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Abstract  In the context of the urban economics, the recent transformation of the 

geographical distribution of employment in industrial countries is understood by the 

simultaneous effects of the pull of the cheap labor cost in the periphery and the 

agglomeration economies based on either Marshall-Arrow-Romer type localization 

economy or Jane Jacobs type urbanization economy.  We analyze the case of the state 

of Rio de Janeiro, Brazil, applying the methodology of Glaeser et al. (1992).  We found 

the effect of the cheap wage in attracting jobs but both MAR and Jacobs type 

externalities were not relevant for urban growth in the Rio de Janeiro State during 

1985-2004.  This may reflect the lack of momentum in the non-traditional industries in 

Brazil, especially in Rio. 
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 過去 20 年余りにわたって、経済発展をめぐる議論では、外部経済の役割につい
ての研究が盛んに行われてきた。そのさきがけとなった内生的経済成長理論
（Romer:1986）は、生産要素の収穫逓減を仮定する新古典派モデルでは経済成長
は長期的には減速していくことになるが、知識や技術などの使い減りせず公共財
的性質を持つ要素が社会に蓄積されていくことで、持続的成長が実現されること
を明らかにした。外部経済はコミュニケーションを通じた知識のスピルオーバー
から生まれることに注目すると、いわゆる暗黙知の伝達にはフェイス・トゥ・フ
ェイスのコンタクトが不可欠で、スピルオーバーは距離の制約を受ける。外部経
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済の地域的限定性を重視する空間経済学は、都市において企業間で共有される情
報が重要な技術の源泉となり、その利点に誘われてさらに多くの企業が集まるこ
とによって情報がさらに蓄積されるという相互作用から、地域の成長を解明して
きた。
 1990 年代に登場した空間経済学は、イノベーションの産業組織論の研究にも刺
激を与え、情報のやり取りによって地域の技術革新を促進し競争力を高めるとい
うミクロ的研究が盛んに行われるようになった。例えば、Audretsch and Feldman 

(2003)は知識生産関数を用いて、特許件数を被説明変数として、R&D 投資などの
要素投入のほかに産学連携や企業間交流などの地域における様々な情報交換経路
の存在が知識創造に与える影響を検証している。このアプローチには実際に知識
伝達の経路を探ることができるという利点があり、どのような制度の強化が地域
の技術革新を促進するのか、政策分析に有益な情報を与えることができる。しか
し、このモデル分析が必要とする統計は公式にはほとんど存在しないため、情報
源をアンケート調査に頼らざるを得ず、サンプル数が少ないことや、データにサ
ンプル・バイアスが生じやすいことが問題となりやすい。
 一方、Glaeser et al. (1992)や Henderson et al. (1995)が行っている都市の成長に関
する研究は、情報のスピルオーバーを同業種の生産者間と多様な業種の生産者間
の 2 種類に分別し、どちらがより都市の成長に貢献するのかを分析する。この２
種類の外部経済は、Glaeser et al. (1992)によって、前者は「Marshall-Arrow-Romer

(MAR)型外部性」、後者は「ジェイコブズ型外部効果」と名づけられ1、以後定着
しているので、本稿でもこの呼称を採用している。Glaeser et al. (1992)は、1956

年から 1987 年の間に起こったアメリカの都市における雇用の成長を被説明変数
として、各都市の特定産業への特化度、労働者一人当たりの企業数（１企業あた
りの雇用数の逆数であり、この値が大きければ、都市が多数の小規模企業が集ま
った競争的環境であることを表す）、雇用の少数の産業への集中度（都市の業態の
多様性の逆数を表す）などの要因の説明力を検証した。その結果、雇用の特化と
特定業種への集中が雇用の成長にとってマイナスに、競争的環境にあることがプ
ラスに働いたことを示し、アメリカの都市の成長は、特化した MAR 型ではなく、
多様で競争的な環境のジェイコブズ型の外部経済によって促進されたことを明ら
かにした。その後、Henderson et al. (1995)はこの結果を再検討し、ハイテク産業
においてはジェイコブズ型の外部経済の重要性を確認したものの、伝統的製造業
に限定すれば MAR 型の外部経済が雇用の成長をもたらしたことを明らかにし、
産業の特性によって成長に寄与する外部経済が質的に異なるという視点を提示し
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た。
Glaeser et al. (1992) や Henderson et al. (1995) の分析方法は、工業センサス等か

ら得られる大規模で均質なデータセットを用いることができるため、データ分析
は知識生産関数アプローチよりも技術的に簡便と言える。しかし、それと引き換
えに、この分析方法は MAR 型あるいはジェイコブズ型の産業集積の内部で企業
や個人がどのような経路で情報のやり取りをして外部経済を発生させているかと
いう、知識生産関数アプローチが焦点を当てたミクロ的側面をブラックボックス
に入れてしまっており、政策含意に乏しい。
 このようにこの 2 つの分析方法には一長一短がある。したがって、分析対象の
経済について MAR 型とジェイコブズ型のどちらのタイプの情報のスピルオーバ
ーが都市の経済成長に影響を与えたかというマクロ的特徴を Glaeser et al. (1992)

の方法でより統計的に厳密に分析する研究と、知識生産関数を用いたミクロ的分
析でスピルオーバーの経路を探る研究を補完的に行うことが理想的といえる。

本稿では、ブラジルの場合について、特にリオデジャネイロ州を対象として
Glaeser et al. (1992)の方法により都市の成長と外部経済の関係を分析している。ミ
クロ的分析について本稿で取り扱うことは紙幅の制限があり、またそれを可能に
するだけの十分なデータ収集が実現していないため、今後の課題としたい。また
ここでブラジル全国ではなく一つの州だけを取り上げる理由は、本稿の分析で利
用したブラジル政府統計 RAIS（後述）のムニシピオ(市町村)レベルでのデータ整
理の労力が一つの州の範囲で膨大なものであったことと、リオデジャネイロ州統
計局（CIDE）の支援により、各ムニシピオの産業特性に関する質的情報が得られ、
III.1、2 の分析が可能になったためである。分析対象を全国に拡大することも今
後の課題としなければならないが、経済の空間パターンは細部が全体の自己相似
形になっているというフラクタルを援用した議論2もあることから、ブラジル研究
への空間経済学的接近として、本稿の議論は有用であろう。
 本稿は以下のように構成されている。第Ⅰ節ではブラジル全体について近年の
産業立地の変化について概観し、それについてのいくつかの既存研究の見解を検
討する。第Ⅱ節では本稿が分析対象とするリオデジャネイロ州の産業立地につい
て質的情報を与えたあと、我々が用いたデータと分析方法を述べ、分析結果を提
示する。最後に結論をまとめる。

Ⅰ ���������
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近年多くの研究者がブラジルにおける工業の分散化(desconcentração)の傾向を

指摘している。Diniz and Crocco (1996)によれば、伝統的に経済の中心であった南
東部、特にサンパウロ州やリオデジャネイロ州の雇用と生産の全国に対するシェ
アが長期的に低下する傾向は 1960 年代後半にすでに端緒が見られたが、分散化の
傾向は不況下で工業部門の雇用縮小が起こった 1990 年代に顕著となった。Saboia

(2001)が労働省雇用統計をまとめたところによれば、南東部の鉱工業就業人口の
全国シェアは 1989 年に 64.9％であったのが 1999 年に 56.5％に低下し、対照的に
南部は 19.8％から 24.9％に、中西部は 1.9％から 3.9％にシェアを拡大した。南東
部内部を見ても、サンパウロ州とリオデジャネイロ州のシェアが同期間に 45.7％
から 37.6％、9.6％から 6.7％へとそれぞれ低下したのに対して、内陸のミナスジ
ェライス州では 8.5％から 10.5％に増加するという分散化の傾向があった。

この現象の背景として、次のような要因を上げることができる。第 1 に、経済
の中心地において都市の過密化が地価や賃金の上昇を引き起こし直接的に企業の
生産費用を上昇させたこと、また、治安の悪化や環境問題の深刻化がもたらす外
部不経済によって事業環境の悪化が顕著になったことである。企業をひきつける
要因である大都市の突出した規模の需要の存在と、企業を外に押し出す要因であ
る費用の上昇の均衡が崩れて徐々に後者が強まっていったことを示唆している。
特に 1990 年代以降の貿易自由化によって、それまで貿易障壁に守られていた企業
がより低い国際価格での競争に追いやられたことは、費用要因の重要性を強調す
ることになった。

第 2 の要因として、地方と中心地を結ぶ輸送や通信、および地方の電力供給な
どインフラの整備が進んだことも重要である。これによって、地方に生産を転出
させて中心地から離れることによって市場アクセスが悪化するデメリットを緩和
しつつ、安い労働力や土地を利用できるメリットを享受することができるように
なった。

第 3 に、地方のインフラ整備は内陸地において主に輸出を行う大規模な農業・
鉱業の開発を可能にしたが、それによって地方においても所得水準がある程度上
昇したため、地方に転出することにより、その周辺の市場を獲得できるというメ
リットも現れた。

第 4 に、後進地域の経済格差を是正する目的で、政府によって地方への工場誘
致を優遇する様々なインセンティブが設けられたことも、分散化を後押しした。

ただし、この分散化は必ずしも中心地が空洞化したことを意味しない。地方に
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それまで存在しなかったような工業部門の雇用がスピンオフしていった一方で、
中心地ではサービス産業を中心に新しい産業へ雇用がシフトしていく転換が進ん
だ。こういった新しい雇用は、より高度な知識や技能を必要とするもので、流出
した分の雇用を補うほどの規模ではない。したがって、その過程ではうまく新し
い産業構造に適応できた労働者とそうでない労働者の間に格差が生じることにな
った。この問題については、別に論じる必要がある。

2. ����
次に、上で見た全国的な分散化の傾向に関して、ムニシピオレベルのデータを

用いて、成長した地域とそうでない地域の特徴を分析した既存の実証研究をレビ
ューしておこう。Saboia (2000)は、ブラジル全国で 5000 人以上の工業部門雇用を
有する 155 の産業集積地域を選定して、それぞれの特定産業への特化あるいは多
様性の度合いを数値化して分析した最初の試みであり、ブラジルの産業集積研究
でもっとも頻繁に引用される研究のひとつである。2 つの形態の外部経済と雇用
の成長の関連を分析する視点は Glaeser et al. (1992)と同様である。

先進国では一般的に多様性は巨大都市の特徴であり、小規模の産業集積はどち
らかといえば特化型であると考えられるが、Saboia(2000)ではブラジルでは中規模、
小規模の集積地域でも高度に多様な都市がある一方、大規模でありながら著しく
特化した都市が珍しくないことを指摘している。たとえば 155 地域中雇用規模で
13 番目にランクされるサンタカタリナ州ブルメナウ市は、繊維衣料関連産業に雇
用の 63.3%が集中している。Glaeser et al. (1992)がアメリカでは特化した都市は高
い成長を実現しなかったと結論付けたが、ブラジルでは特定の産業に雇用が 70%

以上集中するような特化度が非常に高い集積地域のうち 1989 年と 1997 年の間に
25%以上の雇用人口成長を達成したダイナミックな成長地域が 7 か所存在したと
も述べている。しかし、特化型都市の中にも雇用規模を大きく縮小させた衰退地
域も存在し、一概にブラジルでは特化型がダイナミックな成長をもたらしたと特
徴付けることはできないと述べるなど、Saboia(2000)自身は厳密な統計分析を行っ
ていないために、ブラジルにおける特化や多様性と都市成長との関係に関する明
確な結論を得ていない。彼の分析は、内生的成長理論や空間経済学が強調する外
部経済性の重要性については分析が不十分であるが、巨大都市から安い人件費を
求めて工場が地方に流出していった影響により、地方でそのような工場を受け入
れて雇用を拡大し所得を増加させた小規模な集積地の数が増加したことを指摘し
ている。
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Galinari et al. (2003)では、ブラジル全国の中規模以上の工業集積都市の工業部
門を対象にして、賃金の変化を被説明変数として、産業特化度を表す
Hirschman-Herfindal（HH）指数、産業内競争の程度を測る企業集中度、人的資本
を表す指標として教育年数を説明変数にして回帰分析を行っている。推定結果か
ら、賃金上昇に対する影響は HH 指数と企業集中度が負、教育年数が正であるこ
とがわかり、ブラジルでは人的資本に加えて、特化しておらず競争的な環境にお
けるジェイコブズ型の外部経済が賃金の上昇、すなわち労働生産性の上昇をもた
らしたと結論付けられた。Galinari et al. (2003)では特化が賃金上昇に負の影響を
与えたという推定結果を多様性が正の影響を与えたと読み替えたところに解釈の
飛躍があり、筆者が提示した結論に至るためには本来何らかの多様性の指標を加
えるべきであった。また、ジェイコブズ型の多様性の外部経済は工業だけでなく
サービス業を含んで検討されなければならない。このように多様性の重要さの検
証には問題を含んでいるが、特化は都市の成長にマイナスの影響を与えたという
現象は、Glaeser et al. (1992)が示したアメリカの場合だけでなくブラジルにも当て
はまるという結論は、Saboia(2000)の先駆的分析では明らかでなかっただけに、興
味深い。

1970 年と 2000 年の 123 集積都市のデータを用いた da Mata et al. (2005a、 2005b)

は分散化の原因として、輸送手段の改善と大豆等の輸出向け商品作物の生産が拡
大している内陸の農業地域の所得の増加、および伝統的大都市における治安等条
件の悪化が統計的に有意な説明要因であることを指摘したうえで、内陸地域で成
長している都市は周囲の農業地域で高まった需要を満たすような非交易財を中心
に生産しており、業種は多様であるとしている。この点は大都市から安い労働力
を求めて繊維衣料関連等の交易財の工場が移転して内陸地域の成長が促進された
とする Saboia (2000)の見解とは異なる。都市の消費者や輸出市場向けの工場の移
転の影響が強いのであれば、地方都市では雇用が特化し大規模な工場に集中して
いるはずであるが、da Mata et al. (2005a、2005b)の分析結果は地方都市の業種の多
様性を示しており、Saboia (2000)が指摘した、地方の小規模な集積における１企
業あたりの平均雇用人口の減少（企業の小規模化）は、あまり大きくない内陸地
域のローカルな需要を対象とした企業であるから、と考えたほうが説得的である。
加えて、da Mata et al. (2005a、2005b)は、大規模な都市は人口シェアを減らしなが
らも、周囲の中規模都市に分散した交易財企業に対するサプライヤーやハイテク
産業、専門的ビジネス・サービスといった多様で小規模企業が競争的に存在する
産業3で技能を必要とする雇用を維持し、依然として高い雇用所得水準を維持して
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いることを明らかにしている。この点は不十分な形ではあったが Galinari et al. 

(2003)が示した、ブラジルの都市成長に見られた多様性と高い生産性の関係をサ
ポートする実証結果であり、注目される。

以上のように、ブラジルの産業集積研究では、アメリカと同様にブラジルにお
いてもジェイコブズ型外部経済が都市の成長をもたらしているという仮説を支持
するいくつかの実証分析結果が提示されている。次節では、リオデジャネイロ州
を対象として Glaeser et al. (1992)の分析手法を利用しながら、我々が行った分析
の結果を紹介する。

Ⅱ �����������������

1. ��������������
この節では、リオデジャネイロ州について、1985 年から 2004 年の間にムニシ

ピオレベルでどのような産業構造の変化が起こったか、雇用の成長にはどのよう
な要因が影響したのかを明らかにする。
 リオデジャネイロ州はブラジル南東部に位置し、面積は 43,909km²であり人口
は 1,500 万人を超え（CIDE:2004）、2005 年現在、92 のムニシピオ（市町村）から
形成されている。リオデジャネイロ州産業開発公社 CODIN

4の区分に従えば、リ
オデジャネイロ州は北部、北西部、山間部、中央沿海部、都心部、中部、パライ
バ川中流域、南部湾岸地域の 8 つの地域に区分される5。2004 年の各地域の雇用
シェアは、それぞれの地域で 4.93%、1.21%、4.47%、3.65%、77.13%、1.60%、4.86%、
2.16%となっており、都心部に著しく集中していることがわかる。1985 年の時点
ではそのシェアが 85％を越えていたことを考慮すると、リオデジャネイロ州でも
都心部からの分散化の影響が見られる。それでも都心部は IBGE

 6による産業分類
の全 26 産業中 22 産業で 50%以上、うち 11 産業では 80%以上の雇用シェアを抱
えており、州内の大部分の雇用は依然都心部に集中している。

図 1 では、それぞれの地域の代表的な産業と州・産業内雇用シェアをまとめて
いる。各地域は次のような特色を持っている。北部は沖合に海底油田があり、そ
れに関連した産業が発達している。さらに、サトウキビを原料にしたエタノール
の生産も盛んである。エスピリトサント州、ミナスジェライス州双方と面してい
る北西部では、主にイタペルナ市周辺の畜産やサトウキビなど農業が中心で、州
内農業関連雇用の 8.43%を占めている。山間部では、伝統的な繊維産業が現在で
も機能しており、州内シェアの約 3 割を占めている。また、この地域の水源とブ
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ラジル南東部全体の市場へのアクセスから大手ビール工場が在り、食品・飲料産
業では 6.2%の雇用シェアを有している。都心部と北部の間に挟まれている中央沿
海部には州内の農業関連雇用の 12.71%が存在する。ただし、この地域はリオデジ
ャネイロ州の代表的な観光地であり、不動産管理や宿泊・飲食など観光関連のサ
ービスと近年進められているリゾート開発に起因する建設関係の雇用が拡大し、
85 年以降最も高い雇用成長率を達成した地域である。
 

州内シェア 1.60％の雇用規模にとどまっている中部では、農業関連のシェアが
6.67%でトレスリオス市周辺の畜産関係の加工品が代表的である。同地域の西側
に位置するパライバ川中流域はサンパウロ方面へのアクセスの良さから、古くか
ら産業政策の対象とされ、1941 年にはヴァルガス政権下で南米最大規模の国営製
鉄所が作られた。1993 年に民営化され生産効率の見直しが行われた結果域内にお
ける雇用支配力はかつてと比べ弱まったが、現在でも金属・冶金産業は 4 割近い
雇用シェアを占めている。さらに、90 年代後半にはレゼンデ市にフォルクスワー
ゲンが、ポルトレアル市にプジョー=シトロエンが参入し同地域における自動車
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関連産業の発達を促した。域内に港を二つ抱える南部湾岸地域は造船を中心とし
た輸送機器関連のシェアが 23.27%を占め州内でも重要な機能を果たしている。ま
た、この地域でも観光関連のサービス業などが非常に盛んである。

2. ��������
 以下の統計分析では、労働雇用省（MTE

7）が集計するデータ RAIS
8を用いてい

る。する。RAIS は、毎年作成される労働や雇用に関する統計資料であり、主に、
雇用人数、失業者数、賃金水準、企業規模と数について産業部門別・地域別でま
とめられている。作成開始当初は北部・北東部・中西部については十分にカバー
されておらず、これらの地域も含めフォーマルな雇用の 90%以上を対象とするよ
うになったのは 90 年代に入ってからのことである。また、データ収集時に採用さ
れる指標の変化から、産業分類に関しては 1985 年から実施されている IBGE の
26 分類に加え、1995 年以降はより詳細な経済活動分類 CNAE

9に則った統計も採
用されている。RAIS 作成開始時点でデータ収集に地域的な偏りがあったこと、
細かい産業分類に従ったデータが 1995年以降でしか得られないことの 2点は分析
の範囲を制約する要因となっている（Saboia:2000）。また、複数の工場を抱える
企業が全ての情報をまとめて申告する可能性の排除が必ずしも徹底して行われて
いなかった点も RAIS のデータの限界であると指摘されている（Resende and 

Wyllie:2005)。以上のような不完全性を抱えつつも、ムニシピオレベルでの産業別
の雇用人数や企業数・企業規模、賃金水準などについて毎年作成される RAIS に
より分析可能となる研究は少なくなく、本稿もその一つである。
 本稿で用いる指標は、IBGE の 26 産業に分類されているリオデジャネイロ州の
各ムニシピオの雇用人数、賃金水準、企業規模とその数である。1985 年以降現在
までに、同州ではムニシピオの数が 64 から 92 へと増加しているため、本稿の分
析では 2004 年時点のムニシピオを 1985 年時点のものに統合して扱っている。ま
た、賃金水準については、通貨単位の変更やインフレを考慮して IBGE の消費者
物価指数 IPCA を用いて 2004 年価格に統一して計算を行った。
 前節で検討したブラジルの産業集積研究の先行研究と異なり、本稿では工業だ
けでなく都市経済のサービス化を考慮するために公務員を除くサービス業を含ん
でいる。公務員を除いたのは、小規模なムニシピオにおいて公務部門が最大の雇
用を提供しているケースが散見され、そうしたムニシピオが公務員に特化してい
ることにならないようにするためである。

以上のデータを用いて、まず、各ムニシピオの産業構造を特徴づける 3 つの指
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標を以下のように算出した。
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は 1985 年の i市 j産業の雇用を、
1985,jB

Empl
−

は 1985 年のブラジル全

体の j産業の雇用を指す。特化の指標は、 i市で j産業に関わる労働者のシェアを
全国的な j産業の特化傾向と比較して、この指標が 1 より大きければ i市は j産業
に関してブラジル全体の平均値よりも多くの雇用を配して特化傾向を示している
ことを指す。競争については、

1985,ji
Estab

−

が 1985 年の i市 j産業内の企業数を、

1985,jB
Estab

−

はブラジル全体のそれを意味し、労働人口一人当たりの企業数を i市

と全国平均で比較している。この指標が大きい場合、i市 j産業は多数の小規模企
業によって構成されるより競争的な産業構造を持つことを示す。逆にこの指標が
小さければ、数少ない比較的大規模な企業により成り立つ企業間競争の少ない産
業構造を表すこととなる。

以上の特化と競争に関しては、Glaeser et al. (1992)と同じ指標を用いているが、
多様性に関しては以下の考え方による独自の指標を用いた。第 1 項は i市が j産業
において州内で占めているシェアを全 26 産業について足しあげたもので、この値
が大きくなることは、i市が多くの産業で雇用を有していることを表す。しかし、
これだけでは一部の産業に著しく特化しているためにこの値が大きくなるケース
を含んでしまうため、これらのケースを排除するために、 i市の特化係数を 26 産
業について合計した指標の逆数をかけることによってコントロールしている10。

1985 年の特化度上位 10 の市・産業を表 1 に、多様性上位 10 の市を表 2 に、ま
た 2004 年時のそれぞれのランキングを表 3、表 4 に提示した。表 1 と表 3 で第 1

位になっているマカエ市の鉱物採掘産業とは、先に述べた石油関連の産業を指し
ており、同市が同産業に強く特化した状況にあることがわかる。また、これらの
表から特化度の高い産業の多くは製造業であり、言い換えればここにあげられて
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いる産業は、特定地域に特化することを示している。
一方、表 2 と表 4 から、州都であるリオデジャネイロ市が突出した多様性を示

していることがわかる。これに続いて人口規模の大きいムニシピオが上位に位置
しており、これは多様性が都市化の指標であることからも期待された結果と一致
する。1985 年と 2004 年を比べると、2 位以下のムニシピオでは多様性が高まって
いることから、全体的に産業構造が多様化しつつある傾向が見受けられる。

表 1. 1985 年特化（上位 10 ムニシピオ-産業）    表 2. 1985 年多様性（上位 10）
順位 ムニシピオ 産業 特化 順位 ムニシピオ 多様性

1 マカエ 鉱物採掘  41.72  1 リオデジャネイロ 0.7865

2 ピライ 紙・ダンボール・出版 28.73  2 ニテロイ 0.0357

3 ヴォルタレドンダ 非金属鉱物製品  27.21  3 ドゥケデカシアス 0.0300

4 マンガラチバ 鉱物採掘  25.00  4 ノヴァイグアス 0.0265

5 カンタガロ 非金属鉱物製品  24.78  5 ｶﾝﾎﾟｽﾄﾞｽｺﾞｲﾀｶｾﾞｽ 0.0237

6 パラカンビ 医療・歯科・獣医  18.72  6 ペトロポリス 0.0204

7 メンデス 紙・ダンボール・出版 17.40  7 ヴォルタレドンダ 0.0192

8 アングラドスレイス 輸送機器  15.52  8 サンゴンサロ 0.0162

9 シルヴァジャルヂン 農業・林業・畜産・植物 14.66  9 バハマンサ 0.0115

10 カボフリオ 鉱物採掘  13.61  10 サンジョアンデメリチ 0.0102

表 3. 2004 年特化（上位 10 ムニシピオ-産業）   表 4. 2004 年多様性（上位 10）
順位 ムニシピオ 産業 特化 順位 ムニシピオ 多様性

1 マカエ 鉱物採掘  43.93  1 リオデジャネイロ 0.6541

2 ｴﾝｼﾞｪﾆｪｲﾛ･ﾊﾟｳﾛﾃﾞﾌﾛﾝﾁﾝ ゴム・タバコ・皮革等 20.74  2 ドゥケデカシアス 0.0536

3 アングラドスレイス 輸送機器  16.41  3 ニテロイ 0.0482

4 イタボライ 非金属鉱物製品  13.88  4 ノヴァイグアス 0.0413

5 パラカンビ 衣服繊維・織物工芸品 12.40  5 ｶﾝﾎﾟｽ･ﾄﾞｽ･ｺﾞｲﾀｶｾﾞｽ 0.0348

6 ピライ 紙・ダンボール・出版 11.98  6 サンゴンサロ 0.0305

7 カンタガロ 非金属鉱物製品  11.52  7 ペトロポリス 0.0251

8 バハドピライ 金属・冶金  11.48  8 ヴォルタレドンダ 0.0194

9 ノヴァフリブルゴ 衣服繊維・織物工芸品 9.81  9 マカエ 0.0191

10 メンデス 紙・ダンボール・出版 9.57  10 レゼンデ 0.0161

（出所）筆者作成
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3. ����
先述の各指標を用い、Glaeser et al. (1992)タイプの分析にいくつかの改変を加え

て分析を行った。雇用成長率を被説明変数とした推計式は以下のとおりである。
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1985,ji
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は 1985 年の i市 j産業の平均賃金を指す、 NMdummyは非製造業ダ

ミー変数で、IBGE26 産業分類を製造業と非製造業の 2 つにグループ分けして用
いている。1985 年もしくは 2004 年時点で労働者数が 0 となっている産業は除き、
有効なサンプル数は全体で 1154 となった。この推定式のほかに、左辺を i市 j産
業の賃金の成長率に置き換えて同じ被説明変数を用いた計算も行った。推定方法
は最小二乗法である。

表 5. 回帰結果（1） 
( )

1985,2004,
log

jiji
EmplEmpl

−−

Dependent Variable (1) (2) (3) (4) 

Constant 0.280*** -0.233*** 0.153*** -0.044 

 (0.058) (0.058) (0.057) (0.064) 

)log(

1985,

2004,

jB

jB

Empl

Empl

−

−

0.895***

(0.094)

0.884***

(0.088)

0.794***

(0.095)

1.006***

(0.089)

1985,ji
AvWage

−

-0.223*** -0.233*** -0.286*** -0.152*** 

 (0.043) (0.040) (0.043) (0.041) 

1985,ji
Empl

−

-0.049* -0.040 0.006 0.017 

 (0.029) (0.028) (0.036) (0.034) 

非製造業ダミー 0.173* 0.439*** 0.265*** 0.286*** 

 (0.092) (0.086) (0.093) (0.088) 

特化 -0.100***   -0.079*** 

 (0.014)   (0.013) 

競争  0.046***  0.042*** 

  (0.003)  (0.003) 

多様性   -1.017*** -1.063*** 

   (0.389) (0.361) 

adjusted R

2

0.255 0.323 0.226 0.345 

a. （）内は標準誤差 , b. 有意水準 * 10%、 ** 5%、 *** 1% 

 表 5 にあげた i市 j産業の雇用成長率から見てゆくと、まず、 i市 j産業の雇
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用の増減は、国全体の各産業の傾向が強く反映されていると言える。ブラジル全
体で雇用を増やす傾向にある産業では、リオデジャネイロ州内のムニシピオでも
雇用成長にプラスに影響していたのである。次に、

1985,ji
AvWage

−

のパラメータの

推計値がすべてマイナスの符号であったことから、ある地域で雇用人口の成長を
体験した産業ではもともと賃金水準が低かったことがわかる。これは低い賃金水
準を求めて企業が移動し、そこで雇用創出が行われるとした Saboia (2000)の指摘
を裏付けるものである。また、1985 年時点での雇用規模は負の影響を示し、初期
時点で雇用規模の大きかった地域からの雇用の流出を見ることができるが、パラ
メータの推定値は小さく、統計的有意性も低く、符号条件も不安定であることか
ら明確に結論付けることはできない。また、このデータがカバーする IBGE26 産
業分類は製造業以外を含んでいるので、サービス産業化の影響をコントロールす
るために非製造業雇用を特定するダミーを入れたが、そのパラメータの推定値は
期待されたように正で統計的に有意であった。

本稿の分析では、産業や都市の成長を規定する要因を地域特化の MAR 型と都
市化・多様化のジェイコブズ型の 2 つを軸に分析を行った Glaeser et al. (1992)や
Henderson et al. (1995)と同様に、前節で導入した特化･競争･多様性の指標を都市
の雇用成長の説明変数として用いている。これらの推計結果は以下の通りである。
 特化は、マイナスの係数が推計され、全国的な産業ごとの平均的傾向以上に特
化した産業では雇用成長が低かったことを指している。リオデジャネイロ州内の
ムニシピオについても、Saboia (2000)が指摘しているように、特化度の高い産業
でもダイナミックな成長を遂げたものはなくもない。しかしながら、同州全体で
みると高い雇用成長を実現した産業の多くは、全国的な産業ごとの特化傾向に比
べ 1985 年時点での特化度は低かったことから、1985 年時点で特定の産業に地域
的に特化している地場産業では MAR 型の外部経済がその後の雇用成長にプラス
の影響を与えなかったと結論づけられる。つまり、大都市から地方に向けて雇用
が分散していく際に、もともとある産業に特化していた地方都市が MAR 型外部
経済の働きによってその中心的な受け手になったのではなく、その他の地域の安
い賃金労働力がより強い誘因となっていったようである。
 労働者一人当たりの企業数を全国的な傾向と比較して求められた競争を表す指
標については、プラスの影響を示す係数が推計された。このことより、リオデジ
ャネイロ州においては、地域の雇用構造で数少ない大企業が支配的な場合よりも
多数の小規模企業で構成される競争的な産業構造を持つ場合に雇用成長が実現さ
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れやすかったことがわかる。この結果は Saboia (2000)、Galinari et al. (2003)、da

Mata et al. (2005a)の分析結果を支持するものである。
 ジェイコブズ型の外部経済を示す多様性の指標に関しては、負の影響が明らか
にされた。すなわち、多様な産業を抱えるいわゆる都市化型の産業構造が雇用成
長の要因としてプラスの作用をもたらさなかったのである。Saboia (2000)は、ジ
ェイコブズ型の多様性に富んだ産業構造と産業・地域の成長との関係を結論付け
ることはできないと結論を保留していたが、本稿の分析ではパラメータが負で統
計的に有意な影響を示しており、リオデジャネイロ州に関してはジェイコブズ型
の外部経済の働きを明確に否定する結果となった。かつて首都として隆盛であっ
たリオデジャネイロ州経済は長期的に衰退する傾向を示しており、全国的に見て
イノベーションが盛んな産業はサンパウロや南部地域に集中する傾向にある。本
稿の分析結果は、リオデジャネイロ州の都心部から周辺地域に雇用が流出する中
で、必ずしも都心部で新しい産業の雇用が増大していないことを示唆している。

表 6. 回帰結果(2)

( )
1985,2004,

log
jiji

AvWageAvWage
−−

Dependent Variable (1) (2) (3) (4) 

constant 0.380*** 0.347*** 0.365*** 0.347*** 

 (0.034) (0.034) (0.034) (0.036) 

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎝

⎛

−

−

1985,

2004,

log

jB

jB

AvWage

AvWage

0.699***

(0.060)

0.695***

(0.060)

0.697***

(0.060)

0.696***

(0.060)

1985,ji
AvWage

−

-0.198*** -0.198*** -0.204*** -0.199*** 

 (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

1985,ji
Empl

−

0.004 0.005 -0.004 -0.004 

 (0.009) (0.009) (0.011) (0.011) 

非製造業ダミー -0.030 -0.011 -0.023 -0.011 

 (0.023) (0.023) (0.023) (0.024) 

特化 -0.006   -0.004 

 (0.004)   (0.004) 

競争  0.003***  0.003*** 

  (0.001)  (0.001) 

多様性   0.150 0.160 

   (0.117) (0.117) 

adjusted R

2

0.257 0.261 0.257 0.262 

a. （）内は標準誤差 , b. 有意水準 * 10%、 ** 5%、 *** 1% 

 賃金の成長率を被説明変数にした分析結果は表 6 に示されている。全国的に成
長した産業ではリオデジャネイロ州においても賃金成長が同調して高くなってい

ること、初期時点での賃金水準のパラメータがマイナスの符号を示し、低賃金地
域に雇用が移動してより高い賃金上昇が見られたという推計結果が導出された。
また、競争を示す指標についてはプラスで有意な係数が求められた。特化や多様
性については、統計的に有意な結果とはいえないものの、特化はマイナスを、多
様性については表 5 で示した雇用成長の回帰とは異なり符号がプラスに推計され
ている。このことから、もともと特化度の高かった地域では雇用の成長とともに
賃金水準の成長も低かったのに対して、多様性の高いムニシピオ、すなわち都市
化型の地域では雇用の成長率は低かったもののジェイコブズ型外部経済によって
賃金成長には正の効果があったことがうかがわれる。すなわち、低い賃金水準を
求めて退出する産業がある一方で、もともと多様であった都市化型の地域にはそ
れ以外の熟練技能労働力を必要とする産業が残り、これらの産業においては高い
賃金が支払われるという空間的な産業構造の分化がおこったことが考えられるの
である。この点に関しては、より精度の高いデータを用いた検証によってさらに
厳密な考察を行わなければならない。

��

 ブラジルでは近年産業が地理的に分散する傾向があることが観察されてきた。
本稿では Glaeser et al. (1992)の分析枠組みを用いてリオデジャネイロ州における
各ムニシピオの雇用成長の要因としての外部経済の役割の大きさを検討してみた
結果、MAR 型の特化の外部経済の効果は負であり、伝統的な特化型の産業集積地
から賃金の安い地域に雇用が移転しているという、Saboia(2000)が記述的に示した
現象が統計的に有意に検出された。

一方、da Mata et al. (2005b)が全国を対象に行った分析から得られた多様性の外
部経済が雇用成長に与えうる影響は、リオデジャネイロ州については支持されな
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の重要性が都心部で高まっていることが確認されるかもしれない。この研究につ
いては、別途稿を改めたいと思う。

また、リオデジャネイロ州においても、ジェイコブズ型外部経済は都心の賃金
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ること、初期時点での賃金水準のパラメータがマイナスの符号を示し、低賃金地
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の上昇に正の影響を与えているという結果が得られており、多様性が生産性を引
き上げる効果を見出すことができた。しかし、これが雇用の成長に結びついてい
ないのは、技能労働の市場は非熟練労働力よりも国内流動性が高く、州を越えた
地域間競争にさらされているためで、より強い外部経済性を発揮しているサンパ
ウロ市等の産業集積に、雇用を吸収されているのではないかと考えることができ
る。このような視点を取り入れた本格的な実証分析を行うことも今後の課題とし
たい。 
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1 「MAR 型」の命名は、Marshall(1890)が特定産業の集積地ではその産業に固有の技
術が「空気に漂っているように」(Book IV, Chapter X)存在すると形容したことや、 実
践による学習の重要性に焦点を当てた Arrow (1962）、知識の蓄積を取り入れた Romer 

(1986)の業績に由来する。一方、「ジェイコブズ型」は、多様な産業が混在する大都
市にこそイノベーションの活力が溢れていると論じた Jacobs (1969)の著作に依拠し
ている。
2 例えば Anas et al. (1998)を参照。
3 地域を考慮せずに産業内の企業間競争と生産性の関連を分析した Feijo et al. (2003)

は、国全体で見れば大企業の存在が支配的な構造の産業のほうが企業単位の生産性が
高く、その傾向は 90 年代の経済自由化政策とともに強まっていると述べている。し
かし、ジェイコブズ型外部経済の重要性を支持する Glaeser et al. (1992)や da Mata et al. 

(2005a)は、外部経済性は小規模な多数の企業が存在する競争的環境において生産性を
押し上げる効果が高いことを示している。本稿の第Ⅱ節でも同様の実証分析結果が示
される。
4

 CODIN(Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro) 

<http://www.codin.rj.gov.br/> 

5 北部(Norte Fluminense)、北西部(Noroeste Fluminense)、山間部(Serrana)、中央沿海部
(Baixadas Litorâneas)、都心部(Metropolitana)、中部(Centro-Sul Fluminense)、パライバ
川中流域(Médio Paraíba)、南部湾岸地域(Costa Verde)。地域名は筆者訳。
6

 IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) <http://www.ibge.gov.br/> 

7

 MTE(Ministério do Trabalho e Emprego) <http://www.mte.gov.br/> 

8

 RAIS(Relação Anual de Informações Sociais) 

<http://www.mte.gov.br/EstudiososPesquisadores/PDET/Acesso/RaisOnLine.asp> 

9

 CNAE(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) <http://www.cnae.ibge.gov.br/> 

10 この基準は多様化しているムニシピオの概念として、一つ一つの産業で一定規模以
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上の雇用を抱えていることを想定している。仮に、ひととおりすべての産業に雇用を
有しているが、一つ一つの産業の州内シェアが極めて小さいムニシピオが存在すると
しても、必ずしも多様化指標は大きくならない。そのようなムニシピオは多様化も特
化もしていないと見なされる。
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