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西海岸の発展を支えた

Silicon Valley と Bay Area

San Franciscoの金融業

（1）
）「先端産業」の変容
・大戦後，航空機の需要は民需へ転換して巨大航空
機会社ができるが，今も連邦政府は最大の需要先。

・San Francisco小史
1846 米墨戦争で米軍が占領
1847 San Franciscoに改称。人口1000人
1848 Gold Rush。翌年の人口25,000
⇒ 農業・鉱山・鉄道開発の金融拠点に
1851 California州成立
1852 Wells Fargo設立
1864 California銀行設立
1869 大陸横断鉄道開通
1870 Levi-Straus商店（雑貨店）が鋲打
ジーンズの特許を取得
1875 「太平洋フルーツ急行」
1906 大地震で壊滅も，急速復旧

・20世紀 … 南Californiaの発展
1909 〜 石油資金を供給
1920年代 綿花景気
1940年代 軍用航空機， 船舶

“小切手
小切手文化
小切手文化”
文化
の成立

… アメリカ的地域形成の 集大成

・中心は軍事関連 … 冷戦下の軍拡競争で，ミサイル
誘導と宇宙技術に多大な投資が行われ，それが防衛
･航空･宇宙産業の発展を促す。
・Bank of Americaの歴史
1870 49’s移民のGiani家に長男Amadeo誕生
両親ともジェノバの近郊農村出身
Amadeoは同郷の仲買商のもとで商才発揮
1904 同郷者から出資を得て「イタリア銀行」設立
東部の銀行が見向きもしない小口金融を重視
当時としては珍しい支店網を展開
1915〜 Hollywoodの映画製作に融資
1928 Bank of America設立
南カリフォルニアの各種産業ベンチャーに融資
1930〜 消費者ローンを全米で展開
1932 Walt Disneyと出会ってアニメに融資

・特に，ミサイルの弾道，ロケットの軌道の膨大な計算
処理の自動化が急務。
⇒自動計算機computerの開発の必要が高まる
⇒ International Business Machine社

（2）
）Bay Area発展の基礎
・San Franciscoは太平洋戦
線への出入口。湾の東沿岸
一帯には，軍関係の工業や
研究所が立地。
・戦前，その技術開発の焦
点は無線通信
無線通信技術
無線通信
… これこそ「距離克服」技術
の核心。 ⇒ SONYも元は東
京通信工業，富士通は富士
通信機だった！

・こうして防衛関連産業の重点は，飛行機から，新た
なcomputer electronics産業に移行。
・特に，回路を小型化するための半導体･集積回路IC
の技術と，computerを走らせるためのソフト技術。
・こうした動きを背景に，1960年代から急発展してき
た地域が，San Francisco Bay Areaの一角をなす
”Silicon Valley”

※無線電信の技術は，1895年,
イタリアのマルコーニが発明。
しかし，天候や夜間の電離層
の影響をうけて，安定して使え
るものではなかった。

・西部開拓が進展した19世紀，広大でwildな国土で，物資の安全
安全な
西部開拓
安全
輸送とともに，代金
代金の決済
代金 決済が重要な課題に。
決済
・現金
現金の輸送
輸送は危険
危険なため，預金
預金に基づく小切手
小切手決済が広く浸透。
現金
輸送
危険
預金
小切手

◇American ExpressとTC

・1850, Henry Wells と William Fargoほか
1名が，NY州Buffaloで，高級貨物の運送
会社「American Express」を設立。全米か
らカナダ，メキシコに営業網を拡大。
※Wells と Fargoは，1852, San Franciscoを本拠
に金融会社「Wells Fargo」も設立している。

・1882, 郵便為替（money
order）業に世界
郵便為替
で初めて参入
・1891，アメリカ人旅行者のため Travelers
Check業務に参入（英国Thomas Cook社に
続いて世界で2番目）。1895フランス，1896イギ
リス，1917日本に業務を拡大。

◇Credit Card

・1950， Diners Clubが会員専用のcredit card
サービスを開始（旅行，食事等が主）
・1958， San Franciscoの銀行Bank of America
が最初の銀行credit card “Bank Americard”を
発行 ⇒現金，小切手に代わる第三の代金支
払い手段を実用化。
・1958， American Express社が，全米ホテル組
合が運営していたcredit card会社を買収。翌
1959年，現行規格のプラスチックcardを発行，
業績を拡大。
・1966, 東部の銀行組合が “Master Card”を設
立。全米展開のBank Americardへの対抗。
・1976， Bank Americard を VISA に改称。

矢ケ崎典隆
（1987）：カリ
フォルニアの
農業と工業．
地理,32-11
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「ハイテク産業」の特徴
ハイテク産業」の特徴

（4）Stanford大学とベンチャー企業

（3）
） Federal Telegraph
・1912年，海軍が，気象に影響されない長距
離無線通信技術を公募。そこにElwellという
人物が技術を携えて現れた。その技術は海
軍の厳しい条件を満足させた。
・彼はStanford大卒でParo Altoに住む技術
者。1900年，パリの展示会で目にした
Poulesenの送信技術に注目して，米国での
使用権を買い取る。
・SacramentoにBay Areaの市長や銀行の重
役を集めて技術の公開実験を実施。注目し
たシスコの投資家の出資を得て，1909年に
Federal Telegraph社を創業していた。
・この会社の売りは,1912年に始めたばかり
のHonolulu - San Francisco間の長距離電信
事業。そのため，海軍からの注文はグッドタイ
ミングだった。
・海軍からの大量受注とお墨付きを得たこと
で，FT社は大成長を遂げる。

◇製品部門

・1951年，Bell電話研究所から母校
Stanford大に移ったFrederic Terman教
授が，研究の産業化のため，構内に研究
開発型の工業団地（262ha）を造成，ハイ
テク企業を誘致。

・半導体，集積回路(IC, LSI)，
メモリー，CPU
・マイクロ･エレクトロニクス，
メカトロニクス
・コンピューターソフト
・光学，新素材

・ここに，1955年，トランジスタの生みの
親Shockleyが半導体研究所を開設。

◇特徴

・1956年，その研究者たちが Fairchild 社
を設立して独立（spin-off）。

①知識集約型，研究開発型
… 高学歴者，居住環境の質
を重視
②軽量，高付加価値
⇒ 航空機輸送
③ソフト産業＝プラント不要
⇒ ”foot loose”産業の典型
⇒よりよい場所があれば容易
に移転
④著しく早い技術革新
⇒spin off の風土

・またたくまに Texas Instruments，
Motorolaと並ぶ半導体メーカーに。
・以後，Fairchild社からは多くの半導体
関連ベンチャーがspin-off。
・1959~79年の間に50企業とも。
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・Sillicon Valleyの半導体関連
企業のほとんどは，Fairchildと
何らかの関連を持つ。

・Stanford大からもベンチャーが誕生。

・1968年，Fairchild から2人の
技術者が spin off して Intel 社
設立 … 今も世界のCPUの8割を

・それらが大企業になとともに，関連企業が続々誕生。

占める巨大メーカー

・GEなどの大手も，豊富な人材
人材を求めて進出。
人材

・その最初の成功者が, Termanの弟子のHewlettと
Packard。その孫ベンチャ－が Apple。
・LockheedやIBMといった大企業も，つながりを求めて，
Silicon Valley に研究施設を進出させる。

⇒一帯は世界最大の半導体･ハイテク産業地帯に
※その前は農業地帯。日系の花農家もあった。

Stanford大の工業団地。工業団地といっても，工場らしい
建物はない。企業は「キャンパス」と呼ばれる区画に。

志村幸雄（1979）『IC産業大戦争』
ダイヤモンド社
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（7）
） IT・
・コンテンツ産業の集積
コンテンツ産業の集積
・ハイテク
ハイテク と Art の融合
融合
・東：Manhattan，Silicon Alley
・西：San Francisco，
Multimedia Gulch

小長谷・富沢（1999）『マルチメディア都市の戦略』東洋経済新報

（5）
）シリコンバレー・モデル
①大学 … 研究成果の産業化，人材の
育成・供給
②起業資金 …San Franciscoの投資家
③集積 … spin-off，関連企業の集積

④需要 … 新設・既存の先端企業群，航
空宇宙産業
⑤移民人材 … 西海岸ではインド，中国系
⇒ Silicon Valleyの形成過程は，まさに
アメリカ移民のfrontier spiritsそのもの。

★80年代後半
年代後半，アメリカ発の
operating system (MS-DOS),
年代後半，アメリカ発のcomputer
，アメリカ発の
platform (Windows) をはじめとするcomputer基本ソフトの
の世界標準
世界標準
化により，アメリカの産業
により，アメリカの産業は一挙に
の産業は一挙に復活
は一挙に復活。
復活。
・大学や研究機関などのR&D機能を中核とする「シリコンバレー
モデル」は世界に流布。

（6）先端技術団地
の拡散
・各州・大学が連携して
同様のベンチャー企業
団地を育成。
・冬も温暖なTexas， 年中
温和なSeattle，Portland,
伝統的学術文化都市
Boston …
・空港近接工業団地
の発達 … 巨大hub空
港（Atlanta, DallasFort Worth … ）
宮川泰夫『国際工業配置論』大明堂

・日本の産業政策，大学政策をも変える。
… 産業政策では「テクノポリス」，内陸型工業団地，
大学政策では，国立大学の独法化。補助金も「一律」から「競争」へ
・日本では，大学を中核とするハイテク産業団地はまだなく，R&D機能の
集積の形成は民間主導
民間主導（新横浜，東名高速沿線の厚木など）
民間主導
・会津大
会津大は当初からITベンチャーの地域移転を目的に設立，
会津大
・山形大工学部は米沢
米沢の工業と連携，
岩手大工学部は「北上バレー
北上バレー」
米沢
北上バレー
の工業と連携 … 「クラスター」戦略

