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There are still many regions where have not been beneﬁted from the investments of building advanced ICT
infrastructures. It is crucial to understand the factors for formulating effective and sustainable countermeasures to
transform regional economics along with resolving social problems by implementing ICT infrastructures.
This paper addresses about the methodology to apply statistical techniques developed to reveal distinct elements
of these factors and improve the administrative policies for investing in ICT infrastructures. Those techniques are
mainly based on PCA（Principal Component Analysis）and MRA（Multiple Regression Analysis）
．
To verify the validity of the method addressed in this paper, the latest data published from Statistics Bureau of Japan as well as the
author's ﬁeld studies were injected to interpret the deliverables.
These data suggests that ICT infrastructure does not link to the promotion of regional economic performance
immediately under the economic policy. To maximize the investments on the promotion of regional economic performance, local authorities should play a new key role to govern regional independence information policies under
free economy.

Key words : Regional Economics, Economic Regeneration, ICT, Principle Component Analysis, Multiple
Regression Analysis.

した主成分分析と重回帰分析を組み合わせた統計解析
手法である．本稿で提起した解析手法を熊本県全域の
市町村に適用して，その適合性を検証する．

1．課題
情報通信技術（ICT）の普及は地域格差を是正し，
均衡のとれた経済発展を可能にすると期待され，その
ための情報化政策が実施されてきた 1）．現在では ICT
基盤の整備が進み地域経済は変化してきたが，その影
響力の現れ方はさまざまである．現実問題として多額
の ICT 投資をしたにもかかわらず経済効果が現れて
いない地域も多く，課題は深刻化してきている．これ
は ICT 基盤の整備が地域経済の振興に結びついてい
ないことを意味する．その原因はどこにあるのか，本
稿で明らかにしたい．
さらに，この研究目的を達成するためには分析方法
を開発することが求められる．本稿では地域経済再生
モデルの考え方を提起して，
具体的な手法を開発した．
これは地域経済の特徴を捉えるための経済指標を基に

2．分析視点と解析方法
本稿で提起する新しい経済分析の基本視点は 2 つの
基本軸で構成している．
基本視点の 1 つは地域経済構造の基本軸であり，
「地
域経済が潜在的に持っている基礎体力（ICT 基盤や人
材などの生産要素）
」として位置付けた．もう 1 つの
経済構造軸は「経済的な成果」としての市町村民 1 人
当たり所得である．これを図 1 で具体的に説明する．
地域経済の基礎体力として考えた視点は，地域がす
でに持っている ICT 基盤や人材，地域資源などの生
産要素である（図 1 の横軸）
．例えば ICT 基盤が充実
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し，人材が豊富で，地域資源などに恵まれている地域
は地域経済の基礎体力がある地域として評価した．平
均的に見ると，地域経済の基礎体力がある地域は経済
基本視点の１つは地域経済構造の基本軸であり，
「地域
的成果の代表的指標である 1 人当たり市町村民所得
経済が潜在的に持っている基礎体力（ICT 基盤や人材な
（以下では所得と略称する）が高い傾向にある．つま
り図 1 で示すと，Y1 → Y2 → Y3 へと高まることを意
味している．この両者の関係を示したのが図
1 の地域
1
経済構造軸である．いわゆる地域経済を構成する生産
要素を結び付けて 1 人当たり所得の向上に寄与する地
域経済システムの形成である．この地域経済システム
は，A → B → C へと高度化する．
しかし，現実問題として地域経済の基礎体力がある
からといって，その地域の 1 人当たり所得が高くなる
とは限らないであろう．例えば，地域経済の基礎体力
が同程度（X2）であっても，生産要素の活かし方（地
域経済システム）に差があり，1 人当たり所得にも格
差が出てくる．図 1 では，地域経済の基礎体力を平均
的に活かした場合は B であり，地域経済の基礎体力
を活かしていない場合は BL，最大限に活かしている
場合は BU として示すことができる．
この基本的な考え方は人の基礎体力に例えて考え
ると分かりやすい．同じ基礎体力（X2）の人でも，
100m を速く走る人（BU）と遅い人（BL）がいる．速
く走る BU の人は自分の基礎体力以上の成果を出して
いる．この人は走り方などの工夫をしてかなりの練習
を積んできた人であろう．基礎体力以上に成果を上げ
ている努力家である．一方，
遅い BL の人は自分が持っ
ている基礎体力すら発揮できていない場合であり，努
力不足といえよう．
この評価結果から改善策を考えてみよう．BU の人
がこれまで以上により速く走るには，これまでにかな
り練習して走り方を工夫しており，このままでは限界
がある．これからは長期的な視点が必要な基礎体力の
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強化が改善策として有効であると考えられる．つまり
基礎体力を高めることによる速さへの挑戦であり，図
1 で示すと点 BU を右上にシフトさせる工夫と努力で
ある．一方の BL の人の場合には，現在持っている基
礎体力が十分には発揮されていないので，その基礎体
力を十分に発揮できる走り方などの工夫と練習が有効
である．つまり点 BL を上にシフトさせる改善策であ
る．
この仮説と同じように，ICT 基盤などの地域経済の
基礎体力を十分に活かしきっている地域（BU）は , こ
れから地域経済振興を図るには ICT 基盤の進展と地
域経済システムの改善策が伴うことが求められる．こ
れには ICT 関連の設備投資が伴うので長期的な経済
対策が必要である．
一方，地域経済が持っている基礎体力が発揮できて
いない地域（BL）は，現状の ICT 基盤を地域経済に
活かせる工夫が必要である．これは短期的な経済対策
として位置付けられる．しかし，この地域の場合，現
状のまま ICT 基盤の整備を進めても ICT の活用能力
とモチベーションが低いために経済効果への期待は少
ないと予想できる．
このように本稿で提起した地域経済再生モデルによ
る経済分析は，現在の情報化政策が抱えている問題を
解決するために必要な手段であると考えられる．

3．地域経済構造の統計的解析法
熊本県全域（45 市町村）の地域経済構造の特性を
把握するために産業別の就業者比率を用いた．経済構
造を構成する主な産業分野として国勢調査で用いられ
ている 20 の産業分野を選んだ．これらの産業分野は
総務省「日本標準産業分類」に基づくものである．こ
の 20 の産業分野の中には分類不能の産業として 1 つ
の分野が設けられているので，これを除外して実質的
には 19 の産業分野を分析対象の指標とした．
これらの 19 の産業分野を基礎データ（国勢調査，
2010 年）として，主成分分析で地域経済構造軸を抽
出する 2）．主成分分析のアルゴリズムはつぎのように
整理できる．19 次元空間で最大の情報量をもつ新し
い座標軸 Z1（第 1 主成分：総合特性値であり地域経
済構造の特性を最もよく示す主要軸）を求める．ここ
で求められた第 1 主成分 Z1 は（1）式のように，もと
の座標（19 産業分野）x1，x2，…，x19 のウエイト付
き 1 次式で表されるので，Z1 は総合特性値としての
意味をもっている．なお，
第 1 主成分 Z1 の係数 l（i=1，
1i
2，…，19）は（2）式の条件のもとで Z1 の分散が最
大になるように決める．これは地域経済構造を構成し
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ている 19 指標（産業分野）を基にして分析するので，
この 19 指標に含まれる地域経済構造の情報量を最も
多く網羅するための統計解析手法である．
Z1 ＝ l11x1 + l12x2 + … + l1pxp
Z2 ＝ l21x1 + l22x2 + … + l2pxp
……
…（1）
Zk ＝ lk1x1 + lk2x2 + … + lkpxp
……
Zm ＝ lm1x1 + lm2x2 + … + lmpxp
ただし，p=19，m=19
ここで，
lk12 + lk22 + … + lkp2 = 1 ，
（ k = 1，2，…，19）…（2）
Z1（第 1 主成分）だけで情報量が集約できないとき
（第 1 主成分のみでは元の情報量をまとめられない場
合）は，Z1 と直交する座標軸のうち情報量が最大の
座標軸 Z2（第 2 主成分）を求める．つまり，第 2 主
成分 Z2 の係数 l2i（i=1，2，…，19）は（2）式を満足し，
かつ Z2 が Z1 と無相関（相関係数＝ 0）になるという
条件（情報量を二重に計算しないようにするため）の
もとで Z2 の分散が最大（最も説明できること意味す
る）になるように定める．
これは地域経済構造を示す 19 指標の情報量を第 1
主成分のみでは十分に総合指標化できないので，こ
こで残された情報について，第 2 主成分として，第 1
主成分の抽出時と同じ条件のもとで総合指標を抽出す
ることを意味している．主成分の軸は Zp まで求める
ことは可能であるが，分析結果を検討する過程で経済
理論との整合性から主成分の数が決められる場合が多
い．
主成分軸を採択する基準として，相関係数をもとに
して主成分分析を行った場合には，固有値が 1 以上の
場合は総合指標としての意味を持っているので採択す
るという考え方もある．しかし，実際は抽出軸の解釈
を行う過程で，経済理論的な整合性を考えて判断する
のが適切であると考えている．
主成分分析の結果，第 1 主成分の因子負荷量を示し
たのが表 1 である．なお第 1 主成分の寄与率は 34.3％
であった．
第 1 主成分の因子負荷量が大きな指標は，
不動産業，
情報通信業，卸売・小売業，教育・学習支援業，金融・
保険業，学術・技術サービス業である．一方，マイナ
スの符号では農林業である．この結果から地域経済構
造を示す代表的な経済軸は，情報通信業とその関連産
業を中心とした地域経済構造軸であることが分かる．
この情報関連産業の対極にある地域経済構造は農林業
の比率が高い経済構造である．これは農林業の因子負
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表1

主成分分析の結果（第 1 主成分）

産業分野

因子負荷量

1

不動産業他

0.88

2

情報通信業

0.83

3

卸売・小売業

0.82

4

教育・学習支援業

0.82

5

金融・保険業

0.81

6

学術・専門技術

0.80

7

サービス業

0.58

8

運輸・郵便業

0.48

9

製造業

0.36

10

医療・福祉

0.29

11

電気ガス水道業

0.23

12

娯楽業

0.22

13

漁業

-0.01

14

公務

-0.01

15

宿泊・飲食業

-0.28

16

建設業

-0.29

17

採石砂利採取業

-0.44

18

複合サービス業

-0.69

19

農林業

-0.85

荷量が ⊖0.85 を示していることから判断できる．つま
り，第 1 主成分の値が大きな市町村ほど情報関連産業
が集積しており，地域情報化が進んでいる市町村であ
るといえる．
また第 2 主成分の因子負荷量が大きな指標は漁業
（0.79）
，医療・福祉（0.71）であり，これは漁村で福
祉関係に従事している人が多い経済構造を持った地域
であり，特に高齢化が進んでいる地域の経済構造を意
味している．言い換えると第 2 主成分の意味は，第 1
主成分で示された市町村の地域情報化のレベルが同じ
市町村の中でも第 2 主成分の値に違いがあることを意
味している．つまり第 1 主成分は地域情報化のレベル
を示す総合指標であり，第 2 主成分は情報化以外の地
域経済の特性を示していると解釈できる．なお第 2 主
成分の寄与率は 14.3％であった．

4．地域経済構造の特性と所得水準の関係
地域経済構造の特性と市町村民の所得水準の関係を
明らかにする．
主成分分析で求めた地域経済構造軸
（主
要な 3 つの主成分）を説明変数とし，1 人当たり所得
を被説明変数として重回帰分析を行い，地域経済構造
の特性と所得水準の関係を求めた．なお所得（市町村
民所得）は雇用者報酬（賃金など）
，財産所得（非企
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この結果を基にして地域経済構造の特性と 1 人当た
り所得の関係を示したのが図 2 である．横軸は地域経
済構造（第 1 主成分と第 2 主成分）から算出される 1
地域経済の基礎体力と１人当たり所得の関係（図２参
人当たり所得水準であり，潜在的に持っている地域経
照）から，地域情報化対策の在り方について，つぎの４
済力に対応する市町村民
1 人当たり所得水準である．
つの類型に分類した．
縦軸は現実の
1 人当たり所得である．したがって図 2
で示す 45 度線上にある地域は，本来持っている地域
類型 A：県庁所在都市で情報関連産業が集積している
経済力を発揮している地域である．またこの線より上
熊本市が該当する．図２で熊本市を評価すると，課題が
に位置付けられた市町村は，地域経済の力を平均以上
見えてくる．具体的には，第１主成分の値が大きくて ICT
に発揮して所得を上げている地域である．一方，45
基盤や人材などは比較的充実しており地域経済の基礎体
度線より下の市町村は地域経済の力を十分には発揮し
力はあると判断できるが，それに見合うような経済的成
きれていない地域であり，
ICT 基盤が所得の向上には
果（１人当たり所得水準）には至っていないのである．
有効に作用していない地域経済システムであり，改善
いわゆる地域経済システムに課題があり，改善の余地が
の余地がある．

業部門：利子・配当など）
，企業所得（法人企業の分
配所得受払後）に分類できるが，実際の経済活動によ
る所得をみるために財産所得を除いた所得で計算し
の水準が高いことを意味している．また第２主成分で示
た．
されるように漁村で福祉関係への就業者が多い地域経済
ほど情報化レベルが同程度であっても所得の向上に結び
表 2 主成分回帰分析の結果
付きにくいことを示している．
変数

偏回帰係数

ｔ値

この結果を基にして地域経済構造の特性と１人当たり
第 1 主成分
126.8
9.4 ＊＊

所得の関係を示したのが図２である．横軸は地域経済構
第 2 主成分
-55.6
-2.7 ＊
造（第１主成分と第２主成分）から算出される１人当た
第 3 主成分
-14.1
-0.6
り所得水準であり，潜在的に持っている地域経済力に対
定数項
1869.5
54.8 ＊＊
応する市町村民１人当たり所得水準である．縦軸は現実
＊＊
＊
注：

印は有意水準 1％， 印は有意水準 5％．

の１人当たり所得である．したがって図２で示す 45 度線
上にある地域は，本来持っている地域経済力を発揮して
いる地域である．またこの線より上に位置付けられた市
主成分回帰分析の説明変数として，第 1 主成分，第
2 町村は，地域経済の力を平均以上に発揮して所得を上げ
主成分，第 3 主成分を用いた分析結果が表 2 である．
ている地域である．一方，45
度線より下の市町村は地域
この結果，1
人当たり所得水準に影響しているのは第
経済の力を十分には発揮しきれていない地域であり，
1 主成分と第 2 主成分である．すなわち第 1 主成分で
ICT 基盤が所得の向上には有効に作用していない地域経
示される情報関連産業が集積している地域ほど
1 人当
済システムであり，改善の余地がある．
たり所得の水準が高いことを意味している．また第
2
主成分で示されるように漁村で福祉関係への就業者が
５．経済構造の特性と ICT 型地域再生の方向性
多い地域経済ほど情報化レベルが同程度であっても所
得の向上に結び付きにくいことを示している．

あるといえよう．
熊本市は県庁所在都市として優先的に ICT 基盤の整備
が進められてきたが，それに満足しているのではなく，
5．経済構造の特性と ICT 型地域再生の方向性
地域経済の振興に役立つような ICT 活用への努力が求め
られる．ICT
基盤の整備よりも，むしろ地域経済への応
地域経済の基礎体力と
1 人当たり所得の関係（図 2
用が必要である．従来の考え方なら，熊本市は熊本県内
参照）から，地域情報化対策の在り方について，つぎ
ICT 化が図られてきたので課題は見えにく
のでは先進的に
4 つの類型に分類した．
くなっているのが不幸なことである．本稿で提起した分

類型 A：県庁所在都市で情報関連産業が集積してい
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天草市

湯前町

産山村
山都町

類型D

球磨村
ICT対策の改善方向

1,000
1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

地域経済の基礎体力（第１主成分と第２主成分より推計・千円）

図 2 ICT 型地域経済構造の現状と課題及び改善方向
図２ ICT型地域経済構造の現状と課題及び改善方向
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る熊本市が該当する．図 2 で熊本市を評価すると，課
題が見えてくる．具体的には，第 1 主成分の値が大き
くて ICT 基盤や人材などは比較的充実しており地域
経済の基礎体力はあると判断できるが，それに見合う
ような経済的成果（1 人当たり所得水準）には至って
いないのである．いわゆる地域経済システムに課題が
あり，改善の余地があるといえよう．
熊本市は県庁所在都市として優先的に ICT 基盤の
整備が進められてきたが，それに満足しているのでは
なく，地域経済の振興に役立つような ICT 活用への
努力が求められる．ICT 基盤の整備よりも，むしろ地
域経済への応用が必要である．従来の考え方なら，熊
本市は熊本県内では先進的に ICT 化が図られてきた
ので課題は見えにくくなっているのが不幸なことであ
る．本稿で提起した分析方法ならば熊本市の課題と改
善の方向性が示せるのである．

が高い市町村ほど企業の立地により所得が高められてい
長洲町（42.1％：1
位）
，嘉島町（37.9％：2 位）
，菊
る．該当する主な市町村をみると，長洲町（42.1％：1
陽町（32.8％：7 位）
，大津町（32.1％：8 位）であり，
位）
，嘉島町（37.9％：2 位）
，菊陽町（32.8％：7
企業所得の比率が高い地域である．いわゆる
ICT位）
基，
大津町（32.1％：8 位）であり，企業所得の比率が高い
盤などの地域経済の基礎体力は企業の立地により有効
地域である．いわゆる ICT 基盤などの地域経済の基礎体
活用され所得の上昇に結びついているといえよう．こ
力は企業の立地により有効活用され所得の上昇に結びつ
の地域の所得を向上をさせるには
ICT 環境のより高
いているといえよう．この地域の所得を向上をさせるに
いレベルへの改善が伴う長期的な経済施策が必要にな
は ICT 環境のより高いレベルへの改善が伴う長期的な経
る．
済施策が必要になる．
表 3 市町村別所得の企業依存率
順位

企業所得（％）
表３市町村
市町村別所得の企業依存率

1 順位

長洲町
市町村

42.1
企業所得（％）

2

1

嘉島町
長洲町

37.9
42.1

3

2

益城町
嘉島町

35.2
37.9

4

3

水俣市
益城町

33.6
35.2

5

4

西原村
水俣市

33.3
33.6

6

5

西原村
山江村

33.3
33.1

7

6

山江村
菊陽町

33.1
32.8

8

7

菊陽町
大津町

32.8
32.1

9

8

大津町
菊池市

32.1
31.1

10 9

菊池市
南関町

31.1
30.6

10

南関町

30.6

ＩＣＴ以外の経済制限要因（第２主成分）

類型 C：ICT 基盤などの地域経済の基礎体力は劣る
が，その基礎体力に比べて経済効果を上げている地域
である．西原村，阿蘇市，南小国町などが該当する．
この類型では ICT 基盤の有効活用というよりも表 3
で示したように企業の立地により所得が高められてい
る場合が多い．いわゆる ICT 基盤などの地域経済の
基礎体力が弱いので，これを活かす経済環境にはなっ
ていないのである．第 1 次産業や温泉などの地域資源
を活かした経済活動は活発であるが，ICT 対応に課題
が残されている．
このような地域では農林業や温泉・観光業などの地
域資源を活かしたグリーンツーリズムによる経済振興
を支援できる ICT 活用が有効である．類型 C では地
場産業と自治体が協力して地域自立型テレコテージの
考え方が効果的であるが，これについては別稿で取り
上げたい 3）．
具体的に考えてみたい．この類型の市町村は ICT 基盤な
析方法ならば熊本市の課題と改善の方向性が示せるので
さらにこの類型では検討すべき重要な課題がある
どの地域経済の基礎体力は弱い地域であるが経済活動が
ある．
類型
B：ICT 基盤などの地域経済の基礎体力は熊本
ので具体的に考えてみたい．この類型の市町村は
ICT
盛んな地域であり，同じようなレベルとして第１主成分
市に比べて劣るが，地域経済の基礎体力により発揮さ
基盤などの地域経済の基礎体力は弱い地域であるが経
の値（図２）から判断すると南小国町と苓北町がある．
B：ICT 基盤などの地域経済の基礎体力は熊本市に 済活動が盛んな地域であり，同じようなレベルとして
れる 1類型
人当たり所得は，高い水準に到達している自治
比べて劣るが，地域経済の基礎体力により発揮される１ 第 1この２つの町について図３を基にして分析すると興味深
体である．菊陽町，嘉島町，大津町，長洲町などが該
主成分の値（図 2）から判断すると南小国町と苓
いことが分かる．
人当たり所得は，高い水準に到達している自治体である．
当する．この要因について考えてみたい．表
3 は市町
北町がある．この
2 つの町について図 3 を基にして分
菊陽町，嘉島町，大津町，長洲町などが該当する．この 析すると興味深いことが分かる．
村における企業所得の比率（法人企業の分配所得率）
要因について考えてみたい．表３は市町村における企業
であり，この比率が高い市町村ほど企業の立地により
6
所得の比率（法人企業の分配所得率）であり，この比率
所得が高められている．
該当する主な市町村をみると，

-10

5

苓北
上天草

4
3

天草

2
1
-5
山都

0
-1

-2
産山
南小国-3

0

5
合志
菊陽

10
熊本

ICT型経済構造展開軸（第１主成分）

図 3 ICT 促進要因（第 1 主成分）と
図３ ICT促進要因（第１主成分）と
制限要因（第 2 主成分）
制限要因（第２主成分）

図 3 で示される縦軸（第 2 主成分）は，ICT 関連産
図３で示される縦軸（第２主成分）は，ICT
関連産業
業の集積度と密接に関連した第
1 主成分とは意味が異
の集積度と密接に関連した第１主成分とは意味が異なっ
なっている経済軸であり，すでに検討してきたように
ている経済軸であり，すでに検討してきたように漁村で
漁村で福祉関係の従事者が多い地域経済構造の地域を
福祉関係の従事者が多い地域経済構造の地域を示してい
示している．この地域は所得の向上に結び付きにくい
る．この地域は所得の向上に結び付きにくい地域経済構

類型 C：ICT 基盤などの地域経済の基礎体力は劣るが，
その基礎体力に比べて経済効果を上げている地域である．
西原村，阿蘇市，南小国町などが該当する．この類型で
は ICT 基盤の有効活用というよりも表３で示したように
企業の立地により所得が高められている場合が多い．い
わゆる ICT 基盤などの地域経済の基礎体力が弱いので，
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造の特性を持っている．したがって，ICT 基盤を整備し
て地域経済の振興を図るとすれば，なかなか経済効果が
あがり難い経済特性をもっていると判断できる．主な原
因は高齢化が進み，また地域特産物が少なく，市場経済
への参入が難しいことである．このような地域では福祉
を支援する ICT 活用などの分野では伸びる可能性がある．
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山

中

地域経済構造の特性を持っている．したがって，ICT
基盤を整備して地域経済の振興を図るとすれば，なか
なか経済効果があがり難い経済特性をもっていると判
断できる．主な原因は高齢化が進み，また地域特産物
が少なく，市場経済への参入が難しいことである．こ
のような地域では福祉を支援する ICT 活用などの分
野では伸びる可能性がある．この類型の ICT 対策に
おいては自治体の役割が重要である．
類型 D：ICT 基盤などの地域経済の基礎体力は劣り，
さらにその経済効果も発揮できていない地域である．
過疎化と高齢化により ICT 対応は困難なように思わ
れるが，
このままでは問題が深刻化するだけであろう．
少なくとも現状の地域経済環境を活かすだけでも所得
の向上が見込めるので自治体と地場産業，地域住民が
協力して地域振興へのモチベーションを高めることが
最も求められることである．

6．まとめ
第 1 は ICT 振興型地域経済再生モデルを提起して
具体的に分析手法を示したことである． ICT 基盤が
地域経済の振興にどのように反映されているのかとい
う観点からの評価の重要性を指摘した．つまり，ICT
基盤の整備が充実しているから地域情報化が進んでい
るという考え方から，ICT 基盤が地域経済の振興にど
の程度役立っているのかといった観点の重要性であ
る．この観点から提起したのが本稿の ICT 振興型地
域経済再生モデルによる解析である．
統計解析の結果，地域経済構造の特徴を示す主要な
経済発展軸を明らかにした．それは ICT 関連産業の
集積による地域経済発展軸であり，これが ICT 振興
型地域経済再生モデルの基本軸である．
第 2 は ICT 振興型地域経済対策として，主に 4 つ
のパターンに整理した．それは次の 4 つの類型である．
① ICT 基盤は比較的整備されているが，それを地
域の所得向上に活かす工夫が求められる地域（熊本
市）
．この地域では ICT 基盤の充実よりも，地域の所
得向上に結び付ける経済振興策が必要と考えらえる．
② ICT 基盤の整備は中レベルであるが，企業の立
地により地域の所得水準が高められている地域（菊陽
町，嘉島町など）
．現状の ICT 環境はよく活かされて
いるので，これからは長期的な観点から ICT 環境の
充実による経済振興策が求められる．
③ ICT 関連産業の集積は弱いが，それなりに所得
レベルを高めている地域（西原村，阿蘇市，南小国町
など）
．これからは ICT 環境の充実にともなった産業
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の育成が求められる．
④ ICT 関連産業の集積は乏しいが，この ICT 環境
も活かされていないと判断できる地域．これからは
ICT 環境の整備よりも，現状の ICT 環境と地域資源
を地域経済の振興に活かす工夫が優先される．
第 3 は市場競争の下での地域の自立の重要性と自治
体の役割である．ICT 時代の地域経済構造を分析した
結果，ICT 関連産業が集積した地域ほど所得水準が高
い傾向にある．しかし，ICT 環境が比較的整備されて
いる熊本市においても，前述したように地域への経済
的な効果には改善の余地がある．さらに市場競争の下
では ICT 関連産業が乏しい地域（第 1 主成分の値が
小さな地域）は対応が困難な状況に陥っている．この
ような市場競争に依存した ICT 環境のみでは，地域
経済の自立はますます困難になるであろう．
自由な経済競争のもとでは，ICT 基盤の整備が進ん
でも地域経済の振興には結び付きにくい特性を持った
地域がある．それを解決するためには，経済競争のも
とでの地域自立型の情報政策が必要であり，自治体の
新たな役割の重要性が指摘できる．
第 4 は地域経済の特性に基づいた ICT 対策の必要
性である．具体的には，熊本市においては企業と連携
しながら地域で出来ることは地域の若者が就業できる
場を創り出すことが必要である．これは地域経済再生
のために果たすべき自治体の役割である．
また ICT 関連産業の集積が乏しい地域，具体的に
は第 1 主成分と第 2 主成分の値が小さな阿蘇市，南小
国町，産山村，山都町などの地域では，地域資源を活
かしたグリーンツーリズムを支援する ICT 対策が有
効である．農林牧畜業と温泉・観光業を結び付けるグ
リーンツーリズム支援の地域自立型テレコテージが考
えられる．
同じく ICT 関連産業の集積が難しく高齢化が進ん
でいる地域，具体的には第 2 主成分の値が大きな天草
市，上天草市，苓北町などは医療・福祉関係の従事者
が多いので，福祉業を支援する地域自立型テレコテー
ジが有効であろう．
これらの ICT 施設として自治体が所有している遊
休施設を再利用することが望ましい．ICT 活用能力の
ある若者が就業できる場を設けるのは自治体として取
り組むべき経済施策であると思う．その ICT 施設で
ビジネスを展開するのは若者自身であり，その能力と
責任に任せ，若者の就業の場の受け皿創りなど地域で
出来ることは地域で取り組むという地域自立の基本姿
勢が自治体に必要である．これは ICT 時代が進む中
で地域社会を持続させていくためには不可欠な条件で
あり，この ICT 対策で自治体は重要な役割を担って
いることを再認識することが求められている．
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注
1）日本の情報政策と経済開発の関係については山中
（2013）を参照のこと．
2）経済構造の解析には多変量解析の中の 1 つの手法で
ある主成分分析は有効であるが，その適用には実態
調査が必要であり，単なる統計的な解析のみでは不
十分である．これについては山中（前掲書）を参照
のこと．また主成分分析の考え方については，Karl
Pearson（1901）により考案され，Harold Hotelling
（1933）により厳密に解析法が示された．主成分分
析の適用については，奥野・久米・芳賀・吉澤（1971）
を参照のこと．
3）地域自立型テレコテージという名称は筆者（山中）
が付けた名称であり，一般的に使用されているテレ
ワークセンターとは目的が違うので区別するために
新しく名付けた．詳しくは山中（前掲書）を参照の
こと．
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