失とは何かについて述べられている。 

その中から本論は、前半の競争要因分析と戦略策定についてとダイアモンドモデルから発展

したクラスター理論の考え方をとりあげ、四国の中山間地域への適応可能性について検討を行

う。 
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２− １− ２．競争とは 

 

ポーターによると、「どの程度の生産性と繁栄が可能になるかは、どのように競争している

かによって決定する（＊4）。」と述べている。つまり、どのような分野でも、企業し事業を行う

場合、�競争�は避けて通れない。戦略策定の本質は競争への対応であることからも（＊5）、ま

ず競争とは何かを理解することから始めなければならない。 

では、具体的な�競争�にはどのようなものがあるのだろうか。ポーターは５つの競争要因

をあげている（＊6）。これらの競争要因を踏まえることから、競争戦略の策定は始まっている。 

中山間地域で起業した企業においても例外ではなく、ほぼ全ての企業が以下に示すような要

素の競争にさらされている。場合によっては、それらの企業は新規参入業者として、既存の業

界へ挑戦しなければならない立場に立たされ、競争業者が誰か分からない状態で競争を展開し

なければならない場合もある。 

ちなみに、ポーターは業者について便宜上「互いに代替可能な製品を作っている社会の集団
（＊7）」と定義づけている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

代替製品・ 

サービスの脅威

競争業者 

 

業者間の敵対関係 

代替品

新規参入の脅威 

買い手の交渉力 売り手の交渉力

新規参入業者

買い手 
供給業者 
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２− １− ３．新規参入における障壁 

 

中山間地域発の企業が競争経済に乗り出し、持続可能な企業として生き残っていこうとする

際、まず直面するのが既存業界の壁である。その壁がどのようなものかについて把握し、戦略

づくりに活かすことができれば不測の壁というリスクを避けることができる。 

では具体的にどのようなものがあるのだろうか。 

ポーターは、新規参入の障壁として主に６項目を挙げている（＊８）。 

 

・・一定期間内の生産絶対量が増えるほど製品の単位あたりのコスト

が低下するという意味。 

・・過去からの宣伝、顧客サービス、製品の差異、または単に第一先行

企業だということが原因で、企業のブランド認知が高く、顧客の忠実度を勝ち得てい

ることをいう。 

・・競争するのに巨額の投資が必要な場合。 

・・ある供給業者の製品から別の業者の製品に変えるとき、

買い手に一時的に発生するコストがある場合。 

・・既存企業によって、その製品のための流通チャンネルが

整然とつくられてしまっていると、新規参入業者は、価格破壊、共同の広告費分担等

の手段によって、自社製品を扱ってくれるように説得しなければならない。 

・・例えば、独占的な製品テクノロジー、原材

料が有利に入手できる。立地にめぐまれている。政府の助成金、習熟またはエクスベ

リエンス曲線。などをさす。 

 

また、これ以外には政府の政策（許認可制度等）や参入に対して予想される報復、参入を抑

える価格などがある。 

第３章では、事例として取り上げた企業において、新規参入の障壁としてどのようなものが

あったのか、またその障壁を克服するためにどのような対応を行ったのかについて分析を試み

た。 
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２− １− ４．戦略とは 

 

戦略とは何なのだろう。ポーターによると、「他社とは異なる活動を伴った、独自の価値あ

るポジションをつくり出すこと（＊9）」と定義づけている。具体的には、何をやって何をやらな

いかという選択を行いながら、他社より先に優位なポジションに付けること、またはその能力

であると言っている(*10)。 

かつての日本企業は、戦略を持たない企業が多いと言われていた。最近は地方の中小企業に

おいても�戦略�の必要性を認識する企業も多くなってきたと言えるが、地方のごく限られた

範囲を対象とした事業者やグループにおいては、まだ明確に�戦略�を意識して事業展開を行

うところは少ないのではないだろうか。しかし、地理的あるいは規模や知名度など様々な点で

不利な立場に置かれていることの多い地方の小さな企業が、競争経済の中で生き抜いていくた

めには、他と同じことをしても勝ち目はない。知恵を使い、発想の転換を図るなどして、独自

性や優位性を担保することが、生き残りのためのより重要なポイントとなってくるのだ。つま

り、不利な状況に置かれている所ほど、戦略が重要な位置をしめ、その成否が事業運営の存続

にかかわってくるということである。 
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１− ３．研究の方法 

 

本論では、ポーターの競争戦略論をとりあげ、競争戦略とはどのようなものかを明らかにす

る。その後、情報化社会が産業界にどのような現象をひき起こすかを明らかにし、競争戦略論

に与える影響について考察を行う。更に、競争戦略論の中で提唱されているダイヤモンド理論

から発展したクラスター論がどのようなものか、日本においてはどのような政策が行われ、ど

のような課題を抱えているかについて明らかにする。 

以上の展開をもとに、情報化時代における地域産業活性化モデルを検討する。更に、そのモ

デルの実践に必要な力とはどのようなものかについて、コッターの企業変革力をベースにした

考察を行うとともに、産業の担い手でもある人に着目し、ドラッカーの起業家精神に基づいた

検討を行う。 

第 3 章は、四国の地場産業の現状について統計資料を中心に分析を行う。 

第 4 章は、四国の中山間地域で地場の資源を活かし収益をあげている企業２社を取り上げ、

競争戦略論の立場から事例分析を行う。 

第 5 章は、研究や事例分析から得られた結果をまとめるとともに今後の課題についての提案

を行う。 
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第 2 章 先行研究 

 

２− １． ポーターの競争戦略論 

 

２− １− １．競争戦略論の概要 

 

ここでは、ハーバード大学で教授をされていたマイケル・E・ポーター氏が唱えられた競争

戦略論をベースに取り上げる。 

競争戦略論は、1999 年に出版されたものである。その内容は、競争要因が戦略を決めるこ

とをコンセプトに、戦略とは何か、情報を競争優位につなげる方法、そしてその競争優位を企

業戦略へと活かす方法等について述べられている。更に、その考え方から国の競争優位を示す

ダイヤモンドを提唱しクラスター理論へと発展させるとともに、グローバル企業の競争のあり

方や、米国の投資システムの破綻をベースに資本の損失とは何かについて述べられている。 

その中から本論は、前半の競争要因分析と戦略策定についてとダイアモンドモデルから発展

したクラスター理論の考え方をとりあげ、四国の中山間地域への適応可能性について検討を行

う。 
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２− １− ２．競争とは 

 

ポーターによると、「どの程度の生産性と繁栄が可能になるかは、どのように競争している

かによって決定する（＊4）。」と述べている。つまり、どのような分野でも、企業し事業を行う

場合、�競争�は避けて通れない。戦略策定の本質は競争への対応であることからも（＊5）、ま

ず競争とは何かを理解することから始めなければならない。 

では、具体的な�競争�にはどのようなものがあるのだろうか。ポーターは５つの競争要因

をあげている（＊6）。これらの競争要因を踏まえることから、競争戦略の策定は始まっている。 

中山間地域で起業した企業においても例外ではなく、ほぼ全ての企業が以下に示すような要

素の競争にさらされている。場合によっては、それらの企業は新規参入業者として、既存の業

界へ挑戦しなければならない立場に立たされ、競争業者が誰か分からない状態で競争を展開し

なければならない場合もある。 

ちなみに、ポーターは業者について便宜上「互いに代替可能な製品を作っている社会の集団
（＊7）」と定義づけている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

代替製品・ 

サービスの脅威

競争業者 

 

業者間の敵対関係 

代替品

新規参入の脅威 

買い手の交渉力 売り手の交渉力

新規参入業者

買い手 
供給業者 
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２− １− ３．新規参入における障壁 

 

中山間地域発の企業が競争経済に乗り出し、持続可能な企業として生き残っていこうとする

際、まず直面するのが既存業界の壁である。その壁がどのようなものかについて把握し、戦略

づくりに活かすことができれば不測の壁というリスクを避けることができる。 

では具体的にどのようなものがあるのだろうか。 

ポーターは、新規参入の障壁として主に６項目を挙げている（＊８）。 

 

・・一定期間内の生産絶対量が増えるほど製品の単位あたりのコスト

が低下するという意味。 

・・過去からの宣伝、顧客サービス、製品の差異、または単に第一先行

企業だということが原因で、企業のブランド認知が高く、顧客の忠実度を勝ち得てい

ることをいう。 

・・競争するのに巨額の投資が必要な場合。 

・・ある供給業者の製品から別の業者の製品に変えるとき、

買い手に一時的に発生するコストがある場合。 

・・既存企業によって、その製品のための流通チャンネルが

整然とつくられてしまっていると、新規参入業者は、価格破壊、共同の広告費分担等

の手段によって、自社製品を扱ってくれるように説得しなければならない。 

・・例えば、独占的な製品テクノロジー、原材

料が有利に入手できる。立地にめぐまれている。政府の助成金、習熟またはエクスベ

リエンス曲線。などをさす。 

 

また、これ以外には政府の政策（許認可制度等）や参入に対して予想される報復、参入を抑

える価格などがある。 

第３章では、事例として取り上げた企業において、新規参入の障壁としてどのようなものが

あったのか、またその障壁を克服するためにどのような対応を行ったのかについて分析を試み

た。 
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２− １− ４．戦略とは 

 

戦略とは何なのだろう。ポーターによると、「他社とは異なる活動を伴った、独自の価値あ

るポジションをつくり出すこと（＊9）」と定義づけている。具体的には、何をやって何をやらな

いかという選択を行いながら、他社より先に優位なポジションに付けること、またはその能力

であると言っている(*10)。 

かつての日本企業は、戦略を持たない企業が多いと言われていた。最近は地方の中小企業に

おいても�戦略�の必要性を認識する企業も多くなってきたと言えるが、地方のごく限られた

範囲を対象とした事業者やグループにおいては、まだ明確に�戦略�を意識して事業展開を行

うところは少ないのではないだろうか。しかし、地理的あるいは規模や知名度など様々な点で

不利な立場に置かれていることの多い地方の小さな企業が、競争経済の中で生き抜いていくた

めには、他と同じことをしても勝ち目はない。知恵を使い、発想の転換を図るなどして、独自

性や優位性を担保することが、生き残りのためのより重要なポイントとなってくるのだ。つま

り、不利な状況に置かれている所ほど、戦略が重要な位置をしめ、その成否が事業運営の存続

にかかわってくるということである。 
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２− １− ５．競争戦略とは 

 

以上の概念をあわせた�競争戦略�とは、「５つの競争要因を踏まえながら、何をやって何

をやらないのかを選択し、他社より早く優位なポジションを獲得すること」であるとまとめる

ことができる。ポーターの定義づけに従うと、競争戦略とは、「競争相手よりもすぐれている

点を生かして、その価値を最大にするような事業を位置づける」こととなる（＊11）。 

では具体的に、競争戦略がどのような要素から構成され、どのような状況において形成され

るか、以下の表にまとめた（＊12）。 

 
 

 

 

目  標
どのように競争するかの定義

収益向上、市場シェア、
社会的責任などの目的

製品ライン

標的市場

セールス

流通

製造労務

資材購入

R＆D

財務と統制

製品ライン

 

 

2  

 

この表から読み取れるのは、競争戦略は全ての経営的要素の総体であり、それぞれの要素が

車輪のように上手くかみ合わさり外的・内的要因に対処しながら、形づくられていくものであ

ることが分かる。 

そして、これらの要素を駆使して行う方法にはどのようなものがあるのだろうか。ポーター

は、３つの基本戦略をあげている（＊13）。 

会社の長所と短所 

戦略実行者たちの

個人的特性 社会からの期待 

業界の好機と脅威

（経済的と技術

内部要因 
外部要因 
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・ ・・効率的な生産設備によるコスト削減を追及し、コスト及び間接

諸経費の管理を厳しく行い、零細顧客との取引を避け、R＆D やサービス、セールスマン、

広告のような面でのコストを最小に切り詰めること。 

・ ・・意図的にライバルとは異なる一連の活動を選び、独自の価値を提供すること（＊14）。 

・ ・・何をやって何をやらないのかのトレードオフを行うこと。ただしつねに達成可能な

全般的市場シェアの大きさという点では制約となる。 

 

更に、この方法をどの次元で実行していくかについて以下のものをあげている（＊15）。 

① 専門度・・製品、顧客層、販売地域を限定している程度 

② ブランド指向度 

③ プッシュ型かプル型か 

④ 流通業者の選択 

⑤ 品質 

⑥ 技術のリーダーシップ 

⑦ 垂直統合 

⑧ コスト面での地位 

⑨ サービス提供度 

⑩ 価格政策 

⑪ 力・・財政力及び営業力 

⑫ 親会社との関係 

⑬ 自国ならびに事業を行っている国の政府との関係 

 

よって競争戦略の策定とは、「どの次元においてどのような方法で競争するかを考え、経営

の歯車の一翼となりその方法を実行しながら、目標を達成していくプロセスを示すこと。」 

とまとめることができる。なお、競争とは他社との関係性があって初めて成り立つものである

ことは、前にも述べたとおりである。よって、それぞれの企業は、５つの競争要因の分析を行

い、自社の長所と短所は何かをおさえておくことが重要であり、それを踏まえたうえでの、戦

略の策定が望まれる。 

また、中山間地域にベースをおく企業においては、�ヒト・モノ・カネ� の経営３要素の

中でもとりわけ、人に関わる資源が限られている。このことが制限要因となる場合が少なくな

い。四国の中山間地域においても、多くの事業が行われてきた。公的資金等が投入され、立派

な施設が次々と建設された時代もあった。しかし、その多くの事業が昨今の財政、経済状況で、

経営難に陥っている。そこに、優秀な人材、あるいは経営が行われていれば、生き残る可能性

は十分にあるのである。現に、事例として取り上げる企業は、この難局を乗り切ることができ

る要素を持っている。3 要素を投入し、いかに戦略を練り上げ、実行していくかが、限られた

資源で勝負しなければならない中山間地域にベースをおく企業においては、より重要となって

くるのだ。 
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２− １− ６．戦略におけるフィット 

 

競争戦略を策定し実行することにより、競争を優位かつできるだけ長く維持していくことが、

企業の存続のために必要であることは言うまでもない。 

戦略とは何をやらないかを選択することだということは、先にも述べたとおりである。しか

し、それはただ何もしないということを選択するのではなく、そこに明確な関連性や意味づけ

が必要だといっている。その概念を説明する上で、ポーターは�フィット�という言葉を用い

ている。この�フィット�の理念は、古典的経営戦略論の中でも論じられているということだ

が、このフィットの重要性について、ポーターは以下のように述べている。 

 

戦略とは、企業としての活動のあいだにフィットを生み出すことである。戦略が成功するか

どうかは、多数のものごとをうまく（少数ではいけない）、しかもそれらを統合できるかどう

かで決まってくる。活動がお互いにフィットしていなければ、明確な戦略もありえないし、競

争優位もまず維持できない（＊16）。 

 

また、種類については排他的ではない３つの項目を挙げている（＊17）。 

①全体的戦略間の基本的一貫性 

②活動がお互いに強めあう場合に生じる 

③取り組みの最適化 

 

上の３項目に共通するのは、個々のつなぎあわせから生じる全体が大事だという点である。

企業という組織を考える上では当然のことではあるが、これを体現することは簡単ではない。

それゆえに、企業における活動やシステム全体に�フィット�を生み出すことができれば、競

争優位性を可能にするだけでなく、大幅なコスト削減と差別化の強化につながるのだ（＊18）。 

四国の中山間地域においては、この�フィット�をいかに実現していくかが重要な鍵を握る

と本論では考えている。中山間地域では、限られた資源を駆使した経営が行われているという

ことと、ほとんどの場合、立地や規模の面で不利な条件での競争環境におかれている。つまり、

他と比較して卓越した独自性や優位性を活かしたフィットが実現されなければ、勝負にならな

いのだ。 

そこで第４章では、上に挙げた３項目が対象企業内でどのような形で実現されているかにつ

いて考察し、競争優位性とコスト削減、差別化の強化との関連性をみながら、どのような形で

フィットが実現されているかについて分析を試みた。 
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２− １− ７．情報技術の影響 

 

ポーターが競争戦略論の初版を出版したのは 1999 年である。実に 1990 年代の後半は、IT

技術が急速に普及し始めた時期にあたる。この技術がどのような形で私たちの生活に浸透して

くるのか、その全体像はまだ見えない状況にあった。よって、ポーターの競争戦略論は、情報

技術が浸透する前の時代を前提として論じられたものであるといえる。つまり、競争戦略論を

考える上でも、そのすべてをうのみにするのではなく、情報化が個々の競争戦略にどのような

形で影響しているかについて、まず考えていく必要がある。 

しかし、一方でポーターがこのような流れを全く無視していた訳ではなく、ビクター・ミラ

ーとともに、情報技術が業界構造と競争優位の両方に影響を与えることを予見している。つま

り、今後この競争戦略論が情報技術革命により、どのような影響を受けるかについて考察して

いたのだ。 

まずその前に、ポーターは、個々の企業内での活動を価値活動と呼び、商品を生産販売し収

益を生み出す主要活動とそれを側面からサポートする支援活動に分けている。さらに、その活

動の連鎖によって生み出されるのが利益であり、最終顧客にたどり着くまでの一連の流れを価

値システムと呼び、個々の企業などから構成される価値連鎖の総体によってシステムが成り立

っているとしている（＊19）。以下は、企業活動の流れをまとめたものである。 

・ ・・・企業内での利益創出活動のことをいい、主要活動と支援活動から構成される。 

・ ・・・企業内の価値活動のリンケージによる価値創出システムのことをいう。 

・ ・・・企業の価値連鎖をつなぎ、更にもう一段大きい活動の流れ全体をいう。価値シス

テムは、互いに相互依存性を持ち、それぞれの関係の最適化により、競争優位を生み出す可能性が

ある。 

企 業

インフ

ラ 

 

人的資

源 

管 理

 

テクノ

ロ ジ ー

開 発

 

 

支 

援 

活 

動 

 

調 達
 

     

 

  

社内向け 

ロジステ

ィ ク ス 

オペレー

シ ョ ン

社内向け

ロジステ

ィ ク ス

マーケテ

ィ ン グ

及び販売

サ ー ビ

ス 

 

  

主 要 活 動 利 益 

3  
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4  

そして、これらの一連のシステムに、情報技術が与える影響として、次の三点をあげている
（＊20）。 

 

①業界構造を変え、それに伴い競争のルールを変える。 

②ライバルの能力を上回る新たな手段を与えることで、競争優位をもたらす。 

③企業の既存のオペレーションを母体として、新しいビジネスを生み出す。 

 

つまり、情報技術は価値システムのあらゆる点に浸透し、価値活動のやり方やリンケージの

方法をかえてしまうのだ。 

また情報技術は、地理的に離れた立地間での価値活動の調整を可能とし、ビジネス間の新し

い相互関係を数多く生み出しており、競争できる舞台を拡大させていると述べている（＊21）。

このことは、本論が対象とする地理的不利地域でのビジネスにも、光明をもたらす 1 つのキー

ワードではないだろうか。さらに、経営者が情報革命をチャンスに変えるためには、以下の 5

つのステップが必要であると説明している（＊22）。 

 

①情報化の度合いを評価する。 

②業界構造における情報技術の役割を見極める。 

③情報技術が競争優位を生み出す方法を特定し、ランク付けする。 

④情報技術がどのように新しいビジネスを生み出すのか調査する。 

⑤情報技術を活かすプランを策定する。 

供給業者の価値連鎖 

社内の価値連鎖 

流通チャンネルの価値連鎖 

顧客の価値連鎖 

上流の価値 

社内の価値 

下流の価値 
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２− ２．競争戦略論からの展開 

 

２− ２− １．情報化が与える影響 

 

ポーターは「もはや、情報化はビジネスのすべての部分に浸透している。」とした情報化は、

その当時から比べると驚くほど早いスピードで進行している。これからの新しいビジネスを考

える場合にも、情報化時代の流れを読むことは必要不可欠である。それと同時にポーターの競

争戦略論の考え方に対しても、情報化はどのような影響を与えるのかについて、本論ではその

流れをひも解きながら考察を試みた。 

 

（１）情報化社会とは 

 

まず、そもそもの原点に戻り、情報とは何なのかについて整理をしていくと、まず、

information を情報と訳したのは森鴎外と言われていた（＊23）。しかし、別説もあり小暮裕明

（「そもそも情報とは」Open Design98.06）によると、明治９年（1876）、酒井忠恕訳「仏

国歩兵陣中要務実地演習軌典」に「野戦における敵情偵察などの報知」から２文字をとって

「情報」と略したということだ。 

では、現代における「情報」の定義であるが、「広辞苑」によると、①あることがらについ

てのしらせ、②判断を下したり行動をおこしたりするために必要な種々の媒体を介しての知識、

と記されている。この定義から情報には、受容する側（人または物）の意図にまったく関係が

なく入ってくるものと、客体（人または物）が主体的判断を行うために意図的に受容するもの

の 2 種類が存在することが分かる。 

そのような性格を持つ情報が高度に発揮された情報化社会については、「物質やエネルギー

と同等あるいはそれ以上の重要な資源となり、その価値を中心に社会・経済が発展していく社

会である（＊24）。」という説明がなされている。 

このことから、始めは軍事的な知らせの意味あいとして使われていた情報が、今日に至って

は社会全体に浸透し、物やエネルギーと同等以上の価値を生み出すものへと変化してきたこと

がわかる。当時からすると、情報がこれほどまでに価値を持つようになるなどと、誰が想像で

きただろう。つい数十年前のモノづくり全盛の日本は物質中心主義でであり、その頃からして

も隔世の感があるに違いない。 

しかし、注意しなければならないのは、情報の扱い方である。施行された個人情報保護法は、

手放しで広がってきた情報化時代に１つの楔を打ち込み、モラルやルールが求められる時代に

突入したことを示している。つまり、情報を渡す側も受ける側もそのリスクを認識し、情報の

使用にあたっては、互いの合意が必要とされるようになったのである。今後は、必要な情報に

ついて今までのように簡単に入手ができなくなり、情報をたくさん持つためにはそれなりのポ

リシーを持ち、漏洩等の危険性に対するリスクも背負わなければならなくなる。 
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（２）情報化社会におけるキーワード 

 

２１世紀を演出する IT・情報革命は、私たちの想像を超えるスピードで進んでいる。この

ような状況の中、情報化時代が何をもたらしたかについての研究も盛んに行われている。 

ハワード･ラインゴールド「スマートモブズ」の中でも、そのキーワードが示されている。 

時代はこれまでの基軸とは、違う方向に進んでいる。よって今後は、時代の変化を先読みし、

その変化から利益を得る方法を見つけたビジネスにのみ繁栄がもたらされるということである。

その一方で、時代に合わないビジネスは、廃れてしまう可能性もでてきている。 

そして、その鍵となる技術革新は、Linux の開発に代表されるように、既存の産業界のリー

ダーからではなく、その周辺や秘密プロジェクト、スタートアップ企業、さらにアマチュアの

集まりから、もたらされる可能性がある（＊25）。とりわけアマチュアの集まりが今後のキーワ

ードになると述べている。 

このことは、ポーターのいう「情報技術が与える３つの影響」をまさに具現化する内容であ

るといえる。（＊26） 

 

・業界の構造を変え、それに伴い競争のルールを変える。⇒アマチュアの参入により業界内の

競争ルールが変わってしまうという事実 

・ライバルの能力を上回る新たな手段を与えることで、競争優位をもたらす。⇒アマチュアの

出現により、今までとは違った新しい考え方や手段が流入し、そのノウハウを上手く取り

入れた Linux が、競争優位を獲得してしまう。 

・企業の既存のオペレーションを母体として、新しいビジネスを生み出す。⇒これまでとは違

ったプロジェクトや、スタートアップ企業が新しいやり方でビジネスを生み出してしまう。 

 

また、なぜアマチュアの集まりや大企業以外の所から新しい動きが生じてくるかについては、

１９５０年代、経済学者のマンサー・L・オルソンの実験で説明されている。 

それによると、小グループの方が大グループより自発的協力を得やすく、そのグループ内で

の協力的行動が増加するのは、同じグループによってゲームが繰り返される場合や、参加者間

のコミュニケーションが許されている場合（＊27）。であるという発表を行っている。 

そして Linux に代表されるような技術革新が、想像もつかないような所から起こってきたか

については、以下のような技術的な流れがあったことが考えられる。 

まず一番大きな要因は、１９８０年代に出現したパソコンである。パソコンは、９０年代に

高度化し、ネットワーク接続が可能になったことから、より高度な作業を行えるようになる。 

その後、米国で軍需用に研究開発されたインターネットが民間に開放され、情報化は一気に

加速した（＊28）。 

今後は 2010 年位までに、モバイル・コミュニケーションと結びついた社会的ネットワーク

を形成する（＊29）と言われている。 



 17

このような社会をユビキタス社会と呼んでいるが、社会的ネットワークの普及により、地理

的に離れた立地とのバリューネットワークの形成が可能となり、地理的にも不利な中山間地域

が、競争の舞台に対等に立つ可能性も広がってくる。 

ちなみに、このユビキタス社会とは、ラテン語で「普遍的な、どこにでもある」という意味

で、１９９０年頃にゼロックス社パロアルト研究所が提示した概念がもととなっており、日常

生活のいたるところにコンピューターがあり、それらが相互にネットワークで結ばれ便利な機

能を果たしてくれる、豊かな社会を指している（＊30）。 

 

ポーターは、このような情報化の進展をある程度予見した上で、「経営者が情報化をビジネ

スチャンスに変える５つのステップ」を示している。特に情報インフラにおいて依然不利な整

備状況にある中山間地域においては、情報インフラの整備を積極的かつ戦略的に活用していく

礎として参考になると考える（＊31）。その具体的な５項目は以下の通りである 

 

①情報化の度合いを評価する。 

②業界構造における情報技術の役割を見極める。 

③情報技術が競争優位を生み出す方法を特定し、ランク付けする。 

④情報技術がどのように新しいビジネスを生み出すのか調査する。 

⑤情報技術を活かすプランを策定する。 
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２− ２− ２．バリューチェーンの解体と再構築の影響 

 

（１）リッチネスとリーチのトレードオフ 

 

一般に情報が物理的な伝達手段に埋め込まれているかぎり、その経済性は「リッチネス」

（濃度、密度、豊富さ）と「リーチ」（到達範囲）のトレードオフに従う（＊32）というのが従

来までの考え方であった。深くて濃い内容の情報を大容量で送ろうとすれば人数が限定される。

反対に多くの人に情報を届けようとすれば、情報は少ない方が都合よくなる。ちょうど、広告

とダイレクトメールの関係や、アンケートとヒアリングの関係のようなものである。 

しかし、絶対的であるかに見えたそれらの関係は、情報技術の発展により弱まりつつある。

その要因として、インターネットの普及による①接続手段の爆発的な拡大と②共通に情報規格

が採用された点があげられる（＊33）。今やパソコンや携帯を通じて、あらゆる場所から世界の

情報を瞬時にとらえることができ、リアルタイムで世界の人々と電子メールを通じて交信がで

きるようになった。この変化により、情報はモノの経済原理から完全に離れてしまい、瞬時に、

あらゆる形で、安く伝達することが可能となったのである。 

これらの関係を上手く利用し、成功した代表選手ともいえるのが、アマゾン書店やアスクル

である。書店規模と内容、顧客ニーズ等の間でトレードオフを考えながらの既存書店のビジネ

スとは違い、アマゾン書店は、ネットにより不特定多数のアクセス者への書籍の紹介、販売、

流通を、大きな店構えや多くの店員等のインフラを持つことなく、既存の流通や出版社との関

係を構築することによって可能にしている。 

このようなビジネスが出現することにより、卸業者や小売業者と呼ばれるいわゆる中間業者

の存在が必要でなくなり、生産から加工、流通、消費まで一体をなしていたバリューチェーン

にも変化が生じることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
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ネス 
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（２）デコンストラクションの発生 

 

情報の流れとモノの流れが分離し、リーチネスとリーチのトレードオフが解消されることに

より、従来の事業構造が崩壊する事例や、新しい事業構造が再構築される事例が出てきた。こ

れをボストンコンサルティンググループは「デコンストラクション」と呼んでいる（＊35）。で

は、このデコンストラクションをバリューチェーンの観点から考えた場合、以下の図のような

イメージで表すことができる。この図は、これまで垂直統合でつながっていたチェーンから離

れ、別の組み合わせとなって機能し始めるイメージを表したものである。事例としては、航空

業界で言えばスカイマークエアラインの例があてはまる。 

スカイマークエアラインは、全日空や日本航空のようにこれまで航空機の購買から運航、オ

ペレーションや整備までをすべて自社で賄う業態を採らず、マーケティングとセールス、予約

発券に特化し、他の業務はリースや委託で調達するビジネスモデルを採っている。 

6  

 

 

このような変化は、航空業界だけでなく様々な業界で発生している。なぜこのようなことが

起きることとなったのであろう。１つは、情報と物の流れの分離が起こったことがあげられて

いるが、これ以外にも様々な要因が挙げられる。その主なものとして外部環境の変化がある
（＊36）。 

具体的には規制緩和、市場の圧力、アウトソーシングビジネスの拡大である。これまで参入

が不可能であったプレーヤーも規制緩和により参入のチャンスが拡大し、資本市場がオープン

となることにより投機の対象として見られるようになる。そうなると各々の事業は、無駄を省

き効率性を重視する資産活用効率の向上が求められる。更に、アウトソーシングの一般化によ

り、これまですべて企業内部で賄ってきたものが外部化され、そこに新たなビジネス参入のチ

既存の 

バリューチェーン 

デコンストラクシ

ョンされたバリュ

ーチェーン 
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ャンスが生まれてくる。 

これらの流れは、中央だけでなく地方においても徐々に浸透している。四国においても、住

民へのインパクトが大きい県等の役所においても、行政の仕事のアウトソーシングを進めると

いったことが行われており、大規模なデコンストラクションによる新ビジネスのチャンスが、

広がりつつあることが分かる。 

では、今後経営者や起業家としてどのような所に着目していけばいいのだろう。以下に 3 つ

のステップを示している。（＊37） 

 

・ステップ 1・情報の一連の流れの中で妥協を探す。 

自社と取引先、自社と顧客を結ぶバリューチェーンの中で、取引先や顧客の妥協をチ

ェックし、その解決による新たな付加価値づけの可能性について探ることにより、ビジネ

スのネタを探し出すこと。 

・ステップ 2・ハイパー階層化の可能性を探る。 

バリューチェーン全体の流れの中から、誰かと誰か

が直接情報を交換することにより、付加価値が生ま

れる可能性がある部分がハイパー階層化の可能性が

高くなる。たとえば、証券取引はかつて証券会社の

プランナーを通して行われていたが、ネットによる

個人投資家による直接取引きが可能となった例があ

げられる。ちなみにハイパー階層とは、右図のよう

に様々なプレーヤーが同時に複数のプレーヤーと柔

軟に協働を可能にする形態をさし、イントラネット   図 7 ハイパー階層のイメージ 

やウェブネットワークもそうである。 

・ステップ 3・戦略パターンに即したシナリオづくり 

これらのチャンスを活かし、どのような事業モデルが考えられるかのシナリオづくりが必

要である。 
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（３）デコンストラクションが競争に与える影響 

 

ポーターは、競争戦略における競争要因として①既存企業の競合関係、②新規参入の脅威、

③代替製品・サービスの脅威、④買い手の交渉力、⑤売り手の交渉力の５項目を挙げていた。

そして、それぞれについて自社分析を行いそこから競争優位に導くための戦略を策定していく

必要があると述べていた。 

しかし、デコンストラクションは、ポーターが前提としていたバリューチェーンを変貌させ

るものである。そのことから考えると、競争優位の源泉そのものに対する問いかけから始める

必要があるということになる（＊38）。では具体的に、デコンストラクションは、対象事業や産

業の競争優位にどのような影響を与えるのであろうか（＊39）。エバンスらは７つの要因を挙げ

ている。 

 

①バリューチェーンの脱平均化 

これまで、バリューチェーン全体で獲得した競争優位は、バリューチェーンの解体とともに

意味をもたなくなる。バリューチェーンのすべての面において不利な場合でも、いくつかの機

能で優秀であれば他の部分の平凡さを相殺することが以前であれば可能であったが、デコンス

トラクションによりそれは難しくなってしまった。 

 

②競争の激化  

これまでは、マイナス要因が仮にあったとしてもそれをトータルで見ることによって相殺し

ていた。つまりポーターのいうフィットで形成されたバリューチェーン間の競争が主体であっ

たのだ。よって、競争優位から生じる差はつきにくく、多くの企業が共存し繁栄できる状況に

あったということができる。 

しかし、デコンストラクションによって新たに細分化されたビジネスでは、競争は単純化し、

フィットでの勝負ではなく単体での勝負が求められてくる。よって、勝つための手段が少なく

なり、勝者の数も減ってしまう。つまり、共存共栄ではなく勝ち組と負け組みが生じる構造に

なってしまう。 

 

③情報ビジネスがあらたな価値を引きつぐ。 

魅力的ではあるが小規模で、あまり重要でないと考えられていた「情報」ビジネスにも競争

優位が存在し、利益や株主価値が維持される可能性が出てきている。そこでは、これまでとは

違った経済原理、モチベーション、経営スタイル、経営スピード、リスク志向が求められる。

今後の生き残りのためには、新しい戦い方が必要となってくるのだ。 

 

④従来とは違った厳しいルールが適用される。 

これまでの物理的ビジネスにおける競争優位の源泉は、規模の経済、セグメンテーション、
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オペレーション効率といったものに求められていた。しかし、情報ビジネスの場合は、規格設

定の主導権を握ることや、クリティカル・マスの先行取得、特許や著作権、アライアンスの促

進、技術変化に対する迅速な対応、ビジネスの境界を変えることなどが競争優位を決定づけて

くる。 

そしてこのような場合、物理的ビジネスに比べて競争優位の差が大きく、勝ち負けもはっき

りしてしまう場合が多くなる。 

 

⑤物理的ビジネスに新たなチャンスが生まれる。 

たとえば、書店業界のデコンストラクションの引き金となったアマゾン書店は、店舗を１つ

も持たず情報面の競争優位のみでスタートしている。しかし、そのアマゾン書店も、情報面の

みの競争優位では、他の追随を簡単に許してしまう可能性があったため、在庫を拡大し地域別

の流通センターを拡充し、取次ぎ業務の統合を進めている。 

この例は、情報の競争優位を活かしつつ、自社に有利な物理的ビジネスを統合しながら新た

なビジネスモデルを確立していった事例といえる。 

 

⑥卸売・小売・流通各業界で中間業者が消滅する。 

顧客や消費者と供給元が直接結びつくことによって、中間業者である卸や小売業者が排除さ

れるディスインターミディエーションが起こっている。このことにより、かつてない範囲と規

模で多くの既存産業が足元を脅かされている。 

 

⑦窓口となる「ナビゲーター」が登場する。 

デコンストラクションによる選択肢の増加も、限度を超えると戸惑いが生じてしまう。そこ

で、「ナビゲーター（案内役）」企業が必要となってくる。案内の方法は、ソフトウェアやデ

ータベース、第三者的な評価を与える企業、検索エンジンなどがある。また、企業に限らず消

費者や NPO法人等が、その役割を担う場合がある。 

 

以上のことを踏まえ、改めて競争戦略論の競争要因について着目してみると、これまでは

「既存企業の競合関係」がどうであるかについての分析でよかったものが、今後は既存業者の

みならず不特定多数の想像もつかない業者との競合や競争を考えなければならなくなったこと

が一番の変化となる。また、中間業者を介した横並びの同じようなバリューチェーンはなくな

ってしまい、組み合わせやつながりが複雑化した、多様なバリューチェーンのパターンが出現

する。よって目的は同じでも手段が全く違うタイプのプレーヤーとの競争が出現する。 

つまり、競争要因分析１つをとっても既存の考え方だけでなく、もう少し広い範囲での分析

が必要となってくる。その際、どこまでを競争業者と考えるか、供給先や顧客は誰なのか、代

替品とはどのような製品を含めるのか等についての再定義が、その後の競争戦略策定を進める

にあたっての重要な鍵を握ってくる。 
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２− ３．産業クラスターについて 

 

２− ３− １．ポーターのクラスター論 

 

ポーターの競争戦略論の中でもっとも注目されたのは、このダイアモンドモデルである。こ

のモデルは、クラスター理論のベースとなるものであり、日本の産業振興政策に大きな影響を

与えている。四国の中山間地域での産業がどのような形でクラスター形成を見るかは、まだわ

からない。 

しかし、「ある産業に競争力があれば、他にも競争力のある産業を生み出すのに役立ち、相

互に強化しあうプロセスが生じる。つまり、競争力のある産業は国内にばらばらに散らばるの

ではなく、通常垂直的（買い手と売り手）や水平的な関係（顧客、技術、流通チャネルの共通

性）によって互いに連携しあっている。更に、物理的にも散在していることはなく地理的に集

中する傾向がみられる（＊40）。」とあるように、地域産業が競争力を持つことができれば、ク

ラスター的な展開は、理論上では可能となってくる。よって、クラスターがどのようなもので

あるかについて、研究を深めておくことに意味があると本論では考えている。 

具体的に産業集積のための環境は、図 8 のダイアモンドで示すことができる。それぞれの条

件の意味は以下の通りである（＊41）。これらの要因が、企業が誕生し競争を生き抜いていくた

めの環境を決定している。 

ここでのポーターのモデルは、世界経済を軸に国の競争優位をどのようにして導くかを主眼

に展開されているが、その用語をそのままある地方の一地域と国内市場に置き換えも可能であ

ると考える。中山間地域においても、いかにして限られた条件を最大限に活かしながら、以下

にあげた４つの条件を満たす競争優位なダイアモンドをつくりあげていくか、そのような視点

が必要だと本論では考えている。 

 

①要素条件・・熟練労働者やインフラストラクチャーなど、任意の産業で競争するのに必

要な生産要素に関するポジションを示す。 

②需要条件・・その産業の製品やサービスに対する国内市場の需要の性質をしめす。 

③関連産業・支援産業・・国際的な競争力を持つ供給産業とその他の関連産業が国内に存

在するか否かを示す。 

④企業戦略・構造・競合関係・・企業の設立・組織・経営や、国内での競合関係の性質を

左右する国内の条件を示す。 
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8  

ポーターは、以上のようなダイアモンドモデルを構成することにより、クラスターを促すよ

うな環境が作り出されるとしている。この考えがもととなり、産業クラスター論の展開と日本

における産業クラスター政策が行われるにいたるのである。その定義と範囲をまとめると以下

のようになる（＊42）。 

 

 

・特定分野に属し、相互に関連した企業と機関からなる集団である。 

・その集団は地理的に近接している。（その範囲は、一都市のみの小さなものから国全体、隣

接数カ国のネットワークまで様々） 

・クラスターの深度、高度化の程度は様々だが、たいていの場合は、最終製品あるいはサービ

スを生み出す企業、専門的な投入資源・部品・機器・サービスの供給業者、金融機関、関連

産業に属する企業といって要素で構成。 

 

これらの内容だけでは、クラスターは曖昧な概念であるが、これらの概念に付加する内容と

して、クラスターの範囲は、「産業どうし、あるいは各種機関どうしのつながりや補完性のう

ち、競争上最も大きな意味を持つものに着目し、その「スピルオーバー」の強さと、それが生

産性やイノベーションに与える影響によって、最終的な境界が決まってくる。」と述べている
（＊43）。 

企 業 戦 略 

構   造 

競 合 関 係 

 

要 素 条 件 

 

需 要 条 件 

関 連 産 業 

 

支 援 産 業 
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２− ３− ２．経営学の視点からみたクラスター理論 

 

産業の集積（クラスター）化については、マーシャルによっても提唱されている。その古典

的考え方は地理学的な知見がベースにあり、土地、労働力、天然資源、資本といった生産要素

における比較優位と外部経済の概念に基づいている（＊44）。これらの概念を踏まえ、金井はク

ラスターの概念を経営学的に以下のように整理した。 

 

●特定の分野において、相互に関連する企業や機関が、一定の地域に集積（クラスターの

構成と範囲）。 

●集積内でシナジー効果が発揮されている（ネットワーク効果）。 

●集積のなかでは協調関係のみならず競争関係が存在（クラスター内の主体間の関係） 

 

ここでいう一定の地域の範囲については、ポーターとの対話のなかで、１００∼ ２００マイ

ルのフェース・ツー・フェースで交流できる範囲というのが目安であると述べている（＊45）。

このことからも、クラスターの初期の段階では、お互いの顔が見える範囲での交流が重要であ

ることが示唆されている。 

では、具体的にクラスターを形成することによってどのような競争優位性が見出されるかに

ついては、以下のものが考えられる（＊46）。 

 

①クラスターの形成による生産性の向上 

②イノベーションの促進 

③クラスターと新規事業創造 

 

中山間地域でクラスター的な発展を考える場合においては、お互いの顔が見える範囲という

のをどのような形で考えるかが、非常に重要となってくる。ほとんどの中山間地域は過疎と高

齢化、情報インフラ等についても不利な状況に置かれている場合が多い。そしてこれまでの考

え方であれば、その不利は如何ともし難く中山間地域におけるクラスター的な発展は不可能で

あるとの考え方が大勢であった。しかし、情報化の進展がその不利を幾分か解消し、交流の範

囲を広げてくれる可能性が出てきていると本論では考えた。 

また、別の視点から見ると、中山間地域はその地域を維持するために狭い範囲に様々な機能

やインフラを完備してきている。これらの構成要素すべてを共通の目的と目標に向けて戦略的

に投入することができれば、ここで定義しているクラスターと同じような状況を作りだすこと

ができるのではないかと考えている。このことについては、後にあげている上勝町の事例で触

れている。 



 26

 

２− ３− ３．産業クラスター形成にいたる基礎的要因 

 

前項では、クラスターの定義とそのメリットについてまとめた。また、クラスターに必要な

顔が見える範囲の交流がキーワードであること、中山間地域においてもその課題を解決するこ

とができれば、クラスターの可能性が見えてくるという考えにいたった。ではさらにその考え

を深めていくと、クラスター形成にいたる要因は他にもいくつかある。 

IT や輸送網の発達によるグローバル化時代においても、現段階では依然立地の重要性が健

在であり、成長産業や企業による特定地域への集中が見られるのが現状であるが、金井による

と、クラスター形成にはある程度の偶然性が作用することは確かであるが、それ以外にもいく

つかの初期的要因が存在するとして、以下３項目を挙げている（＊47）。 

 

① 地域独自の資源や需要の存在 

 旧来の考え方であれば、地場にある天然資源や土地から収穫される資源が主たるものであっ

た。しかし、知識社会と呼ばれる今日に至っては、土地に付随する資源のみならず、専門的な

技術や知識が大きな位置を占めるようになり、大学や研究機関、専門的技術を持つ労働者の存

在がクラスターの契機となっている。 

また、顧客の高度な要求への対応により、企業のイノベーションが促進される場合もあり、

その知識がマニュアル化されず暗黙知を介して移転される場合は、よりローカルな方向に向か

い地理的に集積する傾向にある。 

中山間地域で考えた場合は、地方大学や研究機関の存在やＵＩＪターン者の経験や知識等が

考えられる。 

 

② 関連・支援産業の存在 

これまでのクラスターで紹介されている事例の中には、全くゼロからのスタートではなく、

地場に存在する既存企業が、産業クラスター形成を牽引している場合が見られる。その事例と

してイタリアのボローニャの包装機械産業の例が有名である。 

中山間地域においても、ＪＡや第３セクター等が関係する農林業関連の企業、あるいは大学、

役場などの公的機関がそのきっかけとなる可能性がある。 

 

③ 地域の革新的企業の存在 

アメリカのシリコンバレーやイタリアのボローニャの例をとっても、地域の革新的企業が核

となってクラスター的な発展を見ている。これらの企業からのスピンオフがきっかけとなって、

クラスター形成が始まり、この核企業がクラスター外からの有用な情報をクラスターに持ち込

み、クラスターの発展に欠かせないゲートキーパー的な役割を果たしているのだ。 

中山間地域で考えた場合、革新的企業が存在することは難しく可能性としては、企業誘致や、

革新的企業からのスピンオフが考えられる。しかし、企業誘致はよほどのメリットがないと中
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山間地域への誘致は難しいことが考えられる。また、後者については、ＵＩＪターンによる獲

得の可能性はあるものの、本体企業との近接性、粘着性をどのような形で確保するかが課題と

なる。 
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２− ３− ４．日本における産業クラスター政策 

 

では、日本における現状はどのようになっているのであろう。経済産業省では、２００１年

より、「世界に通用する新事業が次々展開される産業集積」のかけ声のもと、産業クラスター

計画を推進している。 

この計画は IT、バイオ等の技術革新の中で、地域の中堅・中小企業、企業間、産学、大企

業等と連携して、世界市場を目指した新技術・新商品開発に取り組み生き残りを目指す必要が

あるという認識に立っている。地域に集積する中堅・中小企業、大学等の研究者が活発に交流

し、かつての系列を代替する水平の連携関係を構築して、共同の技術開発、新事業展開等を図

る新たな産業集積（産業クラスター）を形成し、イノベーションを盛んにして産業競争力の強

化を図ることを目指している（＊48）。 

その計画の中心は、日本全国を９つの地域に分け（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、

四国、九州、沖縄）、それぞれの地域の特長をいかしあわせて１９のプロジェクトを推進して

いる。 

四国においては、｢四国テクノブリッジ計画（＊49）｣が進められており、四国各県の工業技術

センターや産業振興センター、大学、自治体による協力のもと、四国全域２６０社を対象にし

た、健康・環境関連産業分野のクラスター事業がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 日本の産業クラスター計画（経済産業省ＨＰより） 
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具体的な支援内容としては、研究会、交流会、セミナー等の開催、ホームページ等による情

報の提供、コーディネーターによる交流促進、専門家による販路開拓支援、経営面へのアドバ

イスの他、補助金や委託金による技術開発支援などが行われている。 

 

また、２００４年からは経済産業省の「新産業創造戦略」に基づき、産業クラスター政策に

加え、中小企業・ベンチャー挑戦支援、中小企業の技術、革新支援、IT 化の推進、知的財産

権対策、産官学によるコンソーシアム、新連携の促進等（＊50）クラスターの前段となりうる中

小企業やベンチャー企業向けの支援を充実させている。 

四国においても、テクノブリッジクラスターの推進だけでなく、前段となりうる中小企業向

けの支援を受け、革新的に取り組む企業が出てきている。しかし、中山間地域ではまだこのよ

うな形で革新的なチャレンジをする企業は少ないのが現状である。 

 

２− ３− ５．日本の産業クラスター政策の課題 

 

日本ではかつて、市町村が独自に産業振興を担い、企業誘致や一村一品運動などを行ってき

た。しかし、これらはクラスターではなくまちづくり振興の一端でしかない。あくまでクラス

ターは、産業に起因するものであると金井は指摘している（＊51）。 

そうはいっても、日本におけるクラスター分布図は、県や地域といった行政単位の枠を超え

ていないのが実状ではないだろうか。その点から言えるのは、政策的に形作られたクラスター

がほとんどで、シリコンバレーやイタリアで発展したような、クラスターの創生には至ってい

ない現状があるのではないかということである。 

あわせて、日本は他の先進国の中では、一極集中が進んでいるといわれている。シリコンバ

レーの成功も様々な機能の分散が進んでいるアメリカだから可能であった面もある。そのため、

地方の自立性が弱い日本においては、自立的なクラスターとしての成長はもともと無理だとい

う意見もある（＊52）。 

また、現段階においては今後の地方分権化によりどれだけ地方が自立するかについて、未知

数かつ不透明な部分が多い。地方における真のクラスター的な発展をめざすのなら、州権制等

の導入により完全な分権と自立が図られなければ難しいのかもしれない。しかし、シリコンバ

レーやイタリアのような形のクラスターではなく、これまでの高度経済成長期から面々と作り

上げられた、日本国内全域に網羅されている高度情報中心網や交通網、インフラを上手く活用

できれば、これまでとは違った形のクラスターを考えることもできるのではないかと考える。

つまり、立地や形にこだわったクラスターではなく、日本の利点を上手く活かしどのような形

でシナジー効果や競争状態を創出し、クラスター的な効果を発揮するかが一番重要であり、そ

の点に着目しすべきでないかと考える。 
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２− ３− ６．バーチャルネットワークの可能性 

 

２− ２− １の項目では、競争戦略論に情報化がどのような影響を与えるかについてふれてき

た。産業クラスターにおいても、これまでの物理的な立地条件や粘着性を視野に入れた地理的

な発展を前提に考えられてきた。しかし、今後の情報化の進展如何によっては、バーチャル空

間でのクラスター的発展も当然考えられる。その可能性はどの程度のものなのかを考えること

は、これまで地理的に不利な条件にあった中山間地域における産業活性化戦略に影響すると、

本論では考え、その実態と見通しについて検討を行った。 

それによると、近未来に実現されるといわれているユビキタス社会を担う技術としては、位

置検知力を持つ無線オーガナイザー、無線ネットワーク、コミュニティ・スーパーコンピュー

ティング等がある。これらを行う集団のすべてにはひとつの共通点があり、人々が、新しい仕

方で、また以前なら集合行為ができなかったような状況下でも、一緒に行動することを可能に

している点である（＊53）。 

つまり言い換えれば、サイバースペースの中に社会的ネットワークが出現することを意味し

ている。このことにより、既存のコミュニティや公共空間、社会地理に対する考え方にも変化

をもたらす可能性が出てきている（＊54）。 

しかし、技術だけがあっても人間が上手く使いこなすことができなければ意味をなさなくな

る。「果たして、直接顔を合わすことがない人々同士のコミュニティは成り立ちうるのか。」

という疑問が湧いてくるが、その答えとして、このコミュニティからは、「社会的ネットワー

ク資本と知識資本と親交が得られる（＊55）。」ことを挙げている。 

そのことは、ゲーム理論のレベル中でも、「完全に非協力的な状況においても、協力戦略は、

互いに協力戦略をとりうる小さなクラスターから進化する。例えどんなにそのクラスターが小

さく、全体に占める割合が少なくても進化しうる。そして、協力者から構成されるクラスター

は、非協力関係にある者たちより優位な立場になりうる（＊56）。」と、その可能性を示唆する

結果が示されている。 

よってこれらのことから、バーチャル空間においても協力者同士の連携を生み出すことがで

きれば、事業やプロジェクトをなすことが可能であることが見えてくる。つまり、これまで立

地的にも不利な状況にあった中山間地域においても、バーチャルな空間を通しての連携を構築

することができれば、これまでとは違った事業展開が可能となってくることを示している。 

更に、この可能性に確信を与えるのが、ウェルマンの「コミュニティはグループの中にでは

なく、ネットワークの中に見出される」という主張だ（＊57）。彼の説明によれば、「グループ

はネットワークの一つの特殊なタイプにすぎない。すなわち、濃密に結合し（ほとんどの人が

直接の結びつきを持っている）、きっちりした境界があり（ほとんどのつながりは、濃密に接

合したクラスターの内部にとどまっている）、多重的な（ほとんどのつながりはたくさんの役

割関係を含んでいる）ネットワークが、グループなのだ。」という風に伝統的な社会的ネット

ワークの分析をサイバースペースにあてはめている。 

今後は、コンピューターネットワークの発展により、これまでのコミュニティの枠からの移
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行がなされるということである。そして、そのことについてラインゴールドは「コミュニテ

ィ」を、社交性、支援、情報、帰属間、および社会的アイデンティティを提供してくれる、対

人的なつながりのネットワークだと定義づけている（＊58）。 

２１世紀におけるコミュニティのあり方の変化は、社会のあり方やビジネスのやり方にも影

響を与える。これらの先進的な技術は、すべて正の方向に働くわけではなく、負の影響も同じ

くらい大きい可能性がある。今後ビジネスを考える上では、情報に関するリスクについても留

意しながら、向き合っていく必要があるといえる。 
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２− ４．情報化時代における地域企業モデル 

 

２− ４− １．問題意識 

 

四国の中山間地域では、これまで様々な産業活性化策がとられてきた。その結果、直販所や

第３セクターが乱立し、そのハード施設を中心とした地域おこしが図られてきた。そしてこれ

らの企業体のほとんどに共通するのは、自治体をはじめする何らかの公的援助を受けて成長し

てきた点である。しかし、これらの公的機関の財政悪化に加え、市町村合併による効率化と施

設の統廃合によって不要な施設やその位置づけが大きく低下する事業体が生じている。そのよ

うな中、一部では倒産や廃止に追い込まれてしまうケースも出てきている。地域に産業やサー

ビスを担う活力の源がなくなるのは、その地域をいっそう寂れさせてしまうのは確実である。 

そこからの脱却をはかるためには、自立的に地域の活性化を担う事業体となることが求められ

ている。 

しかし、地域においては真の競争力の源泉が何なのかを見極めきれないまま、道の駅や第３

セクターといった同じような形の企業体が乱立している。平等で均等な補助金や助成があった

時代はそれでよかったのかもしれないが、今後はそうはいかない。現に、国や地方における助

成のあり方も自治体経由でこれまでと同じ流れにそったものではなく、NPO や元気のある企

業など提案力ややる気のある組織や団体を対象に、直接支援する形へとシフトしてきている。 

今後は、変化と競争に強い経営体へと進化する必要がある。本論においては、競争に生き残

っていける体質へと成長するために、競争戦略論を研究することが必要であるとの姿勢をとっ

た。しかし、ポーターのいう競争戦略論をそのまま適用するには無理が生じている。デコンス

トラクションによるバリューチェーンの変化や情報化の進展は、競争要因をこれまでの既存業

者や顧客に限っていては分析しきれない状況をもたらしている。 

競争相手は誰なのか、競争に影響を及ぼす要因は何なのか、どこまでが自社にとってのステ

ークホルダーなのか、まずはそこから定義しとらええ直す必要がある。その際の分析の鍵は、

情報化や経済構造の変化をいかに的確にとらえるかにある。つまり、分析と時代の流れを見越

した競争戦略の策定は、これまで以上に重要になってくることがわかる。 
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２− ４− ２．地域企業の発展から地域活性化へのシナリオ（仮説） 

 

本論では、地域が閉塞状況から抜け出すためのきっかけとして、まずグローバル化の中で

様々な競争に勝ち残り、自立的に発展する地域の企業をどのように成長させ、その企業を核と

した地域活性化にいたるシナリオを考えた。 

まず、地域において競争力のある企業を育成するためには、地域の特性や独自性に根ざした

有望なシーズを発見し、育成するプロセスが必要である。それは、何もない無から何かを生み

出すことではなく、既存のバリューチェーンからのデコンストラクションを起こさせることで

ある。停滞してしまったバリューチェーンの中には、まだ他との競争力を持つセクションもあ

るだろう。あるいは、これまではバリューチェーンに組み込まれ、その存在価値や比重が低か

った、企画やマーケッティング部門を特化することにより、あらたな競争力を生み出すといっ

た方法も考えられる。要は、小さくて身軽で変化に対応できるシーズを生み出すことが重要な

のだ。 

更に、このシーズをどのような形で発展させていくのかであるが、これまでと同じ方法でバ

リューチェーンを築くのではなく、異業種連携やバーチャル空間等を活かした新しい結びつき

や発展可能性を探る必要がある。 

先行研究の中でも述べられているように、これまで不利と考えられてきた中山間地域の立地

特性も、情報化の進展によりバーチャル空間での集積が可能になっている。つまり、空間を超

え関連する企業との結びつきを深め、ネットワーク内でのシナジー効果の発揮と競いあう環境

が形成されれば、中山間地域における企業もクラスター的な発展が期待できる時代となりつつ

あるのだ。 

次ページの図は、そのイメージをまとめたものである。既存組織からのデコンストラクショ

ンによって生じたシーズは、変化力と競争力をつけながら発展し、バーチャルネットワーク等

を上手く取り入れることによって、異業種との連携を深めクラスター的な発展を遂げ、地域活

性化のけん引役となるというイメージを表している。 
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図 10 地域活性化へのシナリオ 
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２− ５．地域変革にむけて 

 

先の項では、地域活性化を担う企業を生み出すために、デコンストラクションを起こさせる

ことが有効であるという１つのシナリオを提示したが、実際にその企業を動かす原動力である

人が、どうあるべきであるかはその成否の大きな部分をしめている。企業の発展と地域活性化

を上手くリンクさせながら、地域においてよい循環の歯車をまわすためにはどうすればよいの

だろうか。 

ここでは、地域変革における起業家のあり方と地域変革のプロセスについて簡単に列記をし、

第４章での事例検討のところで、個々の事例においてどのような状況であるのかについての分

析を行った。 

 

２− ５− １．地域変革における起業家精神とは 

 

実際の地域変革を進めるにあたって原動力となるのは、「人」である。地域づくりの現場で

も、地域活性化の三異人は①若者、②ばか者、③よそ者（＊59）といわれている。そのような地

域を変えるアントロプレナーとはどのような特徴を持っているのであろうか。 

ドラッカーによると、起業家精神とは何かについてマクドナルド創始者を例にあげている。

それによると、明確な目的と手法を持ち（マネジメントの原理と方法を適用）、これまでとは

違ったやりかたで製品や仕事の標準化を行うことによって、資源が生み出すものの価値を高め、

新しい市場と顧客を創造することだと述べている（＊60）。更に、起業における規模の大小は関

係なく（＊61）、組織に限定されるものでもない、そしてその行為を直感ではなく原理や方法に

基づき行動することであるといっている。 

このような起業家は変化を当然のものとし、その変化を利用しすでに行っていることを上手

に行うのではなく、まったく新しいことに価値（特に経済的）を見出している。この行為をイ

ノベーションといい、起業家はイノベーションを行うものであると、ドラッカーは定義付けて

いる。 

そして、このイノベーションの機会には、①予期せぬことの生起、②ギャップの存在、③ニ

ーズの存在、④産業構造の変化、⑤人口構造の変化、⑥認識の変化（ものの見方、感じ方、考

え方の変化）、⑦新しい知識の出現があり（＊62）、起業家はこれらの機会を上手く活かしなが

ら価値創出のための活動を展開している。 
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２− ５− ２．地域変革プロセス 

 

これまでは、地域産業が競争力を持つためにはという視点でポーターの競争戦略論からの理

論展開を行ってきた。では、この企業あるいは産業を基軸として地域は、どのような変革が図

られるのであろうか。変革の方法としては、その企業が直接あるいは間接的な牽引力となって

地域の活性化を引きおこす場合や起業家との接触の中で住民の意識が変わり正のプロセスが生

み出される場合、企業と行政等の政策との相乗効果で良い流れを作り出す場合などが考えられ

る。 

コッターは企業が衰退のサイクルから正のサイクルへ転換するためのプロセスとして、企業

変革力の考え方を提示している。本論では、地域も企業と同じように疲弊から脱却し地域活性

化の流れを作りだすためにはイノベーションを行う必要があり、コッターの企業変革力にある、

変革を推進するためのプロセスを地域にあてはめてみた。企業を地域に置き換えてみた場合に

おいても、その内容に共通点が多いことから、後の事例検証における地域変革の指標として、

このプロセスを参考に考えてみたい。 

以下は、地域変革を推進するための８段階のプロセスである（＊63）。 

 

1 .  

・地域の現状を吟味する 

・危機、あるいは絶好の成長機会をみつけて、検討する 

 

2 .  

・変革をリードするために十分なパワーを備えたグループを生み出す 

・このグループにチームとしての活動を促す 

 

3 .  

・変革の試みを導くためにビジョンを生む 

・このビジョン実現のために戦略を立てる 

 

4 .  

・あらゆる手段を活用して継続的に新しいビジョンと戦略をコミュニケートする 

・連帯チームのメンバーが、住民に期待される行動を自らがモデルとなって示す 

 

5 .  

・変革の行く手を阻む障害を取り除く 

・変革ビジョンを妨害するシステムや組織構造を変革する 
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・リスクテイキング、いままで遂行されたことのないアイディア、活動、行動を促進

する。 

 

6 .  

・業績上で眼に見える改善、すなわち短期的勝利を生む計画を立てる 

・実際に短期的勝利を生み出す 

・これからの勝利実現に貢献した人たちをはっきり認知し、報いを与える 

 

7 .  

・変革のビジョンに合致せず、全体的試みになじまないシステム、構造、制度を変革

することに、築きあげられた信頼を活用する 

・変革ビジョンを推進することに貢献する人材を採用し、昇進させ、開発する 

・新しいプロジェクト、テーマ、変革推進者を通じて変革プロセスを強化する 

 

8 .  

・住民重視、生産性向上を目指す行動、すぐれたリーダーシップの発揮、さらにすぐ

れたマネジメント機能を通じて業績向上を実現する 

・新しい方法と企業の成功の関係を明確に示す 

・リーダーの開発と後継者育成を促す手段を生み出す 
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第 3 章 四国の地場産業の現状 

 

３− １．四国における地場産業を取り巻く現状 

 

３− １− １．統計で見る四国の現状 

 

（１）民力指数の比較 

以下は、人口・世帯、土地、産業、経済、建設・住宅、運輸・通信、文化の各部門から、民

力に関係の深い２４項目のデータを選びそれによって計算された全国を１０００とした民力総

合指数と、それにもとづいて、全国平均を１００とした場合の１人当たり民力水準をグラフで

示したものである。 

これによると、四国の民力指数は３０で福岡県、兵庫県、千葉県、静岡県と同程度となる。

４県が単体では、他県との競争力は非常に低い位置にあるが、４県を一緒に考えることによっ

て、政令指定都市等と肩を並べることができるようになる。 

このことからも、他との競争力を意識した戦略を考えていく場合には、四国内での連携を図

ることや、四国全体への波及効果を意識した取り組みを行うなど、四国４県がばらばらに別個

のことを行うのではなく、まとまって今後の地域活性化や産業強化を考えていく方が得策であ

ることがこの表からも分かる。 
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図 11 
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（２）人口と県民所得の比較 

 

表 1 四国４県の人口と県民所得の比較 

 人口(人)① 割合（％） 県民所得（億円）② 割合（％） 

全国 126,824,166 100％ 3,716,410 100％

四国 4,159,143 3.3％ 102,637 2.8％

徳島県 823,304 0.65％ 22,142 0.6％

香川県 1,029,356 0.81％ 27,645 0.74％

愛媛県 1,496,929 1.18％ 34,490 0.93％

高知県 809,554 0.64％ 18,360 0.49％

※①総務省自治行政局市町村課編 平成１６年（２００４年）版 住民基本台帳人口要覧より②内閣府経済社会総

合研究所国民経済計算部地域・特定勘定課編 平成１７年（２００５年）版 県民経済計算年報より 

 

この表は、四国４県の人口と県民所得を比較したものである。これによると、四国の人口は

日本全体の３．３％をしめ、４県では愛媛県が一番多く高知県が一番少なくなっている。県民

所得については、四国は全国の２．８％をしめている。人口と比較して県民所得の割合は、徳

島県を除いては低くなっている。 

 

（３）土地面積の比較 

 

表 2 四国４県の土地面積比較 

 総面積(㎢) 割合（％）可住地面積(㎢) 割合（％）森林面積(㎢) 割合（％）

全国 377,907 100％ 126,358 33.4％ 244,916 100％

四国 18,803 100% 4,853 25.8% 13,903 73.9%

徳島 4,145 100% 1,022 24.7% 3,107 75%

香川 1,876 100% 992 52.9% 883 47.1%

愛媛 5,677 100% 1,671 29.4% 3,995 70.4%

高知 7,105 100% 1,168 16.4% 5,918 83.3%

※国土交通省国土地理院測図部調査資料課編 平成１６年（２００４年）全国都道府県市区町村別面積調より 

 

総面積は４県の中では一番狭いが、香川県は森林面積の割合が低く５０％以上が可住地とし

て利用可能となっており、慢性的な水問題はつきまとうものの土地の計画的な有効利用が期待

できる地域となっている。しかし、他の３県については可住地面積の割合は２０％前後となっ

ており、森林のしめる割合は７０％以上となっている。限られた土地の利用と森林の有効活用

をいかに進めていくかが鍵を握る地域である。 
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３− １− ２．四国の産業構造の特徴 

 

（１） 産業活動指数の比較 

表 4 各県の産業活動指数 

 

農業産出額 

（億円）③

割合（％） 林業産出額 

（億円）④

割合（％）工業製品年間出

荷額（億円）⑤ 

割合（％） 

全国 89,011 100％ 4,502.5 100％ 2,617,654 100％

四国 4,429 5％ 274.4 6.09％ 70,946 2.71%

徳島 1,201 1.35％ 70.6 1.57％ 15,083 0.58%

香川 862 0.97％ 51.5 0.11％ 20,019 0.76%

愛媛 1,347 1.51％ 67.5 1.5％ 30,720 1.17%

高知 1,019 1.14％ 84.8 1.88％ 5,124 0.2%

※③農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課編 平成１５年（２００３年）生産農業所得統計より④農林水産

省大臣官房統計部経営・構造統計課編 平成１５年（２００３年）生産林業算出額による⑤経済産業省経済産業政

策局調査統計部産業統計室編 平成１５年（２００３年）工業統計表 品目編より  

 

 この表は、農林業の産出額と工業製品の年間出荷額を比較したものである。これによると、

四国の林業におけるが全国シェアは６％で一番高いことが分かる。このことは、先の表から香

川県を除く３県の森林率が７割を超えるという実態からも想像される。そしてその中でも、高

知県の産出額が一番多くなっている。 

また、農業においては愛媛県、徳島県の順に高くなっている。 

しかし、工業製品の出荷額の全国シェアは２．７％と低いレベルとなっている。各県を見て

みると、愛媛県以外は１％以下と低く、特に高知県では０．２％と他の３県と比較すると極端

に低い割合となっている。工業においては、立地のメリットが大きく影響すると考えられ大消

費地から遠い四国は、他県と比べると立地の面で不利な状況にあるといえる。更に、四国の中

でも高知県が極端に低い結果となったのも、そのことがある程度影響しているものと考えられ

る。 
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（２）消費指数の比較 

表 5 各県の消費指数 

 商店年間販売額（百万円）⑥ 割合（％） 

全国 578,464,125 100％ 

四国 11,732,306 2.03% 

徳島 1,821,844 0.31% 

香川 4,282,163 0.74% 

愛媛 3,923,283 0.68% 

高知 1,705,016 0.29% 

 

 

 

消費においては、四国は全国の 2％程度をしめている。四国内では四国の玄関口とも言われ

ている香川が一番多く、愛媛が続いている。 

 

（３）経済活動別総生産の比較 

表 6 各県の経済活動別総生産 

 

総額 

（億円） 

割

合（％） 

第１次産業 

（億円） 

割

合（％）

第２次産業 

（億円） 

割

合（％）

第３次産業 

（億円） 

割

合（％）

全国 4,931,824 100％ 61,818 100％ 1,338,360 100％ 3,794,361 100％

四国 133,931 2.7% 3,664 5.92% 37,103 2.77% 100,702 2.65%

徳島 25,687 0.5% 733 1.18% 8,412 0.63% 18,503 0.49%

香川 37,351 0.75% 606 0.98% 10,105 0.76% 28,718 0.76%

愛媛 47,007 0.95% 1,264 2.04% 13,953 1.04% 34,134 0.9%

高知 23,886 0.48% 1,061 1.72% 4,633 0.37% 19,347 0.51%

※②内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部地域・特定勘定課編 平成１７年（２００５年）版 県民経済計算

年報より 

 

上の表より四国は第１次産業のシェアが他産業に比べて高いことがわかる。特に、愛媛と高

知の割合が高くなっている。第２次産業については全国シェアはそれほど高くはないが、四国

内においては愛媛と香川のシェアが高いことが分かる。第３次産業についても第２次産業と同

様全国シェアはそれほど高くはない。四国内においては、愛媛と香川の割合が高くなっている。 

 

 
※⑥経済産業省経済産業局調査統計部産業統計室編 平成１４年（２００３年）商業統計表 産業

編（都道府県表）より 
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（４）産業別就業人口 

表 7 各県の産業別就業人口 

 

就 業 者 総 数

（千人） 

割

合（％） 

第１次産業

（千人） 

割

合（％）

第２次産業

（千人） 

割

合（％） 

第３次産業

（千人） 

割合

（％） 

全国 65,009.3 100％ 3,027.7 100％ 18,328.2 100% 42,620.4 100%

四国 2,046.2 3.15% 196.2 6.48% 530.3 2.89% 1,299.5 3.05%

徳島 397.7 0.61% 38.9 1.28% 107.8 0.59% 244.7 0.57%

香川 511.9 0.79% 35.3 1.17% 141.2 0.77% 329.5 0.77%

愛媛 727.3 1.19% 71.4 2.36% 196.7 1.07% 455.8 1.07%

高知 409.3 0.63% 50.6 1.67% 84.6 0.46% 269.5 0.63%

※⑧総務省統計局統計調査部国勢統計課編 平成１４年（２００２年）就業構造基本調査結果より 

 

産業別就業人口については、四国は第１次産業の就業者が多く第２次産業の就業者が低いこ

とが分かる。県別にみてみると、どの産業においても愛媛の就業者の割合が一番高くなってい

る。 

また、下のグラフは、四国と全国の産業構造を比較したものである。このグラフから四国地

域は、全国と比較すると農林水産業と電気・ガス・水道業、公務等の割合が高くなっているこ

とが分かる。農林水産業については、地場の産品を活かした産業ががんばっていることを示し、

電気・ガス・水道業については、四国は山間地が多いことと人口が分散していることもあり、

規模と効率性が関係していることが伺われる。公務等の割合も高くなっており、これは他の産

業基盤で強いものもなく、必然的に公務等への依存度が高くなっているためとみられる。 

産業別総生産（名目H13年度）
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図 8 内閣府「県民経済計算年報」（四国）、「国民経済計算年報」（全国）
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３− １− ３．四国の観光動向 

 

        表 9 四国４県の県外観光客入込の推移（単位：千人） 

 県 名 H10 年 H11年 H12年 H13年 H14年 H15 年 

香川県 8127 7710 7306 7283 7378 7780

徳島県 7215 6160 6941 7037 7021 7047

愛媛県 6549 11170 8836 8584 8517 8839

高知県 5086 4971 5019 5050 5163 5102

 

図 12 四国４県における県外観光客の推移（高知県資料より）  

  

 この表より、観光に関しては、道後温泉等がある愛媛県が一番多く、四国の観光を牽引して

いる。注目すべきは、うどんブームやアート関連施設が充実している香川県が盛り返している

点である。 

 また、四国の中でも都会や本州からのアクセスという点で不利な高知県は、四国内では一番

低い状況となっている。 

四国４県における県外観光客の入込推移
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３− １− ４．四国内における産業政策の動向 

 

（１） 地方財政 

表 10 地方財政の状況（各県ＨＰより） 

 総   額 民生費 衛生費
農林 

水産業費
労働費 商工費 土木費 教育費 

災害 

復旧費

全   国 
48,917,026 

（100％） 

3,966,668 

(8.1%) 

1,550,603

(3.2%) 

3,581,848

(0.07%) 

256,247 

(0.5%) 

3,182,111

(6.5%) 

8,289,255 

(17%) 

11,644,542 

(23.8%) 

？ 

(0.007%)

徳   島 
535,246

（100％） 

48,103 

(9%) 

17,070 

(3.2%) 

54,691 

(10.2%) 

4,893 

(0.9%) 

47,088 

(8.8%) 

101,936 

(19%) 

99,749 

(18.6%) 

3,467 

(0.6%) 

香   川 
468,123 

（100％） 

40,289 

(8.6%) 

27,165 

(5.8%) 

28,775 

(6.1%) 

2,438 

(0.5%) 

48,387 

(10.3%) 

84,080 

(18%) 

98,827 

(21%) 

308 

(0.07%) 

愛   媛 
635,577 

（100％） 

52,325 

(8.2%) 

30,436 

(4.8%) 

63,892 

(10.1%) 

2,572 

(0.4%) 

51,638 

(8.1%) 

129,689 

(20.4%) 

147,053 

(23.1%) 

1,431 

(0.2%) 

高   知 
520,583 

（100％） 

38,812 

(7.5%) 

35,376 

(6.8%) 

57,374 

(11%) 

1,985 

(0.4%) 

7,234 

(1.4%) 

117,606 

(22.6%) 

102,831 

(19.8%) 

9,855 

(1.9%) 

 

上の表は、全国と四国各県の平成１７年度予算を比較したものである。これによると、民生

費や衛生費、労働費、教育は全国の割合とほぼ同じであるが、農林水産業費については 1 次産

業の比重が高い県であることから、各県とも多くなっている。その他、商工費については各県

のばらつきはあるが、高知県が極端に低くなっている。また、災害復旧費については、台風等

の災害が多い高知県が軒並み高いのが特徴として挙げられる。 

 

表 11 各県の一般公共事業費 

一般公共事業費（百万円）⑦ 割合（％） 

全国 23,560,301 100％

四国 997,675 4.23%

徳島 215,867 0.92%

香川 191,557 0.81%

愛媛 329,903 1.4%

高知 260,348 1.11%

※⑦国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課編 平成１２年（２０００年）度建設業務統計年報より 

 

県民経済計算年報（内閣府）２００１によると、公共投資依存度は以下の通りとなっている。

他の４県と比べると、高知県の割合が高くなっていることが分かる。 
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３− １− ５．四国における注目企業 

 

下の一覧は、四国経済産業局がとりまとめた、四国における元気企業の紹介である。これら

の企業やグループは、収益や業績をあげている企業というよりは、地元のよさや特徴を活かし、

地域とともにある企業である。まちづくりやコミュニティビジネスの色合いが濃い企業といっ

てもいい。 

今後は、このような形で地域の課題に取り組み、地域に何らかの形で利益をもたらす取り組

みが期待される。そこで、第４章ではここに紹介されている徳島県の株式会社いろどりを事例

としてとりあげ、競争戦略の視点から今後どのような形での進展が期待できるかについて検討

を行う。 

表 12 四国における注目企業 

徳島県 

株式会社いろどり  

木岐 まちづくり委員会"わいわいkiki" 

伊座利の未来を考える推進協議会 

土成町 総合施設 

吉野川ハイウェイオアシス

ビッグひな祭り実行委員会 

香川県 

  

   ＮＰＯ法人木と家の会  

 

   まるがめ元気会  

 

   全国奉納絵馬コンクール実行委員会 

 

   バンジョイ塾  

   造田地区コミュニティ協議会 

   直島町婦人 

   ベネッセアートサイト直島 

愛媛県 

 

   松山青年会議所俳句文化委員会 

 

   新居浜市 森林公園ゆらぎの森 

 

   日本のお手玉の会 

 

   伊予市商業協同組合  

 

   伊予市双海町 

町並保存センター 

宇和町商工会 

野村シルク博物館 
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   東予市漁業協同組合連合協議会  

 

   西条市立東予郷土館・図書館  

東温市ふるさと交流館  

  

   伊方町 

ギャラリー城川  

宇和島市三間町 

 

   愛南町（旧西海町） 

 

   財団法人松野町観光公社 

高知県 

馬路村農業協同組合 

土佐絵金歌舞伎伝承会

 

   中川をよくする会 

 

   砂浜美術館 

 

   大月町コスモスまつり実行委員会 

（経済産業省 HP 四国の元気企業より） 
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第４章 事例分析 

 

４− １．事例企業が立地している町村の概要 

 

第４章では、地域の活性化に貢献している企業が、どのような競争戦略を行っているかを明

らかにするために、四国内の２企業を事例として取り上げ検証を行う。 

１例目は、徳島県上勝町の株式会社いろどりで、２例目は高知県十和村の株式会社四万十ド

ラマである。株式会社いろどりは、「つまもの」産業を開拓し過疎高齢化に悩む町に新しいビ

ジネスを起こしたことで有名な企業（第３セクター）である。四万十ドラマは、日本最後の清

流と呼ばれている高知県の四万十川流域で四万十の清流イメージを前面に押し出した商品の企

画、開発を手がける企業（第３セクターから独立）である。 

いずれの企業も四国の中山間地域の過疎、高齢化等に直面し、地域の活性化のために全国の

市場を相手に果敢なチャレンジを続けようとしている企業であることから今回の事例としてと

りあげた。 

以下は、これらの企業が立地している町村の現状について示したものである。両町村ともに

人口は５０００人以下で６５歳以上の高齢者の比率が３０％以上となっている。更に、産業別

就業人口を見ると、第１次産業の割合が４０％を超えており、第１次産業が主体の町村である

ことがわかる。 

表 13 事例にあげた２町村の民力指数 

 民力総合指数（１０万分比）１人当たり民力水準（全国＝１００）総面積（２００４年）km 2 

上勝町 1.4 82.3 109.68

十和村 2.3 79.9 164.66

 

表 14 事例にあげた２町村の人口 

 住民基本台帳人口 年齢別構成比    

 （２００４年） １５歳未満 １５∼ ２９歳３０∼ ４４歳 ４５∼ ６４歳 ６５歳以上

上勝町 2198 8.8 10.1 11.2 25.1 44.8

十和村 3592 10.1 12.4 13 30 34.6

 

表 15 事例にあげた２町村の部門別就業人口比 

 産業３部門別就業人口比（２０００年国調） 

上勝町 42 : 25 : 34 

十和村 40 : 27 : 33 
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４− ２．事例紹介 1・株式会社四万十ドラマ 

 

 平成１７年の８月に、取締役の畦地氏にヒアリング調査を実施した。その主な内容は、以下

の通りである。 

 

 

（１）事業コンセプト 

四万十に負担をかけないものづくりを基本に、地元に密着し、地元に還元することを考える。

四万十のものにとことんこだわった戦略をとっているのが特徴的である。自社ブランドイメー

ジに沿わないものを出すのは返って逆効果だと考えている。 

各商品に関しては、１アイテム１億円の売り上げをめざしている。四万十川流域は自然が豊

かで多様な環境が残されていることもあり、複合型農業による経営が適しているのではないか

と考えており、単品ではなく他品目での勝負を目論んでいる。 

今後は、２年後に道の駅ができるため、運営を委託することができれば５億円の売り上げが

見えてくると考えている。将来的には、地元に拠点を置き地元と密着した企業として成長を考

えており、道の駅の建設はその第一歩になるのではないかといえる。 

将来的には、地元の資源と知恵を使って地域で認められる企業に成長したいという思いとと

もに、完全株式民営化による本格的なスタートを切った状況である。 

 

（２）運営形態 

当初は３町村が出資する第３セクターとして出発。設立後の３年間は県、自治体から補助を

受けていたが、平成９∼ １０年は町村独自補助となり、平成１１年からは独立採算に移行。補

助の段階で、様々な先行投資を行う。平成１７年４月には減資し住民１１０数名が株を買い取

って株式会社化する。 

第３セクターの時と比べ、意志決定が早くなったことから、斬新なアイディアを活かした事

 

社 名      株式会社四万十ドラマ 

会社設立    平成６年６月９日（事業開始は平成６年１１月１日） 

資本金     １２００万円 

代表取締役   元役場職員（課長級） 

従業員      ３名（正社員２名、臨時社員１名） 

主な事業    会員制度「リバー」・自然の学校・産物販売・商品開発・出版「水」 

交流センター委託運営 

経緯      四万十川中流域町村（西土佐村、十和村、大正町が各８００万円拠出）

が出資した第３セクターとしてスタートする。平成１７年４月、減資し住

民１１０数名が株を買い取って株式会社化する。 
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業展開が期待されている。 

売上は、平成１１年が６０００万円、平成１４年は赤字、今年度はとんとん程度を見込んで

いる。これまでは、地元還元主体であったが、今後はもう少し利益を得ることに着目している。 

 

（３）事業形態 

出版、商品開発、自然体験教室運営、公的施設受託運営等を主な業務である。企画やマーケ

ッティング部門を得意とし、それ以外については、流域の施設や資源を活用する。ファブレス

事業所である。 

社員は、正社員２名、臨時１名いずれも若手を採用している。 

 

（４）今後の課題 

ネット分野での事業拡大 

新たな商品開発と売り上げ増加による黒字転換 

近隣市町村での知名度の向上 

 

（５）キーマンの方の考え方 

この会社では、取締役をされているいわゆるキーマン（畦地氏）が、事務局機能とマーケテ

ィングやネットワークの最前線を努められている。つてや縁を通じて人と会い、積極的に行動

をし、実績を積むことで信頼を勝ち得ている。「ネットワークはフットワークだ。」とのコメ

ントを残されたが、まずは人と会って情報を仕入れること、フェースツーフェースを大事にす

ることで、これまでネットワークを築かれてきた。 

その姿勢を見るに、まさに信念を持って様々な事業に取り組まれていることが分かる。 

また、高知を代表する有名デザイナーの方との運命的な出会いは、四万十ドラマが躍進する

大きなきっかけになっている。キーマンの方自身の考え方にも、大きく影響を与え、独自の判

断基準を持てたということである。 

 

（６）取扱商品について 

（広井茶生産組合と協力）・・コンビニや四国内の道の駅での取扱 

原料出荷中心。今後は剥き栗、ペースト等の加工品を検討。今年から企業協

賛のくり園を開始（企業出資で、地元農家が委託管理）１００トン生産が目標。 

大正町で国内認証をとり原木栽培しいたけの出荷を開始。 

今後拡大を検討。今年は関西方面の大手デパート向けに、「１アールの青田

買いキャンペーン」を実施。 

四万十ひのき風呂（端材の有効利用で１億円の売上）、四万十

ひのきふみふみ（リクルート系通販での紹介で売上向上） 

乾燥させ商品化。 

古高知新聞で作った袋。ローカルとエコを同時に発信。 
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・筑紫さんや糸井さん等著名人に原稿料は四万十天然鮎３年分で執筆を依頼。 

・初版は４０００冊、現在２版目で８０００冊（県内外の書店で取扱） 

（会員１０００人） 

 全国（主に関西圏が多い）の会員さんと四万十流で交流。会員の協力により、マーケティン

グ調査、商品テストを行う。 

今後は地元での運営を検討。 

 

（７）ネットワークについて 

 

いまでもしがらみが沢山あるが、地元の方とのつながりなしには事業は成り立っていかない。

また、地元の方自身が儲けると認知度は早く上がるが、まだまだ地元での認知度は低いのが現

状。 

 

外での認知度は上がってきており、情報発信のベースは整いつつある。今後も、自身のフット

ワークでネットワークを広げて行きたいと考えられている。 
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４− ３．事例紹介２・株式会社いろどり 

 

平成１７年８月に横石副社長からのヒアリング説明より資料を作成した。 

 

 

所在地  徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峰３番地 

設 立  平成１１年４月２日    

資本金  1,000 万円（上勝町７００万円、㈱上勝バイオ３００万円） 

事業内容 ① 農産物の販売に関する業務 

     ② 建築土木資材用木材加工品の販売に関する業務 

     ③ 観光案内に関する業務 

     ④ 販売・経営合理化に関するコンサルタント業務 

役 員  代表取締役社長 町長、副社長ほか６名 

社 員  ２名（Ｈ１７．３現在） 

 

（１） 事業のきっかけ 

 上勝町は木材、温州みかんの生産地であったが、木材価格の低迷と昭和 56 年の異常寒波に

よる作物の壊滅的な被害にあい、その打開策を見つけるべく「いろどり事業」が生まれる。現

在副社長をされている横石氏が、農業改良普及員時代につまものに着目したのが直接のきっか

けである。横石氏は、自ら率先して都会の有名料亭等の現場へ赴き、意欲的なマーケティング

活動をされた。 

つまものは、もともと料理人の自己調達が基本で、つまもの市場は存在していなかった。そ

んな中、横石氏の執念にも近い信念と研究の結果、ついに「いろどり事業」はスタートした。 

 

いろどり事業への着目のポイント 

●高齢者の多い町でお年寄りや女性の仕事はないか。 

●大阪のお店での発見「お客さんは食べる物より飾られているものに感動」 

●上勝にあるはっぱという膨大な資源が活かせる。 

 

（２）事業が軌道に乗るまでの経過 

はじめは、このようなものを売るのに抵抗があったが、「価値逆転」の発送で横石氏は自ら

住民を都会の料亭に連れて行き意識変革を迫った。最初に協力してくれたのはわずか４人であ

ったが、実績を重ね現在では女性、高齢者を主体に１７７名が生産に従事するに至る。（平均

年齢６８歳、つまものの売上は２億５千万円） 
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（３）現在の事業形態（システム） 

全国の市場からの多様な注文に即時に対応できるシステムつくったのが成功の原因だと言わ

れている。取引業者からの注文は、町の防災無線を使ってファックスで生産者に流し、早い者

勝ちで受注の連絡を入れている。お年寄り会員の中には、月に２００万円も稼ぐ方もいる。最

高齢は９２歳。つまものの種類は、３３０種類にのぼる。 

また、このシステム構築になくてはならないのが町の防災無線である。このような方法で無

線が使われている事例はめずらしく、町の柔軟な対応がうかがえる。 

 

（４）IT技術の活用 

 パソコンによる売上管理システム（全員が見れるようになっている）の導入が必要との判断

から、高齢者でも使用できるパソコンを新たに開発。これはコンビニのシステムを導入したも

ので、お年寄りも自由にパソコンを使えるようになる。この結果、お年寄りも積極的に情報セ

ンターが送る売上情報等に関心を払うようになり、人には負けたくないという競争心をかきた

てるのにも一役買っている。このような影響もあってか、上勝町では寝たきりの方がわずか２

人（平成１６年度）ということである。 

 

（５）人づくりのノウハウ 

 ㈱いろどりは、FAXで毎日情報（愛のラブレター）を平等に配信している。その情報が、一

日の中でちょっと頑張ろうかなという気持ちにつながっている。自分からやろうという気持ち

になること、自分が主体的動こうという気持ちになることが大事であるとの視点を大事にされ

ている。 

 

（６）マーケッティング力 

何が本質か見抜く力をつけることが大事で、ストライクを取りにいく手法とは何かを考える

ことが大切である。物を売るのではなく、価値を売る、地域を売っている。そのためには、消

費者が何を求めているのか分析することが大事になってくる。 

 

（8）ブランドに対する考え方 

 商品や地域の切り札とは何かを考え、欠点を長所に変えることが大切である。初めて、こ

こでしかありませんというのが、ブランドにつながる。農業には、①健康、②安心感➡内容明

記、③親しさ感➡生産者の顔・名前・栽培状況、④生い立ち➡山の奥深さ・天然水・有機栽培、

⑤優しさや助言➡食べごろ・美味しい食べ方、⑥環境心理➡ダイオキシン・資材・マイナスイ

オンなどが求められる。このことに自信持たすことが必要である。 

競争することによって商品に差があることを気付かせる。仕組みが大事である。 
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（９） いい話の歯車をまわす 

 暗い話は地域の活力を低下させる。明るい話を次から次へとつないでいくことが大事である。

いい環境をいつも流すことで町や地域の自慢が生まれる。それが人々の自信につながっていく。 

 

（１０）情報発信力 

 お金を掛けるのではなく、記事や番組をマスコミなどに提供すること。情報によって地域ブ

ランドを高めている。そのものの価値を情報によって認めさす。そのためには自分自ら情報を

発信することが大切である。 

 

（１１）上勝好循環型システム 

地域全体でブランドをつくる。仕組み、戦略が大事。 

① コミュニティ・アイデンティティの確立 

② まちづくりの総合力と自然環境を総合的に取り組む 

③ 外部からの評価を高める 

地域ブランドづくり

知恵を生む 全員の力の投入 

①やる気を起こす 

②誰もが主体者意識を持つ 

③商品の自慢探し 

④共有体制の確立 

循 環 
いい話題 

所得向上 

経 済 

活性化 

①町の特徴をどうやって生み出すか 

②商品の価値をどうつくるか 

③個人が情報を読み、考え、行動するか 
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４− ４．事例分析 

 

４− ４− １．競争要因分析 

 

ポーターは、「戦略策定の本質は競争への対応である」といったように競争要因の分析は、

今後の競争戦略を策定するための重要な鍵を握っている。自社の競争相手が誰なのか、どこま

でを自社の守備範囲とするかによって、戦略は全く変わってくるからである。小さい地元のご

く限られた地域だけを対象としたビジネスであれば、その範囲のことだけを考えればいいのか

もしれない。しかし、グローバル化が叫ばれる昨今である。消費を牽引しているのは首都圏で

あり、日本という国のボーダーを超え、ものが普通に流通するようになった現状では、競争の

対象を業界に限らずできるだけ幅広く捉える必要がある。ここでは、具体的にそれぞれの企業

が、�競争�をどのようにとらえ、それに対しどのような対応を行っているかについて分析を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 5  

 

代替製品・ 

サービスの脅威

競争業者 

 

業者間の敵対関係 

代替品

新規参入の脅威 

買い手の交渉力 売り手の交渉力

新規参入業者

買い手 
供給業者 
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表 16 ２企業の競争要因分析 

項 目 ㈱四万十ドラマ ㈱いろどり 

競争業者 

・複合的に多様な商品を持つため、

競争業者は多岐に渡る。 

・対象市場が現在大手百貨店、道の

駅等であるため、直接の競争業者

は、そこに商品を搬入している業者

となる 

・もともとは板前さんが自己調達し

ていたものを市場化。競争相手は、

板前さんの業界か。 

新規参入業者 

・どちらかと言うとどちらの会社も既存業界に新たに進出した新規参入業

者といえる。（以下は、新規参入の脅威をどのように克服したかを分析す

るとともに、今後同様の業種で新規参入を果たす可能性の有無について考

察した。） 

１．規模の経済 

・関連する商品は少量多品種のもの

が多く規模の経済による参入は難し

くない。よって、どこかほかの地域

で四万十ブランドを名乗り商品開発

を行うことは十分可能。 

・同様関連する商品は少量多品種

で、これまで取引の対象として扱わ

れていなかった。 

・今後どこかが新規参入をねらうな

ら少量多品種を即時に流通させるシ

ステムをいかにつくりあげるかにか

かってくる。 

２．製品の差別

化 

・関連商品には、多くのメーカーが

参入しているが、四万十を前面に押

し出したブランドはまだなく。他の

製品との差別化がそこで図られてい

る。 

・これまではまだ四万十ブランドが

流通していなかったが、今後同様四

万十あるいは他の清流ブランドのよ

うな形で商品を開発することは十分

想定される。 

・板前さんの自己調達が当たり前と

いう観念をはじめて破ったという点

で新規性があった。 

・これまでは、市場がなく製品化し

ただけで既存の業界のつまものとの

差別化を図ることができていたが、

今後はつまもの商売に着目した企業

が商品を売り出すことは十分想定さ

れる。 

３．資金の必要

性 

・ブランドを前面に押し出したソフ

ト戦略が中心で、その他は既存のイ

ンフラを活用しているという点で資

金の必要性は低い。 

・農協のラインの活用はどの市町村

でも適用が可能。 

・町内にふんだんにある葉を取り扱

い、インフラは既存のものを活用し

たという点で資金の必要性は低い。

・農協ラインの活用はどの自治体で

も可能。追随の可能性はなきにしも

あらず。 
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４．規模に関係

ないコスト面で

の不利 

・立地が四国の中山間地域であるこ

とから、輸送にかかるコストや時間

で不利になる可能性がある。 

・ないところに作り出した市場であ

ることから特にコスト面での不利は

生じていない。 

・立地が四国の中山間地域であるこ

とから、輸送にかかるコストや時間

の面で不利になる可能性がある。

（ただ、葉そのものが軽いので通常

考えられているよりコスト面での不

利は大きくない） 

５．流通チャン

ネルへのアクセ

ス 

・フットワークはネットワークを信

条に独自に地道にチャンネルを築き

あげてきている。そのため、大手業

者の流通チャンネルには到底及ばな

い。その部分を四万十流のもてなし

というソフトでカバーしようとして

いる。 

・メディアを上手に活用し、知名度

を高めている。そのうえ、横井氏が

地道に広げたネットワークが加わ

り、全国市場を相手にするまでにな

っている。 

・現在のところ政府が影響をおよぼすような制限はない。 

・いずれの会社も地元の自治体との関係をうまく活用し、地元において一

定の認知を得ている。 
６．政府の政策 

・助成金、補助金の活用 

・交流センターの委託運営 

・役場内にオフィスを置く。 

・防災無線の活用 

・町全体でのメディア戦略 

顧 客 

・顧客との交流を密にすることで、

マーケティングを行っている。ま

た、四万十ブランドとのつながりは

切っても切れないものであり、ブラ

ンドの知名度の良否が影響する可能

性がある。 

・市場や顧客のニーズを反映した商

品規格と市場の供給予測に基づき、

商品の調達体制を整えている。その

予測は、横井氏が足で稼いだマーケ

ティング活動のたまものであり、簡

単に追従できるものではない。 

代替品 
・四万十ブランドの類似商品や他の

清流ブランドの商品 

・他の産地での商品化。板前さんが

自前調達を優先しはじめる。 

供給業者 

（地元農家） 

・どちらの企業も地元への還元と地元との一体性あっての企業と考えてお

り、供給者と一体の関係にあるといえる。 

・ただ、農協等の既存の流通ラインでの価格が良好な場合商品調達が厳し

くなることが予想される。 

・常に供給者とのコミュニケーションを図り、品質や量の確保努めてい

る。 
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 以上の分析よりいえるのは、 

 

四万十ドラマ 

・四万十という独自ブランドを前面に押し出し新規参入を果たした。 

・業界への新規参入は容易であった。逆に言うと競争業者が多く、淘汰されや 

すい業界。他の企業による新規参入も比較的容易な可能性がある。 

・少量多品種で規模の経済性は低い。 

・行政のチャンネルをうまく活用している。 

・供給者である農家と顧客と密にコミュニケーションすることにより関係性を 

高めている。 

・既存インフラの活用により投資リスクを最小限に抑えている。 

・フットワークにより地道にネットワークを広げてきた。 

・ 

いろどり 

・既存業界のイノベーションを起こした。 

・少量多品種を即時に調達できるシステムがひとつの独占的優位性につながっ 

ている。 

・行政のチャンネルをうまく活用している。 

・供給者である農家と顧客と密にコミュニケーションすることにより関係性を 

高めている。 

・既存インフラの活用により投資リスクを最小限に抑えている。 

・フットワークにより地道にネットワークを広げてきた。 

 

といったポイントを挙げることができる。 

また、いろどりが新規参入した業界については、板前さんによる自前調達が常識の業界だっ

た。そこへ、板前さんの仕事をシステム化することにより新規参入を果たしたのがいろどりで

ある。顧客である板前さんとのつながりは、横石氏自ら料亭に通いノウハウを教えてもらいな

がら作り上げている。この過程がまさに、企業化に向けてのマーケティングとネットワークづ

くりであったといえる。顧客であり、競争相手でもある板前さんへのアプローチは、容易では

なかったということであるが、横石氏の並々ならぬ信念と行動力がそれを可能している。 

 ゼロからのスタートで作り上げた供給システムは、これまで行われていなかったつまもの商

品の規格化に始まり、ジャストインタイムの納品体制を築き上げている。つまものに必要な、

季節感、新鮮さ等、既存業界に参入するために必要な条件は、綿密なマーケティング活動とネ

ットワークによりクリアーし、見事新規参入したのがいろどりであるといえる。 
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４− ４− ２．競争環境分析 

 

競争環境としては、社内的な活動自体を取り巻くさまざまな要因で構成されている。これら

について、２社がどのような対策を行っているか分析を行った。 

 

 

 

 

目  標
どのように競争するかの定義

収益向上、市場シェア、
社会的責任などの目的

製品ライン

標的市場

セールス

流通

製造労務

資材購入

R＆D

財務と統制

製品ライン

 

 

 

図 15 競争環境要因

会社の長所と短所 

戦略実行者たちの

個人的特性 社会からの期待 

業界の好機と脅威

（経済的と技術

内部要因 
外部要因 

マーケ 

ティング
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表 17 競争環境分析 

 ㈱四万十ドラマ ㈱いろどり 

競争戦略上の目標 ・１品目１億円を目標にしてい

る。 

・地域にお金が落ちる仕組み 

・２０００人の町が持続的に生き

ていけるだけの収益を上げる。 

マーケティング ・顧客との交流を通して行う。 

・基本は足で稼ぐ。 

・基本は足で稼ぐ。 

標的市場 ・共通ブランドで他品目による展

開を検討。四万十の清流ブランド

の認知が高い大阪等都会の消費者

がターゲット。 

・道の駅等のアンテナ的拠点 

・今後は加工品を考えており菓子

業界等の市場もターゲットに。 

・全国市場 

・つまものだけでなく特産品のし

いたけの加工品で料理業界だけで

なく、一般消費者への展開を狙

う。 

セールス ・知人や紹介によるフェースツー

フェースのセールスを展開。 

・板前さんを通して知り合ったネ

ットワーク、メディア等活用した

ネットワークによるセールス。 

流通 ・既存の農協のラインを活用した

流通 

・既存の農協のラインを活用した

流通。 

製造 ・既存のラインを活用 ・既存のラインを活用 

労務 ・最小限の人数。若手とキーマン ・最小限の人数。若手とキーマン 

資材購入 ・地元のものにこだわる。 

・地元農家 

・基本は地元 

・将来的には近隣の市町村からの

調達も可能ではと考えている。 

R＆D（商品開発） ・キーマンと強力なアドバイザー

の方の知恵を活かした商品開発 

・キーマンの方の他の追従を許し

ていないマーケッティング力によ

る商品開発 

財務と統制 ・地元株主の出資による株式会社

化により、自治体の補助や助成か

らは独立し、機動的な運営を図っ

ている。 

・自治体出資の第 3 セクター、上

勝町の政策との一体性をはかりな

がら運営を図る。 

・基本的に収益は生産者に渡る形

をとっている。 

商品ライン ・地元の資源をふんだんに活かし

た商品化を次々と展開。 

・つまもの３３０種が基本。 

・その他食品加工品の販売を実

施。 
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 以上、の分析より社内活動のアウトラインをつかむことができた。ここからわかるのは、い

ずれの企業も、中山間地域の限られた資源の中でやりくりをするためにいくつかの工夫がされ

ていることである。 

 

①地縁や共同体意識をうまく活用し、既存のインフラを企業が行政の壁を超えて活用をするこ

とにより、最小限のインフラ整備で事業を行うことができている。 

②基本は地元の資源の活用 

③人員は最小限であることから、キーマンの役割が非常に重要。 

④地方にいるとなかなか、都会との流通チャンネルの確保は難しいが、そこを自らの足とネッ

トワークで克服している。 
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●外部・内部要因の分析 

 

（１）四万十ドラマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以上より、さまざまな要因があることがわかる。しかし、その中でも一番の好機でもあり脅

威でもある「最後の清流四万十川」のイメージに支えられたブランドイメージの維持と発展、

は重要な鍵であるといえる。 

 その課題については、四万十ドラマだけでなしうるものではなく、地域が一体となった戦略

が必要といえる。 

 

長所   好機 

短所   脅威 

 

個人的 社会の 

特 性 期 待

・ 外部的には知名度がアップ 

・ 地元での知名度がまだ低い 

・ 四万十川が最後の清流であ

るというイメージの普及 

・ 今後この知名度は維持され

るのか 

・いろいろな人の知恵を取り入

れながら、仕事を楽しんでい

る。 

・地元出身の若手。どれだけ地

元の能力を引き出せるか。 

・ 地元の活性化への貢献 

・ 清流のイメージを壊さな

い。 

・ 清流を守る。 
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（２）いろどり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キーマンの暗黙知がこのビジネスの重要な鍵を握っていることがわかる。メディア、行政各

種機関を巻き込み、上勝町に対するよいイメージを作り上げていこうという戦略性がある。 

以前の上勝町は決してよいイメージではなく、そこから良いイメージの町全体を良い循環へ

と変えていくために、相当の努力と時間が費やされている。そして、その努力よって築き上げ

られたイメージも一瞬のミスや汚点で台無しになってしまう危険性があることも、認識されて

いる。 

この点は、四万十川のようにメディアが先行してイメージを作り上げてくれた場合とは対照

的である。 

長所   好機 

短所   脅威 

 

個人的 社会の 

特 性 期 待

・ ニッチをねらったオンリー

ワン企業 

・ キーマンの暗黙知への依存 

・ メディアを活用 

・ 行政との良好な関係 

・ 町全体のイメージや政策と連

動した企業戦略 

・ 上勝ブランドのダメージ 

・ 暗黙知の優位性を活かした経営 

・ 心理的戦略で人を育て動かす 

・ まねではなく気づき作り出す能

力 

・ 地元の活性化への貢献 

・ 好循環システムの原動力へ 

・ 全国のモデル 
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４− ４− ３．競争戦略分析 

 

 ポーターは、競争戦略には基本的にコストリーダーシップ、差別化、選択と集中のパターン

があり、その戦略をどの次元で実施していくかが重要であることを述べている。 

 以下は、これらの２社がそれぞれの次元でどのような戦略をとっているかを分析したもので

ある。 

表 18 競争戦略分析 

項 目 ㈱四万十ドラマ ㈱いろどり 

①専門度 

−  

・３３０種類の品揃えは自然豊かな上

勝町ならではのもの差別化 

②ブランド

志向度 

・四万十川ブランドを最大限に活かし

た商品化差別化 

・自然豊かな上勝ブランドを行政と一

体となり同時進行でつくりあげようと

している差別化 

③プッシュ

型かプル型

か 

・顧客をある程度絞込み、密なコミュ

ニケーションによるプッシュ・プルを

融合した双方向コミュニケーションに

よる展開を行う。 

選択と集中 

・独自のマーケティング力による顧客

ニーズの把握により商品開発を行うプ

ッシュ型戦略 

④流通業者

の選択 

・零細企業体であることから、業者も

会社の目に届く範囲で選択している。

選択と集中 

・全国の市場を相手にしている。 

⑤品質 ・四万十に負担をかけないを基本とす

る品質（明確な基準があればなお○だ

が、今の所はない。） 

・顧客ニーズにマッチした品質規格を

作りあげ、生産者への周知を図ってい

る。差別化 

⑥技術のリ

ーダーシッ

プ −  

・高齢者向けのパソコン開発や生産者

への即時伝達システムの構築、市場予

測システムの構築等、IT 技術をうまく

使い直面する課題を解決する能力にた

けている。 

⑦デコンス

トラクショ

ン 

・既存の農協を中心とした流通システムを活用し、自社としてはマーケティン

グ、企画に特化選択と集中 
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⑧コスト面

での地位 −  −  

⑨サービス

提供度 

・四万十への憧れを最大限に満たすよ

うなサービスを商品、企画両面から提

供差別化 

・顧客の要望に即座に答えられるシス

テムによる１００％の対応（無理な注

文にも生産者とのつながりで見事対応

してきている）差別化 

⑩価格政策 ・ブランドに見合ったプライシング差

別化 

・市場の取引がキー 

⑪財政力及

び営業力 

・株式会社化後の収益はよくない。今

後は道の駅の受託等による財政力の強

化を期待している。 

・営業はキーマンのフットワークが基

本のため、地道で大きな広がりとはな

っていない。営業力は弱い。 

・基本的には生産者に還元される仕組

み。 

・営業は、キーマンのネットワークや

メディアによる宣伝が基本。 

⑫行政との

関係 

・株式会社化により行政との関係に少

し距離が生じるのは確かであるが、そ

こを機動性というプラス面に転化した

い。 

・代表取締役には元行政職員が就任し

ていることから、行政とのネットワー

クはあり、今後の展開に優位につなげ

る可能性はある。 

・行政のインフラを活用するなど、一

体となった関係を維持。２０００人の

町だからできることかもしれない。そ

れによりインフラ整備等のリスク回避

とコスト削減につながっている。 
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４− ４− ４．バリューチェーンと価値システム分析 

 

上 流            下 流 

供 給 者 → 社  内 → 流通チャンネル  → 顧 客 

（農 家）  （いろどり）   （J A）   （料亭やデザイナー） 

（農 家）  （四万十ドラマ） （J A）   （都会を中心とした消費者） 

 

 いろどりも四万十ドラマも、供給者である農家と流通チャンネルである JA、そして顧客

を情報テクノロジーの巧みな活用によってつなぎ合わせた価値システムを構築している。 

一例として、町内防災無線の活用、農家の IT 化の推進、市場の動向をダイレクトで伝える

HP の整備などがある。これらのものをうまく活用し、独自の工夫を盛り込みながら、顧客の

要望に瞬時に対応できるシステムの整備を行っている。 

 そしてこれらの価値システムを更に際立たせているものが、横石氏の先読みとマーケッティ

ング力という暗黙知である。この暗黙知を IT システムの活用で形式知化することが、いろど

りの競争優位を生み出している。ハイパー階層システムをいれる（いろどりＨＰより） 

また、ネット販売等の情報分野は未整備で弱いところとなっている。今後は情報技術を活用し

た営業展開を強化していくということである。お客さんとのフェースツーフェースの関係を大

事にする畦地氏の考えを、どのような形でネットバリューチェーンに組み込むかは、今後に期

待したい。 

 

企画、情報のみでのビジネスでは大きな発展は難しいのではないかと考える。実際の物流と

の結びつきや生産拠点を直接持つなどの形にもっていかなければ安定供給と規模の拡大は難し

いと考えられる。現にアマゾン書店等は、はじめはネットでの仲介ビジネスが主であったが、

徐々に各地に物流拠点を置き、これまでとは違ったバリューチェーンの構築を図っている。 

 

まだ、デコンストラクションの段階。今後、これらの企業が発展していくためにどのような

展開をするかが期待される。本論では、地域の独自性から生まれたシーズが大きく発展するた

めの１つの方法としてクラスター的発展を提案している。もし、これらの企業がクラスター的

な形で発展し独自のバリューチェーンを構築していくとすれば、どのような形が考えられるで

あろうか。現時点では、どちらも清流四万十や環境にやさしい町というイメージ戦略を前面に

押し出し地域との結びつきによる相乗効果を狙った戦略を展開している。今後もこのような形

で同じようなイメージやビジョンを共有する企業や自治体とのネットワークを広げ、ビジョン

共有型のクラスターを構築するといった方法と、「つまもの」であればつまものという商品の

基軸としたクラスター展開等も考えられる。 

いずれにしても、地域から始まった小さなビジネスも展開の仕方しだいで大きなビジネスへ

と広がる可能性があることは確かであり、今後の展開に期待したい。（数％の手数料は弱い） 
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４− ４− ５．地域変革力分析 

 

いろどりは、会社でなく供給者である農家に、その成果が反映されるシステムを作りあげた。

各農家のやる気が事業発展の方向を左右し、会社も各農家のやる気をどのようにマネージする

かがひとつのキーとなっている。 

もともと、いろどりの上勝町は、雰囲気も暗く決していいイメージの町ではなかったという。

その上勝町が変わる亜きっかけの一つにいろどりの事業があるといえる。そこで、コッターの

企業変革力のプロセスを参考に、いろどりが地域変革に果たした役割について分析を行った。 

 

表 19 いろどりの地域変革力 

１．危機意識を高める ・異常寒波による作物の壊滅的被害がきっかけとなっ

た。 

２．連帯チームの結成 ・その解決策を探るべく、JA や役場等の関連機関が集ま

って話し合いが行われた。 

３．ビジョンと戦略 ・そのような中、いろどり事業が第３セクターとして誕

生する。 

４．ビジョンの徹底 ・地域活性化に産業と環境、IQ 運動会等知恵による住民

力アップ当を町全体のビジョンとして位置づけ、活動が

始まる。 

 

５．住民の自発性 ・当初は数名の農家の方の協力からいろどりの出荷は始

まる。 

６．短期的成果の実現 ・数名の農家の成功はやがて口コミで住民に広がり、高

齢の女性を中心にいろどり事業へ加わり始める。それと

ともに、住民の意識も変わりはじめる。 

７．更なる変革の推進 ・一人の人の思いからはじまったいろどりを今後はどの

ような形でシステム化するかが課題となっている。 

８．地域文化への定着 ・これらの一連の動きから始まった上勝好循環システム

により、上勝町が２０００人の町として持続していける

ことを目標としている。 
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４− ４− ６．キーマンの起業家精神について 

 

起業家とはどのような仕事を行うかについては第２章で述べた。それによると起業家は、以

下の３つのことを行う者であると定義づけている。 

 

① 明確な目的と手法を持っている。 

② これまでとは違ったやりかたで製品や仕事の標準化を行う。 

③ 資源が生み出すものの価値を高め、新しい市場と顧客を創造する。（イノベーション） 

 

そして、このイノベーションの機会として 

 

ア.予期せぬことの生起 

イ.ギャップの存在 

ウ.ニーズの存在 

エ.産業構造の変化 

オ.人口構造の変化 

カ.認識の変化（ものの見方、感じ方、考え方の変化） 

キ.新しい知識の出現 

 

といった機会があるといっている。では、事業を最初から起こしたいろどりの横石氏を例に

ドラッカーのいう起業家とどのような点で一致するか分析を行った。 

それによると、横石氏は、地域に好循環を生み出し、地域の高齢者や女性をはじめとする住

民が収入を得られるにはという視点から、つまものの商品化事業を考え出している。そのアイ

ディアの事業化にあたっては、綿密なマーケティング活動の繰り返しとともに、供給者である

地元の生産者を積極的に都会の消費者と接触する機会を設けるなどして、入り口と出口のギャ

ップを埋めるような工夫を繰り返している。また、この事業の考え方のベースは、大規模な事

業展開を望むのではなく、あくまで地元の人がいきいきと暮らし続けていく事を基本とするコ

ミュニティビジネスの視点である。まさに、①の明確な手法と目的を持つという点に合致して

いる。 

更に、つまものという板前さんの自己調達が常識で市場化されていなかった業界を市場化し、

野山に広がる山の葉っぱを商品規格化している。さらにその商品の供給を上勝町内の高齢者や

女性に担ってもらうことにより、一から生産体制を作り出し、頻繁に料亭に通うなどして得た

ノウハウとネットワークを活かし、見事、生産から供給に至る体制を作り上げている。このこ

とは、これまで商品化されていなかったものを商品化し流通体制を整えたという意味で、②に

当てはまるといえる。 

また、山に無限にある葉っぱというこれまで無形と考えられてきた資産を規格化し商品化す



 69

ることにより、価値を生み出したこと、更に自己調達が常識だった世界を市場化させた事は、

まさにイノベーションであるといえる。 

よって横石氏は、ドラッカーのいうイノベーションを行う起業家の仕事を見事やり遂げた人

物であるといえる。 

そして、具体的なイノベーションの機会としていくつか挙げられているが、横石氏はつまも

の事業を考えるにあたって、高齢化という人口構造への着目に始まり、価値がないと考えてき

た葉っぱに価値を与えることができるという直感に始まった認識の変化、独自の時代洞察によ

り自己調達が主体のつまものを市場化できる可能性を感知するとともに、それを成し遂げてや

ろうという並々ならぬ思い等すべてがかみ合わさって、いろどり事業は結実したということが

できる。 
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４− ４− ７．フィット分析 

 

 ポーターは、事業活動におけるフィットの重要性であると述べている。では、各事例では

個々の活動がどのような形でフィットしているかについて検討を行った。 

 

（１）四万十ドラマ 

 この会社の根幹を支えるのが、四万十川というブランドイメージである。「最後の清流」と

いうイメージは、高知県をはじめ様々なメディアチャンネルによる宣伝に支えられ、都会の

人々の間で知名度を高めてきた。その流れにのったのが、四万十ドラマといえる。ここから発

売される商品は、四万十の持つイメージを具現化してくれるような、統一的で洗練されたデザ

インやコンセプトで、顧客が求めている懐かしさ、憧れ、そして癒しに見事に応えている。こ

のような事がなぜ可能になったかは、畦地氏が梅原氏や川村氏と出会って影響を受けたことが

大きかったのではないかと思う。畦地氏自身もこの２人との出会いで、四万十のブランドイメ

ージを具現化するセンスを磨くことができたと述べられている。 

 一種の都会的センス（＝都会の人々のツボを押さえる感覚）を身につけた畦地氏は、会社の

規模が小さいゆえに、商品の企画や開発、販売に至る隅々にまで手をかけることができたとい

える（逆にいえば、何から何まで自身が関わらざるを得ない状況だったともいえるが）。その

ことが、四万十ドラマに統一的なフィットを生み出す１つの要因となったといえる。 

 今後は、企業規模拡大によりどのような形でフィットを実現していくか、四万十のブランド

イメージを、どうやって色あせることなく維持するのかといった事が、課題となってくると思

われる。 

  

（２）いろどりと上勝町 

 上勝町では、２０００人の町にしかできないことを続け、人口増加を考えるのではなく、

色々な世代の人で賑わう町を目指している。そのビジョンに向けて地域の各セクターが、「地

域ブランドづくり」、「全員の力の投入」、「知恵を生む」等を基盤とする「上勝好循環シス

テム」を進めている。町全体で環境問題に取り組み、過疎高齢化等の地域課題解決に積極的に

取り組むなど、その各活動には一貫性があり、町全体でビジョンに向けての戦略的なフィット

がなされていることがわかる。（横石氏のマーケティング力が根幹で支えるのが農家をつなぐ

即時供給システム） 
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第 5 章 結論及び今後の課題 

 

５− １．結論 

 

第２章の先行研究は、ポーターの競争戦略論を取り上げ競争戦略が情報化の進展によりどの

ように変化をしてくるかについて考察を行った。それによると、情報化によって生じるデコン

ストラクションやバーチャルネットワークの構築は、これまでポーターの競争戦略のベースと

なっていた業界の定義や直線的なバリューチェーンの考え方をうのみにするのではなく、自社

にとっての業界とはどこまでを指すのか、あるいは自社を取り巻く業界環境はどのようなバリ

ューチェーンを形成しているのかについて、その根本から考え直す必要があることが分かった。 

また、ポーターのダイヤモンド理論の考え方をベースとする産業クラスター論については、

アメリカのシリコンバレーやイタリアのボローニャ地方の事例が頻繁に取り上げられているが、

それらの事例や考え方は、物理的（地理的）なものさしが基本となっていた。しかし、今後の

情報化によるバーチャルネットワーク形成の可能性は、これらの前提を大きく覆す可能性があ

り、これまで地理的に不利を被ることの多かった四国等をはじめとする中山間地域での産業振

興に、新たなチャンスをもたらす可能性が出てきている。つまり、立地的にも物理的にも不利

な地域であっても、今後の情報化の進展によりクラスターに参画する可能性が十分に考えられ

るようになったということだ。このことは、過疎や高齢化、産業の不振により衰退に悩む中山

間地域に光明をもたらすものであるといえる。しかし逆に言えば、地域間の垣根が情報化で取

り払われることにより、競争力のない地域はグローバル化の波に飲み込まれてしまう可能性が

あることも示唆している。 

 

第３章では、統計資料を基に四国の産業の現状分析を行った。これによると、四国は各県単

独では他県との競争力はあまりないが、４県を合わせると地方大都市との競争が可能な規模と

なることが分かった。また、産業形態を見ると第１次産業が占める割合が全国平均に比べると

高いことから、四国は第１次産業を主とする地域であることが分かる。今後、四国という地域

の特徴を活かした産業発展を考える場合に、四国の大部分を占める自然資源の担い手でもある

第１次産業振興が１つの鍵を握っていると見ることができる。 

そしてもう１つ、四国で元気な企業の事例やリナックスの事例にもあるように、コミュニテ

ィとの連携を視野にいれた企業戦略が重要であることが分かる。ただし、情報化やバーチャル

空間の進展により、コミュニティは必ずしも企業が立地する地域のみに限定する必要がなくな

っている。広くコミュニティをとらえ、連携を深めていくことが今後の発展可能性を左右する

ことが考えられる。ただ、いずれにしろ、地域での企業発展を考える場合には、ドラッカーの

定義にもある起業家が必要で、そのような人材をどのように確保するかが、今後の地域発展を

大きく左右することに留意する必要がある。 
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第４章では、四国の中山間地域で地場の資源やブランドを活かして収益をあげている企業を

２例とりあげ、どのような競争戦略を行っているかについて分析を行った。２事例に共通する

構造的な特徴は、企画開発やマーケティング部門に事業を特化し、その他の部分は地域の既存

の資源やインフラを活用する体制を整えたことである。これにより、既存システムを有効活用

しながら、地域の閉塞状況を打破するけん引役を果たした点が注目される。このことは、先行

研究の中にもあったデコンストラクションと同じ状態をひきおこしたことに匹敵する。 

人口減少等による過疎の影響を受け、地域力の減退に悩む自治体は多い。このような地域の

ほとんどは、税金や補助金の分配による横並びの助成政策を、施設や情報化に関わる一定のイ

ンフラ整備に投入してきた。しかし、今後は三位一体の改革により税源移譲と地方自立が促さ

れており、横並びはもう通用しなくなる日がそこまできているのである。 

そのことからも、今後は既存のインフラを有効に活用しつつ、その地域の資源や特徴に配慮

したビジネスチャンスをいかに生み出すか、ソフト面の充実を図りながらどのような価値創造

を行っていくかが重要になる。 

その手段の一つとして、デコンストラクションは有効と考える。しかし、その際に注意しな

ければならないのが、その企業を支えるサポーターがいるかどうかということと、起業家もし

くは起業家精神を持ち合わせた人がいるかどうかである。今回取り上げた２事例はどちらも第

３セクターでのスタートであるが、大きく違うのは、四万十ドラマはプランナーによる企画構

想がまずあり、その構想に対して近隣３町村が共同出資した企業体であり、いろどりは上勝町

が遭遇した作物の被害という危機を期に、横石氏のビジョンやコンセプトを中心に立ち上がっ

た企業体であるという点である。考え方やコンセプトにキーマンがうまくかみ合った場合と、

起業家であるキーマンが最初から参画していたいろどりでは、成長のプロセスが大きく違って

いる。 

 いずれの事例にしても、地場資源の価値を最大化するために、ブランド化や情報戦略を巧み

に組み合わせたフィットは、現在のところ独自性を保っている。このように他の追従を許さな

いようなフィットを作り上げるまでには、ミッションやコンセプトを大事にしながら、ただな

らぬ営業努力を続け、きめの細かい経営センスを持って進めてきたキーマンの働きが、なくて

はならないものであることを、この２つの事例は教えてくれている。 
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５− ２．今後の課題 

 

 

今後は、三位一体改革などにより地域の自立が一層求められてくる。この荒波を超えるため

には、まずこの流れがどのような方向に行くかの見極めが必要である。その中で、地域の自然

資本や独自資源を活用した産業システムの確立が望まれる。 

これまでの中山間地域は官を中心とするシステムが構築されてきたが、今後はその比重を民

へと移していかなければ生き残っていけない。民の部分をどのように育てていくかが課題であ

る。 

 

 

 既得権益に縛られるのではなく、官から民への適正規模でのシフトが重要となってくる。そ

の手段として、アウトソーシングや公設民営化等の手法がとられているが、移管の際にいかに

して官民のビジョン共有を図るかの部分を重要視することにより、自立のための共同歩調が可

能となる。 

 また、今回の事例にもあるようにスタートアップ時には、公的機関が一定の役割を担ってい

ることから、行政の支援体制の充実が課題である。 

 そして、何よりも最も大事な役割は、今後の地域社会のあるべき姿を示し、官民一体となっ

た体制づくりのための旗振り役をすることである。今後はより一層の地域格差が生じるといわ

れている。ビジョンを持たず知恵のない自治体は、途端に寂れてしまう。地域でよい循環をま

わすために、行政はソフト面での課題解決をサポートする体制づくりに関して、より一層の工

夫が課題といえる。 

 

 

官依存からの脱却が周知のものとなり、民間が担うべき役割は今後一層広がる。地域にある

自然資本の有効活用を視野に入れた、ビジネスプランの構築はひとつのチャンスといえる。市

場を見据えた競争力と問題解決力、企画力等の様々なスキルを身につけながら、既存の地域の

枠を越えた連携や協力による発展を志向する企業が望まれている。 

まさに、競争戦略をどのように実践していくかが、民間には今後より一層シビアに求められ、

地域の生き残りをかけたブレークスルーをいかに行っていくかが課題といえる。 

 

 

事例分析の中でもキーマンの存在が重要であることが示唆されていたが、人口減少と少子高

齢化が課題となっている中山間地域では、このキーマンの確保すらも難しい状況におかれてい

る。そういった意味でも、今後地域でどのような人づくりに対する戦略性と長期ビジョンを持

つかが、今後の課題といえる。 
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また、先の先行研究でクラスター的な発展には、人の接触による情報交換や交流によるシナ

ジー効果が欠かせないものであることが示されている。閉鎖系であった中山間地域で眠ってい

る資源をどのような形で開示し、人と人、人と資源を結びつけるかが発展の鍵となる。 

 

 

今後は、地域のごく限られた企業のみといった単発的な発展ではなく、地域全体でのシナジ

ーを志向する事業が重要となってくる。そのため、これまで異質なものと考えられてきた事業

体やセクター、地域や国を超えた協働の模索や、単独ではなく一体となった取り組み等を進め

ることが課題となってくる。 

また、バーチャル空間を介することで地域の限られた地域だけだったものが一気にグローバ

ルな市場へと広がっていく可能性があることが、いまや常識となっている。今後はバーチャル

と現実の並存、グローバルとローカルの並存、アナログとデジタル、機械化とマンパワー、都

会と地方の並存しかりといった一見まったく対立概念でもあったものを組合せたり、かみ合わ

せたりすることで、新たなビジネスチャンスを生み出すことが期待されている。 

 

いずれにしても、いろどりや四万十ドラマのような、地域の独自性を活かし、グローバル市

場に挑戦する企業の動きが、生き残りをかけた中山間地域の産業振興と持続可能性に影響を与

えることは確かである。 

今後の中山間地域が、グローバル化の進展と三位一体改革などの影響を受け、これまで以上

に厳しい競争環境にさらされ、地域間での競争や格差が生じ、元気で活気のある地域はますま

す元気に、負のスパイラルに陥った地域は衰退の流れから抜け出せなくなってしまう可能性が

ある。競争力のある地域であるためにも、限られた資源を有効に活用し価値の最大化を図って

いく必要がある。 

事例としてとりあげた企業のようにビジョンを持ち、地域の生き残りを明確に指向する企業

が増えることが、四国地域における産業活性化と自立の指標になるといえる。今後これらの企

業の活躍が、他の多くの地域に勇気と決断をもたらすものとなることを期待したい。 
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