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第 1 章 序 論 

 

 

 

1.1 問題提起 

 

 地域研究は、世界の諸地域を研究し、多様な地球社会に対する理解や国際協力、相互理

解に貢献する学問である。地域問題の研究は、グローバル化が急速に進行しつつある今日

において一層その役割と課題が増大し、社会貢献への期待も高まっている。 

そして、経済学分野の主要なテーマである地域問題は、主に地域経済学や都市経済学、

しかし、最近では地域科学と呼ばれる応用経済学の領域において分析の対象とされてきた。

また、経済学分野における地域研究では、空間を抽象化してきた。すなわち、市場、原料

供給地は 1 点とされ、その場で生産、消費がなされ、輸送さえもが時間的なものに還元さ

れてきた。こうしたことから空間は 2 次的なものとして脇に置かれ、従来の地域論もこの

影響を受け、経済の空間活動を意識的に取り上げるものは少なかった1)。 

 柳井(1997)によると、このように経済の空間運動の論理が欠けていると、結果として 3

つの問題が起こりうる。第 1 に、ある地域が、なぜそのような経済構造を有するかが把握

できなくなることである。一国の経済構造と地域経済の間に、企業やその総体である産業

の空間運動の論理が介在していることから、たとえ国内にある企業や産業の種類、数が変

わらないとしても、その立地配分の違いの 1 つによって異なる地域経済が出来上がる。 

第 2 に、地域経済が、今後どのような動向を示してゆくのかは、国全体の経済からは直

接的に把握できないことがある。国と地域両者に介在する企業や産業の空間運動は、時間

的な変化、すなわち動態的な側面を多分に含んでいる。これを理解せずにして地域経済が

どう動いてゆくか、という分析も十分なものにならない。 

そして、第 3 に、企業の空間活動が、自治体や国家の枠を超えてグローバルなスケール

でなされるようになっている今日において、この動きを認識できないと地域経済の実態を

狭い領域で捉えてしまう、ということがある。 

上記のように、経済学分野においての地域研究が空間を抽象化してきたのに対し、地理

学では、経済地理学を中心に空間構造に対する関心は強かった。川端(2008)は、経済地理学

                                                   
1) 柳井(1997)、p.1 を参照。 
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の主な研究課題として、①空間や地域が有する空間構造（パターンモデル）の解明（静態

モデル）、②空間や地域が構造化（編成、不均質化）されていくメカニズムの解明、③産業

立地の結果生じる地域格差や空間格差を解消するための空間的な政策研究、という 3 つを

あげている。 

  このような地域問題は、時代によって変化し続けている。例えば、日本の高度経済成長

期においての所得格差や過疎・過密問題、公害問題を中心とする地域問題、急激な都市化

の進展による都市住環境の悪化、交通混乱、都市機能・サービスの低下と麻痺など、一極

集中に伴う巨大都市化問題、また人口減少と高齢化による産業の空洞化問題など、一国に

おける地域問題は時代の変化に伴ってさまざまな研究分野で活発に議論されてきた。  

そして、中国国内においても、1949 年の中華人民共和国建国当時、長年の戦争後に生じ

た社会秩序の混乱、インフラの破壊、食料の不足、激しいインフレに伴う貧困問題など、

さまざまな問題が議論された。そして、1978 年の改革開放以降では、高度経済成長による

公害問題、民族間の所得格差を含む地域間格差問題、また最近は、首都一極集中による北

京とその周辺における環境汚染問題など、時代によって変化するさまざまな地域問題が提

起されてきた。特に、改革開放に伴う地域開発政策は、中国の空間構造において、著しい

経済成長を遂げた沿海部を「中心」2)地域とし、経済成長が遅れている内陸部を「周辺」地

域、とする二元化された地域構造を形成しつつであった。 

すなわち、広大な面積を有する中国を 1 つの空間と見なすと、その空間の内部には上海

や広州など、近代的高層ビルが集まっている大都市地域がある一方で、土レンガで作った

一軒家、山の側面に穴を掘って住居とする山西省の窰洞（ヤオトン）などのような、伝統

的な農村地域も存在する。各地域は、気候や地形などの自然条件が異なることはもちろん

のこと、内陸地域と沿海部地域の間において、経済的な格差も大きい。 

中国の地域間経済格差について、清華大学国情研究センターの胡鞍鋼教授が提起した「4

つの世界」という有名なたとえがある。つまり、1 つの中国に、先進国の水準に近づく北京

や上海といった第 1 の世界、世界の平均所得を上回る広東や江蘇といった第 2 の世界、そ

して発展途上国の水準に留まっている中部各省といった第 3 の世界、さらに貧困地域に相

当する貴州やチベットなどの中西部地域といった第 4 の世界が同時に存在している、と説

いた。このような 4 つの世界の間には、1 人当たりの所得、消費、教育、医療、住宅などの

面において大きな格差が存在するのである。  

                                                   
2) 本論文において「中心」地域は、人口、政治、経済、産業、技術、富、文化、学術、中枢機能などのさ

まざまな集積によって成立されている地域を指す。そして、「周辺」地域は、このような中心地域から離れ

ている中国内陸の国境隣接地域など、経済成長が遅れている地域を指す。 
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このような、地域間経済格差を生み出す要因はさまざまであるが、当該地域における産

業の発展が、その重要な要因の 1 つであると考えられる。そして、地域間格差や地域経済

の衰退など、各種地域問題を解決するためには、問題の所在を明らかにするとともに、地

域構造の解明を通じて、地域問題の発生メカニズムを明らかにし、政策的対応を打ち出し

ていくことが重要である。なかでも、産業立地と地域経済の検討は、地域構造解明の中心

的な課題であり、そのためには、産業立地と地域経済の基礎理論を取得し、それを実際の

実態把握において応用させていくことが重要である3)。 

そして、急速なグローバル化の進展、および中国国内における労務・税務をはじめとす

る企業の経営コストの大幅な上昇、地方の財政収支危機、資源・エネルギー・環境の制約、

さらに四川大地震のような大規模な自然災害など、産業発展を取り巻く立地環境の変化は、

国土政策、産業立地政策の根本的な見直しを迫るとともに、環境問題の改善や災害から産

業復興まで、現代的な立地論に関わるさまざまな新しい検討課題を提起している。また、

地域がグローバル経済に組み込まれていく中で、成長している地域と衰退する地域の間の

格差が拡大していくことに対する懸念も強まっている。そして、国内各地域間の格差の変

化は、グローバルな経済変動の影響を受けやすくなっており、予想できない複雑さを増し

ている。 

したがって、地域問題を論じる際には、地域格差という包括的な捉え方ではなく、地域

格差に関連する国土構造に焦点を当て、国レベル・地方レベルという面的なスケールと、

地域政策における中央・地方の関係、財政制度における中央・地方の関係など、地域構造

に関わる具体的な分析をおこない、地域問題の発生メカニズムを明らかにし、解決策を展

望することが重要であると考えられる。 

 

1.2 研究課題と研究方法 

 

中国における産業立地の空間分布に関する先行研究としては、Fujita and Hu(2001)、加

藤(2003)、橋本(2004)、梁(2004)、Wen(2004)、Poncet(2005)、Lu and Tao(2009)、Chen(2009)、

岡本(2012)などがあげられる。これらの研究のなかで、橋本(2004)や Wen(2004)は、中国に

おける産業集積や空間分布には、全体的に特定地域に集中している傾向があることを指摘

している。これに関連して、Fujita and Hu(2001)は、中国における産業集積や FDI の不均

衡な空間分布が、地域間の所得格差を生み出した重要な要因であると論じている。 

                                                   
3) 松原(2012)、p.17 を参照。 



4 

 

そして、経済学の進展とともに、収穫逓増のモデルを組み込んだ新しい経済地理学（あ

るいは空間経済学）では、Lu and Tao(2009)や Chen(2009)などに見られるように、地域経

済を「集積」というキーワードを通じて解明しようとする。また、Poncet(2005)が指摘し

たように、貿易論の視点からは、世界経済のグローバル化と自由貿易化に伴って、国境が

どれぐらい地域間の取引を妨げているのか、などの「国境効果」についての分析がなされ

ており、中国の地域間貿易にも国境効果に似たような「境界効果」があり、中国の地域問

題の分析に応用できる。 

このように、中国における地域経済の空間構造と産業立地の空間分布に関する研究は、

数多くおこなわれてきた、といえる。しかし、それらは主に、全国レベルの東・西地域間

格差や省と省の間の格差、あるいは都市と農村の間の経済成長率格差、およびそれらの空

間における経済規模の格差に伴う住民所得の格差に関する分析に焦点を合わせている。そ

の一方で、中国における地域間経済格差に関する既存研究では、産業立地のあり方と地域

間経済格差との関わりに関する分析が欠如している。また、産業立地が、実際に地域間の

格差にどの程度影響を及ぼしているのか、当該地域における立地決定要因と投資家の立地

環境に対する評価など、に関する研究は十分におこなわれているとは言えない。 

また、中国の産業発展と地域経済に関する既存の研究では、高成長を続ける中国の沿海

部地域における産業クラスター、特定産業の地理的集中の実態とその要因の解明に焦点が

当てられる傾向が強く、周辺地域における産業立地のあり方、およびその条件と地域間経

済格差との関係は、今のところあまり分析されていない。そして、中国の周辺地域の経済

発展に関する研究の多くは、周辺地域の経済停滞の原因を、経済成長の投入要素（資本、

技術、労働など）の不足の側面から解明しようとする議論か、東アジアを含む周辺地域経

済連携の課題に関する抽象的な政策議論にとどまっているのが現状である。 

しかし、本研究の議論を通じて明らかにするが、周辺地域における産業立地と地域経済

発展の課題の解明は、純粋な経済現象を対象とする研究のみならず、社会や政治、制度や

文化、労働や住民生活の特徴とその変遷など、広義の経済現象の地域性や地域社会の動態

に関する分析が必要である。 

 そして、グローバル化・情報化が進行する過程で、産業立地の分散を主眼とした地域間

格差是正の政策と地域自立策の必要性は、ますます高まっている。また、各地域が画一的

かつ同じような産業立地政策を採るのではなく、地域ごとに地域の文化、伝統、資源、技

術、自然条件を踏まえた、地域独自の地域政策を採ることが必要となっている。さらに、

既存の政策とその結果としての現状に関する単なる時系列の統計的比較だけでなく、産業
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や企業の立地決定要因に関するヒアリングやアンケート調査などに基づいて、今後のある

べき、かつ可能性のある産業立地政策を模索することが重要であると考えられる。 

また、大型自然災害の発生などによる地域経済発展の攪乱リスクや深刻な環境汚染問題

などは、国の産業立地政策の根本的な見直しを迫るとともに、自然環境的、社会経済的な

リスクへの耐性と危機後の回復力を意味するレジリエンスな地域経済システムの構築を必

要としている。従来のような国レベルの画一的、垂直的な国土政策と産業政策4)への依存か

ら脱却し、地域固有の独自の社会経済的資源の活用に基づく企業立地条件の創出が、周辺

地域の発展に資する企業立地政策の課題となっている。 

 本研究では、経済地理学において、農村、辺縁地域、民族地区など個別に取り上げてき

た「問題地域」を、「周辺地域」として統合的に位置づける。そして、周辺地域における所

得や就業構造、民族問題などの住民レベルでの把握が中心であったこれまでの周辺地域研

究に、産業立地論的議論と地域政策論的議論を付け加えることを通じて、中国における周

辺地域研究の新しい視点を提示することを目指している。特に、矢田(1982；1990)の地域

構造論における理論的枠組みを参照しながら、国土政策と産業立地の空間分布に焦点をあ

て、中国における「中心―周辺」構造の形成メカニズムとそれが周辺地域の経済発展に及

ぼす影響を明らかにし、周辺地域における産業立地の促進に基づく自主的な発展の可能性

について考察する。 

そして、本研究では、経済地理学と空間経済学および企業立地論の視点から、中国にお

ける空間的な地域間格差の発生メカニズムとその実態、および影響に関する文献サーベイ

とあわせて、産業立地と経済発展の条件が異なる地域における産業発展の実態、地域経済

構造の変容、およびそれと関連する地域政策に関する実証分析をおこなう。具体的に、東

北周辺地域の国境地帯に位置している延辺朝鮮族自治州5)（以下、延辺と呼ぶ）における、

産業立地と経済発展の実態と地域政策の展開を事例に、中国の周辺地域における新しい経

済発展メカニズムの解明を試みる。その際に、周辺地域における企業立地と産業集積の要

因を詳細に検討しながら、地域独特な（経済地理的要因）だけではなく、歴史・文化的要

因も考慮に入れることで、従来の中国の地域間経済格差分析や産業発展議論を精緻化し、

進化させることを試みる。 

                                                   
4) 産業政策とは、企業が自立性をもって成長していけるようにするため、公共やそれに準じる主体が一定

の限度において支援策を講じる役割を担うものである。すなわち、自由競争を前提とした市場メカニズム

が健全に機能し、産業全体、ひいては経済全体が望ましい方向に発展していけるよう、規制や支援を行っ

ていくのが産業政策といえる。 
5) 延辺は、中国吉林省の東部、中、朝、ロ三カ国の国境地域に位置し、日本海に面している。中国の少数

民族である朝鮮族が集居している東北辺境地域である。また、延吉市、図們市、龍井市、琿春市、和龍市、

敦化市、汪清県、安図県、という 6 つの県級市と 2 つの県から構成される。 
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分析手法としては、本研究では、これまでの産業立地と経済発展に関する先行研究のサ

ーベイとあわせて、公表されている統計データに基づく実証分析をおこないつつ、ヒアリ

ングやアンケート調査を通じて独自に収集した一次データに基づく理論的・実証的考察を

おこなう。 

また、本研究では、分析の際の 1 つのベンチマークとして、近隣の先進国であり、かつ

現在の中国が直面しているさまざまな地域問題を先に経験し、その解決に取り組んできた

経験をもつ日本における産業立地と地域政策を取り上げ、国際比較の視点から議論を展開

する。むろん、日中両国における経済発展水準の相違や社会経済システムの相違、および

マクロ的・ミクロ的な経済問題の違いを看過することはしない。したがって、先進国日本

の地域政策における成功・失敗例や具体的な政策を、中国における地域問題の解決の処方

箋として考えるのではなく、それらが中国の地域問題の解明に対する示唆点を整理しつつ、

地域問題に時間的可変性と空間的な多様性の視点に基づいてアプローチする。 

中国、とりわけ国境付近の延辺地域を事例に、周辺地域における産業立地に基づく経済

発展と、それに関連する地域政策のあり方を解明しようとする本研究の研究目的、研究内

容、研究方法、および研究意義を簡単にまとめると、以下の図 1.1 のようになる。 

 

図 1.1 周辺地域の産業立地と地域経済政策に関する分析の具体的なイメージ 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

出所：筆者作成。 
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おける産業立地に基づく地域発展の可能性を検討 
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ヒアリング、アンケート調査を通
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周辺地域の工業立地論と地域政策論に関する議論の精緻化、および中国に

おける空間構造と産業立地の実態分析に基づいて、周辺地域の経済発展に

資する新しい地域政策を導出 
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1.3 本研究の構成 

 

 本研究の分析課題は、中心ー周辺構造の下で衰退が進み、中心部との地域間格差を拡大

させつつある周辺地域において、産業と企業の立地条件の改善に取り組むことを通じて地

域経済発展を可能にするための地域経済政策の課題とは何か、である。この分析課題の解

明に向けて、本研究では、中国における産業の地理的分布と周辺部における工業立地の実

態を明らかにし、その背景にある国レベルと地域レベルでの地域政策の中身とその効果を

精査する。 

そして、周辺部各地が有する地域独自の自然・地理的要因、歴史・文化的要因、および

社会経済的要因に基づく企業立地条件の実態を正確に把握することを通じて、グローバル

化に伴う社会経済環境の激変と自然災害の多発などの攪乱要因がもたらすリスクに耐え、

さらに危機後の迅速な回復を可能にできる地域主導型の発展のために必要な地域政策の導

出を試みる。 

このような分析課題の解明を目指す本研究の内容は、図 1.2 のような相互に関連し合う課

題に関する分析から構成されている。 

 

図 1.2 本研究の構成 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者作成。 

空間構造と 

産業分布 

周辺地域における産業立地と地域政策 

工業立地条件と

労働因子 

経済地理学における

地域構造論の視点 

地域経済の 

レジリエンス 

中

心

ー

周

辺

構

造 

国
土
政
策
と
地
域
政
策 

国
境
地
域
の
産
業
政
策 

外
資
利
用
と
地
域
政
策 

産業の立地と 

集積 

工
業
立
地
と
労
働
因
子 

雇

用

環

境

と

政

策 

災
害
復
興
と
工
業
立
地 

地
域
経
済
政
策
の
課
題 



8 

 

すなわち、周辺地域における産業立地と地域政策の実態と課題に、経済地理学における

地域構造論的視点を中心にアプローチする。その際に分析される主なテーマは、周辺地域

経済の衰退を裏付ける産業の地理的分布における地域間格差、周辺地域における産業と企

業立地の実態、企業の立地決定に影響を及ぼす立地条件と因子、さらに中央と地方政府の

地域政策に大きく依存する地域経済のレジリエンス、である。 

そして、これらの 4 つの分析テーマは、それぞれがさらにいくつかの重要な分析項目か

ら構成されている。すなわち、空間構造と産業分布の分析は、中心ー周辺構造とその形成

要因としての国土政策と地域政策に、産業の立地と集積の分析は、国境地域の産業集積の

実態とその要因としての外資政策と産業政策に、工業立地条件と労働因子は、工業立地と

労働因子の実態把握と雇用環境の改善に資する労働政策に、そして地域経済のレジリエン

スは、災害や域外経済動態に伴うリスクと工業立地の関係、および地域経済のレジリエン

スの促進、もしくは抑制要因となる地域経済政策に分解され、議論される。 

 詳しく述べると、周辺地域における産業立地と地域経済政策に関する本研究の内容は、

この第 1 章の「序論」を含む 7 つの章から構成されている。 

第 2 章の「周辺地域における産業立地の分析枠組み」では、周辺地域の産業立地と経済

発展の実態、およびその背景にある地域経済政策を分析に適用するための分析枠組みを構

築する。そのために、まずは産業立地と立地政策に関する経済地理学の先行研究をサーベ

イし、次章以降の実証分析が依拠する地域構造論の研究成果と意義を概括する。そして、

グローバル化や社会経済構造の変容に伴い、地域研究の内容がその分析課題や対象地域も

変化するなか、現代の地域問題へのアプローチでは、これまでの諸理論の考察範囲を超え

る新たな視点の導入が必要となっていることを指摘する。 

第 3 章の「中国における地域構造の実態」では、中国の地域構造不均衡の実態を明らか

にするとともに、不均衡是正に向けた諸政策を整理しながら、産業立地の空間的差異につ

いて実証的な考察をおこなう。すなわち、改革開放後の中国においては、急速な経済成長

に伴う生活の便利性と快適性が向上した一方で、都市と地方の二極化構造が顕在化し、地

域間格差が拡大している。このような現実を踏まえ、地域問題の解決を目指して実施され

ている国土政策と産業政策の中身を精査し、それが地域産業政策と不均衡是正策としての

役割を十分に果たしていないことを説明する。特に、地域際収支と工業企業立地の実態を

明らかにすることを通じて、周辺地域の産業立地と経済発展を促すための地域政策の必要

性を再確認する。 

第 4 章の「中国の周辺地域における産業立地と産業集積に関する実態分析」では、中国
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の東北周辺地域の国境地帯に位置している延辺地域を事例に、周辺地域における産業立地

と産業集積の形成要因に関する実態分析をおこなう。すなわち、歴史・政治的要因、自然・

地理的要因、および社会経済的要因によって、輸出産業が集積する沿海部地域に比べて経

済発展が遅れている国境付近の周辺地域における企業立地の産業集積の実態と要因を明ら

かにする。それによって、これまでの中国における、沿海部地域の産業クラスターと特定

産業の地理的集中に関する分析が中心であった産業集積の研究と、国境地域の経済停滞の

原因究明と近隣国家および地域との経済連携の可能性と問題点の分析に集中している国境

地域経済に関する研究の精緻化と拡張を試みる。 

第 5 章の「周辺地域の工業立地と雇用・労働環境の実態分析」では、内陸国境地域であ

る延辺地域が、地域特有の地理的優位や生産要素の賦存条件を活用しながら、一定の産業

立地と集積を達成しているが、中心部の東南沿海地域のそれに比べると大きな地域間格差

がみられている、という実態を踏まえながら、企業立地要因の中の労働因子に焦点を当て

て、周辺地域の工業立地と雇用移動の間の相互関係について検討する。分析手法としては、

雇用条件と労働因子が企業の立地行動に及ぼす影響に関する先行研究の考察に基づく定性

的分析に加えて、延辺地域の企業経営者を対象におこなったヒアリング調査と、東南沿海

地域（北京、上海、深せんなど）と延辺地域の製造業労働者を対象におこなった雇用満足

度に関するアンケート調査の結果に基づく定量的分析をおこなう。 

第 6 章の「周辺地域の工業立地と地域経済政策の展開と課題」では、これまでの各章の

分析で明らかになった、中心部との地域間格差が大きい周辺部地域における産業立地と経

済成長は、中央政府による周辺地域の成長戦略や地方政府による地域政策に大きく依存し

ている、という実態を踏まえながら、域外経済への依存度を高めつつある周辺地域経済の

レジリエンス(強靭性)について、自然災害のリスクと域外依存(中央政府の産業立地政策へ

の依存)のリスクを中心に検討する。その際に、日本における産業立地政策の経験を 1つの

参照基準としつつ、国際比較の視点から地域経済の外部からの衝撃に対するレジリエンス

の実態を分析し、地域主体の主導的な役割に基づく独自の経済成長メカニズムの構築に向

けた産業立地政策の課題について議論する。 

終章は、本研究のまとめである。これまでにおこなった周辺地域における産業立地と地

域経済政策に関する理論的、実証的分析から導き出される結論と、その含意について経済

地理学の視点と地域構造論の理論的枠組みに基づいて整理する。そして、時代の変化とと

もに変容し、地域的独自性をもつ地域問題へのアプローチの将来を展望する。最後に、本

研究の残された課題について述べる。 
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第 2 章 周辺地域における産業立地の分析枠組み 

 

 

 

国や地域の経済社会は、工業や商業、サービス業などのさまざまな産業活動によってダ

イナミックに変化している。産業立地論は、産業活動に関する諸問題を地理的（空間的）

側面から研究する学問であり、その研究領域は経済学、経営学、地理学をまたがっている。

しかし、これまでの経済学や経営学の分野においては、産業立地論は特殊な学問であると

して軽視されてきたことは否めない。そして近年では、国際経済学のポール・クルーグマ

ンや経営戦略論のマイケル・ポーターなどが、産業立地研究（特に産業集積の研究）に精

力的に取り組んだことにより、産業立地論の重要性が再確認されるようになっている。 

急速なグローバル化の進展による国際的な都市・地域間競争の激化、人口減少・少子高

齢化の進展、地球規模での環境問題への関心が高まっているなか、産業立地を取り巻く環

境の変化は、産業の国際競争力の強化、過疎地域の自立活性に向けた国土政策、産業立地

政策は、根本的な見直しを迫られている。そして、環境問題の改善や災害から産業復興と

いった、現代的な立地論に関わる新たな検討課題も提起されている。さらに、世界各国に

おける「中心ー周辺」構造の深化と、それに伴う周辺地域経済の衰退が進むなか、従来の

中心地域ー産業と経済の発展地域における産業集積の問題に集中して立地論の研究も、周

辺地域における産業立地の実態と立地条件への研究へと拡張され、現代立地論の地理的空

間も徐々に拡大されている。 

本章では、上記のような産業と企業を取り巻く立地環境の変化と、現代の立地論研究の

新しい流れを踏まえながら、産業立地論に関する先行研究のサーベイをおこなう。特に、

古典的立地論の問題点を明らかにしつつ、現代的立地論の研究課題や有効性について、地

域構造論的視点からアプローチする。それによって、産業立地条件の地域的差異の背景に

ある中心―周辺構造を明らかにし、産業立地の地域間格差の実態とその是正に向けたさま

ざまな政策課題を検討する次章以降の実証分析のための理論的な枠組みを構築する。 

 

2.1 産業立地の経済地理学的アプローチ 

 

産業立地に関する経済地理学的アプローチには、企業の事業所やその一部機能の立地要

因に関するさまざまな定性的、定量的分析が含まれている。その一連の研究成果は、地域
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政策に影響を及ぼすことも多く、研究者の問題意識も地域間格差の是正策によることも多

い。そして、その産業立地に関する経済地理学的研究の主な目的が、立地要因の説明・証

明にある、という点では一致している。 

そして、このような産業立地と地域経済発展に関する経済地理学(economic geography)

的アプローチが注目されるようになった直接的なきっかけは、クルーグマン(Krugman, 

1991)やポーター(Porter, 1998)といった国際的に著名な学者たちが、経済地理学の重要性を

強調したことであった。さらに、グローバリゼーションや情報通信技術のイノベーション

に伴い地球規模での画一な市場の形成と生産基地の再配置が進むなかで、逆に地域・場所・

空間が注目されるようになり、経済地理学への関心が広がっている。 

経済地理学は、人間の経済活動・行動と自然的・社会的（人文的）両環境との関連・関

係を問題とするものであり、経済学が取り扱う経済問題と地理学が取り扱う空間を総合的

かつ体系的に把握し、そこに存在する法則性、すなわち経済地理（学）理論を導出する学

問である。つまり、経済学に空間の概念を導入するもの、換言すれば地理学に経済現象の

概念を導入するものである。また、経済地理学の使命は、人間の経済活動やそれによって

もたらされる経済現象の本質を、空間の概念を導入して理解し、導出された分析枠組みを

応用して（空間的）地域問題の解決を目指すことにある。 

そして、経済地理（学）理論の大半を構成する経済立地論は、経済活動や経済現象の問

題を、立地論の観点・視点から研究、把握する科学である、と定義できる。空間に関わる

定義や概念は、研究分野によって異なり、共通した枠組みを決めることは困難である。一

般的なこれまでの経済地理学や都市経済学者が認めてきた枠組みにおいて、地理とは、一

定の広がりを持つ空間であり、地域とは、地理的に分割された自立的経済圏であり、立地

とは、当該主体が占有する空間、として定義されている。また、経済立地は、経済主体が

占有する空間を指し、経営立地は、経営主体が占有する空間を意味している。 

その一方で、経済地理学は単なる経済学と地理学の折衷的学問というのではなく、むし

ろ経済的現象を研究対象として、これを地理学の視点から捉え、解き明かす学問であり、

経済的現象が地理的な空間によって異なるという事実に着目し、それが、なぜ、如何にし

て場所によって違いが生じているのか、という問題の解明を課題とする学問である。そし

て、このような経済的現象の地理的な空間の差異を解明するためには、産業の立地や生産

諸要素の空間的流動に関する法則を見出す必要があり、同時に個々の空間的場所の個性も

把握しなければならない。 

経済学において空間的な要素を無視する傾向は、ほとんどの場合、市場構造の考え方に
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起因する。実は、経済活動の立地上の問題について、何か役に立つ興味を引くようなこと

を言おうととするなら、ほとんどの経済分析が前提としている収穫不変、完全競争といっ

たアプローチから離れる必要がある。そもそも経済学が、収穫逓増と不完全競争を厳密に

分析するための優れた道具を持ち得なかったことが、経済地理学の研究を経済学の主流か

ら外したままになっている大きな原因であるといえよう。 

実際、経済学において厳密さが要求されるようになるにつれ、立地の研究が経済学の中

心から外れた隅の方へと追いやられておこなったのである。とりわけ、産業立地に関する

ほとんどの文献は、市場構造の問題を無視し、その代わりに幾何学思考―理念上の市場圏

の構成、市場や資源を所与とした時の最適な施設配置などの研究―に熱中しており、市場

構造をモデル化することについては、全くといってよいほど注意を払っていなかった。 

その一方で、経済地理学には独自の理論としての立地論がある。これまでに、立地論は

経済地理学において研究が進められ、数多くの成果を積み上げてきた。経済地理学の基本

的課題は、「生産や消費といった経済現象の空間性や地域性、場所性に着目し、それらの関

連や連関の作り出す構造」の解明にある。そのため、経済活動の地理的分布や立地の地域

選択に着目する立地論は、経済地理学の基底を支える理論として位置づけられてきたので

ある。 

西岡(1976) は、経済地理学にとっての基本的な課題は、経済地域構造（あるいは、経済

の空間構造）の構成、形成過程、および変化であるという6)。そして、これを理論化するも

のが理論（または数理）経済地理学であり、理論に基づく作業仮説を検証するものが計量

（または統計）経済地理学であり、確かめられた理論の計画的応用を図るものが経済地理

政策論（または計画論）である。また、これらの経済地理学の諸部門（または諸局面）の

うち、第 2 のものが最も中核的内容となるが、そこで最も中枢的な役割を果たすもの（少

なくともその 1 つ）が経済立地論である、と指摘する。すなわち、経済地理学において、

立地論が最も重要な構成部分であることを強調している。 

新古典派による産業立地の経済地理学的アプローチには、行動科学―組織論的方法と構

造論的接近法がある。ここで行動科学―組織論は、新古典派立地論にみられる非現実的と

しか考えられない人間の行動についての仮定に対し、その反動として、主に 1960 年代の後

半頃に出現してきたものである7)。当初、この行動科学的方法は、個々人の意思決定行動の

                                                   
6) 西岡(1976)、pp.3–17 を参照。 
7) 1960 年代の欧米の経済地理学においては、これまでの「経済人仮説」を前提として最適立地を求める抽

象的な立地論への批判が強まり、行動論的立地論や組織的立地論、企業の地理学などが発展をみせるよう

になった。このような新展開は、サイモン(Simon,1955)により、行動科学、満足原理の提起がおこなわれ

てから、意思決定としての立地行動分析、満足立地の研究をおこなう行動的立地論が発展した。組織論的、
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性質、とりわけ立地についての意思決定に焦点を当てていた。その結果、この方法は袋小

路に入り込んでしまう。 

その後、1960 年代後半と 1970 年代に登場してきたのが、新古典派の立地分析や行動的

立地論分析を批判するマッシィ(Massey, 1973; 1984)による構造論的アプローチ8)である。

マッシィは、新古典派的立地論をウェーバー派、相互依存派、行動論、一般的空間均衡論

に分類して、それぞれの立地論の詳細な検討と批評をおこなっている。特に、それらの理

論が、経済構造全体から切り離された抽象的な企業を扱っていることを指摘し、また新古

典派経済学とともに現状維持的イデオロギーを共有していると批判している。 

そして、これらの新古典派の立地論の対案として、マッシィは構造論的アプローチを提

示する。その枠組みは、第 1 に、歴史特殊的な経済構造を分析し、第 2 に、その経済構造

が各産業部門に如何に影響をし、それに対して各部門の各企業が、企業組織論と生産・労

働過程の再編成によって如何に対応するかを分類する。そして、第 3 に、この再編成が空

間的にどのような意味を持つかを明らかにする。マッシィら(Massey and Meegan, 1979)

のこの構造論的アプローチに基づく実証研究は、産業の構造的再編 (industrial 

restructuring)の地理学として発表されるようになる9)。 

マッシィをはじめとする経済地理学において主導的な役割を担っている「構造」派の論

客たちは、個々の立地因子を調査することよりも、むしろ生産過程それ自体を理解するこ

との必要性を強調している。そして、日本において「地域構造論」を提起し、経済地理学

研究に新しい風を吹き込んだのが矢田俊文である。矢田は、1973 年に「経済地理学につい

て」と題する論文を発表し、従来の経済地理学の主要な研究成果を批判的に検討しながら、

国民経済的視点に立って地域的分業体系を明らかにする、という新しい経済地理学の方向

性を提示した。 

矢田が提起した地域構造論は、産業配置論、地域経済論、国土利用論、地域政策論、と

いう 4 つの分野から構成され、国民経済体系におけるそれぞれの分野を詳細に検討するこ

とを通じて、歴史的、社会経済的に形成される一国単位の地域構造を明らかにしている。

このような地域構造論は、戦後日本の経済地理学研究における主流をなしてきた「経済地

誌」学派の方法論的限界と、「地域問題」の発生メカニズムを究明しうる唯一の理論的枠組

と考えられてきた「地域的不均等論」に内在する理論的難点の確認、という 2 つの深刻な

                                                                                                                                                     
行動的立地論の展開に関するさらに詳細な整理は、松原(2006、pp.4–6)を参照せよ。 
8) 構造論的アプローチは、イギリスを中心とする英語圏における産業立地研究のアプローチの 1つであり、

従来の産業立地研究の系譜とは異なる独特な問題意識と視角を有する潮流として注目され、これまでに多

くの理論・実証・政策研究の成果が蓄積されてきた。 
9) 富樫(1990)、pp.39–54 を参照。 
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反省を踏まえ、そこからの脱却を目指して構想されたのである10)。 

その後、1970 年代後半から 80 年代にかけて、マルクス主義経済地理学が隆盛をみる。

構造論的アプローチの論客たちに加えて、もう一人の中心的論客であったハーヴェイ

(Harvey, 1985)は、より抽象的・原理的な議論を展開している。すなわち、ハーヴェイは、

工場やオフィス、商店、住宅といった都市空間を構成する重要な要素を、土地固着性を特

徴とする特殊な商品―地理的に配列された複合的な合成商品―として「建造環境」の概念

を提起し、それを資本循環の中に位置づけている。 

次節では、上記のような産業立地の経済地理学的アプローチを中心に、古典的産業立地

論と現代の産業立地論の先行研究を整理しつつ、グローバル化・情報化を背景とした近年

の産業立地に関する研究の変化を明らかにし、地域経済における産業立地論の研究課題に

ついて検討する。 

 

2.2 産業立地に関する先行研究のサーベイ 

 

立地論の古典として現在までも著名な研究成果は、そのほとんどがドイツの研究者らに

よって、19 世紀前半から 20 世紀前半の間で著されている。すなわち、農業立地論では、チ

ューネン(Thünen, 1826)の『農業と国民経済に関する孤立国』、工業立地論については、ウ

ェーバー(Weber, 1922)の『諸工業の立地について』、生産拠点の立地を決める「立地要因」

と中心地理論については、クラスタラー(Christarller, 1933)の『南ドイツにおける中心地』

などが、経済中心地の分布状況である「都市システム」について、それぞれ論じている。

表 2.1 に概括したとおり、古典から近代に至るまで、立地論に関する研究は長い歴史を有し、

幅広く展開されてきた。 

 

(1) 古典的立地論の経済地理学的分析 

経済地理学視点から、事業拠点の立地選択の論理を考える上で、生産拠点（工場）の立

地を決める「立地要因」（立地因子）について先駆的な研究をおこなったのは、ウェーバー

(Weber, 1922)の「工業立地論」である。ウェーバーの工業立地論では、一般的な立地要因

として、輸送費、労働費、地代をあげ、特殊な立地要因として、原材料の腐敗、湿度や流

水の影響といった環境・安全面の要因をあげている。そして、自然的・技術的立地要因、

社会的・文化的立地要因についてもウェーバーは、労働費の相違が遺伝的資質に基づく場

                                                   
10) 矢田(1990)、p.2 を参照。 
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合と、後天的な労働能力に基づく相違で説明できる場合についても述べている。 

 

表 2.1 産業立地に関する主な論者と研究概要 

1800〜1960 年までの論者 研究概要 

チューネン(Thünen, 1826) 農業立地の先駆的研究。「付け値曲線モデル」を使って、地代と輸送

費との関連を考察。 

ウェーバー(Weber, 1922) 工業立地の先駆的研究。生産拠点の立地を決める「立地要因」などに

ついて考察。 

クリスタラー(Christaller, 1933) 商業・サービス業立地の先駆的研究。経済中心地の分布状況（都市シ

ステム）を考察。 

レッシュ(Lösch, 1940) 独自の価格モデルを使い、都市システムの編成を論理的に考察。 

フーヴァー(Hoover, 1948) ウェーバーの工業立地研究を継承・展開。市場地域モデルによる考察。 

ヴァーノン(Vernon, 1960) フーヴァーとともにニューヨーク大都市圏の工業立地を研究。プロダ

クト・ライフサイクルに伴う立地変動を考察。 

グリーンハット(Greenhut, 1956) 寡占企業の空間的競争の観点から、工業立地を研究。 

スミス(Smith, 1971) 工業立地研究の考え方を地域開発の問題に応用。 

プレッド(Pred, 1974) 企業組織と情報の循環の観点から、都市システムを考察。 

アイザード(Isard, 1956) ウェーバーやクリスタラーらの立地論を幾何学的に接合。 

アロンゾ(Alonso, 1964) チューネンの「付け値曲線モデル」を住宅立地の問題に応用。 

1990 年〜2015 年までの論者 研究概要 

クルーグマン(Krugman, 1991) 独自の産業立地モデルを使って、産業集積を考察。 

ポーター(Porter, 1990; 1998) 競争戦略論視点から、企業活動の配置と調整、国や地域の競争優位性

を考察。 

矢田俊文(1982；1990) 経済現象の空間的展開・構造を分析するためのフレームワークとし

て、地域構造論を提起。産業地帯や経済圏の編成を考察。 

ディッケン(Dicken, 1998) 企業内および企業間の相互関係ネットワークを「生産連鎖」として考

察。 

マッシイ(Massey, 1973; 1984) 産業立地に関する諸問題をマクロ的に分析し、構造アプローチを提

起。 

スコット(Scott, 1988) 輸送費用に取引費用を加えた「リンケージ費用」から産業集積を考察。 

マークセン(Markusen, 1996) 企業規模や企業間関係を考慮に入れて、産業集積の形態を類化。 
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その他の関連研究 研究概要 

マーシャル(Marshall, 1890) 外部経済の観点から、産業集積を先駆的に研究。 

ウリーン(Ohlin, 1957) 労働市場への近接を、多数の工業集中の重要な要因。 

ピオリ・セーブル 

(Piore and Sabel, 1984) 

「柔軟な専門化」の観点から、中小企業を中心とした産業集積の役割

を考察。 

ハイマー(Hymer, 1970; 1972) 多国籍企業の立地と世界都市システムについて先駆的に研究。 

フリードマン(Friedmann, 1986) 世界と理論（世界都市仮説）を提起。 

出所：鈴木(2009)などの資料に基づいて筆者整理。 

 

すなわち、ウェーバーは、土地、資本財の調達、原料や燃料の調達、素材加工過程、生

産物の出荷過程の各段階に応じて抽象化する価値連鎖的な考え方を示している。商品価格

に影響を与える要因として、ウェーバーは、①土地費、②建物費、機械および設備費、③

原料と燃料の調達費、④労働費、⑤輸送費、⑥利子率、⑦固定資本の減価償却引当、をあ

げている。これらの立地要因の中で、特に労働費や輸送費を地域的立地要因として重要視

している。また、集積の中心地は輸送費最小地域であり、労働指向が弱い産業の場合に純

粋な輸送指向の集積が成立し、加工係数、すなわち 1 トン当たりの加工価値が高いほど、

強い集積可能性を持つと述べている。 

以上のようなウェーバーの立地論は、物流（原材料の調達や製品の出荷）や産業集積と

いった重要な問題を視野に入れて生産拠点の立地選択について論じており、現代の企業立

地行動を分析する際にも基本的な理論となる。ただし、ウェーバーの立地論では 1 つの生

産拠点の立地選択を扱っているが、現代の企業（特に大企業）は、複数の生産拠点を持つ

場合や、生産拠点とは別に研究開発拠点や販売マーケティング拠点なども持つ場合が多い。

したがって、こうした「企業の複数拠点立地」の観点からウェーバーの立地論を展開する

ことが、現代の事業拠点の立地選択の論理を明らかにするためには必要となる。また、現

代の企業行動を考える上で、企業間ネットワーク（主に、供給業者や顧客企業などとの取

引関係）の活用も不可欠な視点であり、これらの要素も事業拠点の立地選択の論理に組み

込む必要がある11)。 

また、ヴァーノン(Vernon, 1960)は、フーヴァー(Hoover and Vernon, 1959)とともにニ

ューヨーク大都市圏の工業立地に関する実態分析をおこなう中で、プロダクト・ライフサ

イクルに伴う立地変動について考察している。そして、スミス(Smith, 1971)は、空間費用

                                                   
11) ウェーバーの立地論の展開については、鈴木(2013)の議論を参考にしながら整理した。 
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曲線や空間収入曲線のモデルを考察するとともに、工業立地研究を地域開発の問題に応用

している。 

さらに、近年の産業立地研究としては、クルーグマンやポーターに代表されるように、

経済学や経営学など他分野の研究者による研究成果もたくさん発表されている。クルーグ

マンは、独自の産業立地モデルを使って、産業集積の形成論理を考察している。また、矢

田(1982)やディッケン(Dicken, 1998)の生産連鎖の研究など、産業立地を含んださまざまな

経済現象の空間的展開・構造を分析するためのフレームワークを提起した研究がある。 

 

(2) 産業集積論の経済地理学的アプローチ 

 産業集積は、一般的に、「特定の地理的な範囲内に規模の小さな企業が集中し、それらの

企業は同一の産業部門に所属することによって、何らかの関係を相互に形成している状況」

と定義される12)。産業集積論は、経済地理学の主要な研究対象の 1 つであり、その生成と

機能について多くの研究者によって数多くの業績が残されている。 

松原(1999)では、産業集積論の系譜には、マーシャル(Marshall, 1890)の流れをくむもの

と、ウェーバーの流れをくむもの、という 2 つがあると指摘している。マーシャルの産業

集積論の系譜では、産業集積というシステムの機能論に重点をおいて研究が展開され、シ

ステムの発生は偶然的な要因によるものと片付けられていた。それに対して、ウェーバー

の産業集積論の系譜では、産業集積システムの発生を、事前合理的な企業行動の結果とし

て捉えている、という特徴がある。 

企業や産業が、一定の地理的範囲に集中して立地する現象、すなわち、集積について、

最初に体系的に論じたのはマーシャルである。マーシャルは、同一産業や関連の深い産業

に属する企業が、ある特定地域に集中する集積（以下では、同一産業の集積と記す）に注

目した。そして、同一産業の集積が成立するためには、そこに立地する企業だけが何らか

のメリットを受けること、経済学的にいえば、個々の企業にとって何らかの正の外部性が

集積から生じることが前提となる。 

マーシャルの産業集積論によると、その形成要因は、特定の地域において気候、土壌、

鉱物資源などの伝統的な生産要素の比較優位が存在し、これらの要素が宗教的、政治的、

経済的な要因と相互に組み合わさって産業の局地化、という現象が生じるとされている。

しかし、マーシャルは産業集積の形成要因よりも持続性に焦点を当てており、その一般的

な要因として、「知識のスピルオーバー」、「熟練労働力のプール」、「補助的企業の成長」を

                                                   
12) 稲垣(2003)、p.3 を参照。 
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あげている。このように、産業集積論は、マーシャルが提起した外部経済＝「集積の経済

(agglomeration economy)」を出発点としながらも、もっぱら経済地理学の空間的産業立地

論として展開されてきたのである。 

その一方で、工業立地論の古典的研究を成し遂げたウェーバーの流れをくむ産業集積の

研究としては、フーヴァー(Hoover, 1948)やウリーン(Ohlin, 1957)などが注目されてきた。

ウェーバーは、産業集積をもたらす要因を「集積因子」と名づけ、これを「生産を、ある

場所において、ある特定の集団として統合しておこなうことによって生ずるところの、生

産または販売の低廉化」と定義している。他方、「集結させられた集団の解除に平行すると

ころの、生産のあらゆる低廉化」を「分散因子」と定義している。この 2 つの因子がとも

に作用することによって、集結したあらゆる生産に対して、製品の単位あたりの特定の費

用指数が対応するとし、「集結の度合いが小さい時に比べて、集結の度合が大きくなる時に、

この費用指数は、当該工業にとって、明らかに節約指数を意味する」と述べている。 

つまり、ウェーバーは、産業集積には、次元の異なる複数の段階があり、それを低次の

段階と高次の段階とに分けて、各段階についての産業集積について説明している。そして、

社会的な集積の本質的な因子は、技術的設備、労働組織の拡充、経済組織全体への適合の

増進、および所謂インフラストラクチャー（社会的間接資本）の整備である、と述べてい

る13)。 

このようなウェーバーの産業集積に関する理論は、輸送費や労働費といった他の立地因

子と関係づけて集積を検討しており、総合的・体系的な立地把握となっている。したがっ

て、その理論には、現在でも通用される論理が含まれているものの、主として一定の技術

体系を前提に同一業種の工場の規模拡大、もしくは複数工場の統合についての議論が展開

されており、イノベーションなどの動態的な視点や、異なる業種・企業の集積などのよう

な現代的視点は十分とはいえない。そして、社会的分業関係にある複数の事業所、あるい

は企業は地理的近接するものであるという考えは、現時点でみるならば、常にそうなるわ

けでは必ずしもない、といわざるを得ない。 

ウェーバーと同様に、フーヴァー(1948)は、規模の経済が作用することによって局地的集

中が起こるが、その集中には局地的集中の不経済のゆえに限度があり、集積が抑制される

要因となりうると指摘した。その限度をもたらす 1 つの要因は、自然的制約ゆえの生産費

用の高騰であり、もう 1 つの要因は、労働組合の存在と力の増加に伴う労働費の上昇であ

ると論じている。 

                                                   
13) ウェーバー(1922/1986)、pp.142–143 を参照。 
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 フーヴァーの議論の特徴は、この局地的集中の不経済にもかかわらず、都市化の経済に

よって集積は起こることを強調した点にある。「集中した労働市場を持つ大都市には、田舎

ではまったく存在しない質の労働がある。どんな質の労働でも、必要な時にはいつでも容

易く見つけることができるような労働市場に近接しているという利益は、多数の工業の局

地的集中に際しての重要な 1 つの要因である」というウリーンの指摘14)を引用して、フー

ヴァーは次のように述べている。「都市労働の有利性は、低賃金にあるのではなく、能率と

供給のフレキシビリティの存在にある。そこで一般に、熟練労働を指向する諸工業は引き

づけられ、低質労働を多く使用する諸工業は追い払われるだろう」15)と。このように、ウリ

ーンは、労働や資本という生産要素の移動可能性が、集積を生み出す重要な契機であるこ

とを十分に認識していた。 

一般論としてウリーンは、労働と資本の移動は国の間でよりも、国の内部においてより

一般的であることから、労働移動は、農村地域よりも名目賃金が高い都市への巨大な人口

集積を可能にする、と述べている。このようなウリーンの議論の流れからすると、集中し

た労働市場をもつ大都市は、農村には完全に欠けている労働の質をもつことになる。そし

て、どんな質の労働者も必要な時に、いつでも容易に見出しうるこのような労働市場への

アクセスの優位性は、多くの産業の局地化の重要な要因となる16)。 

 産業集積への注目を世界的レベルで引き起こした学術的な著作は、ピオリ&セーブル 

(Piore and Sabel, 1984)の『第 2 の産業分水嶺』である。ピオリらは、1970 年代はじめの

世界的な資本主義経済の危機を乗り越えて新たに繁栄を謳歌するようになった国と、危機

の克服に失敗した国とを対照させ、如何なる要因が新たな繁栄をもたらすのかを考察した。

その結論は、「柔軟な専門化論」が妥当する地域こそ現代における繁栄地域であり、こうし

た地域を擁する国が繁栄する、というものであった。 

ピオリらの主張は、もっぱら少品種大量生産をおこなう巨大企業が支配する経済は行き

詰まり、これに取って代わるのは多品種少量生産を柔軟にこなす中小企業が主役を占める

経済である、というものである。その好例が、第 3 のイタリアであり、最先端技術を駆使

する中小企業が活躍すると同時に、起業が絶え間ないシリコンバレーである、と指摘する。

こうした地域では、中小企業間の複雑な水平的ネットワークによって、グローバリゼーシ

ョンと情報化時代の経済をリードするという認識が広がっている。 

 これと類似した主張は、世界的に著名な国際経済学者であるクルーグマンや、同様に著

                                                   
14) ウリーン(1957/1980)、p.219 を参照。 
15) ウリーン(1957/1980)、p.97 を参照。 
16) ウリーン(1957/1980)、p.219 を参照。 
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名な経営学者のポーターによって、1990 年代はじめに相次いて提起されることとなった。

ポーターは「競争優位」という概念を提起し、世界経済の中での「国の競争優位」は、産

業クラスターが形成するか否かにかかっていると主張した。ポーター(Porter, 1990)のクラ

スターに関する定義は、クラスターとは、ある特定の分野における、相互に結びついた企

業群と、それと関連する諸機関によって構成される地理的に近接したグループである。そ

して、これらの企業群と諸機関は、共通性と補完性によって結ばれている。 

 その一方で、クルーグマンは、産業集積（製造業集積）が形成される論理について、収

穫逓増（規模の経済性）と不完全競争を考慮に入れた産業立地モデルを用いて説明してい

る17)。クルーグマンの産業立地モデルにおいては、単純化のため、全国が 2 つの部門（農

業、製造業）のみが想定されている。そして、製造業の地理的配置は、費用の最小化を追

求する企業（製造業）の立地行動によって決まってくる。企業は、その製品の需要の地理

的割合を考慮に入れながら、費用が最小になるように生産拠点の立地を決定するが、製品

需要の地理的割合は他の企業の立地により変化するのが一般的である。そのため、企業は

その立地行動においてお互いに影響し合うことになる。 

 クルーグマンの産業立地モデルでは、立地地域を東と西に分けて説明をしている。企業

の立地行動は、他の企業が東部に偏って配置していると東部に生産拠点を立地することに

なり、逆に西部に偏って配置していると西部に生産拠点を立地することになる。また、他

の企業が東部と西部に均等に配置していると、両地域ともに生産拠点を立地することにな

る。つまり、企業の立地行動を通じた製造業の地理的配置は、東部への完全な集中、西部

への完全な集中、および両地域への均等な分散といった 3 つの均衡があり得る。 

 そして、製造業が集中的に配置する地域は、製造業労働者による製品需要が増大し、製

品需要が大きな地域には製造業がさらに集中する。このような場合、製造業がどの地域に

集中するかは、初期の地理的配置（初期条件）に依存する。また、状況が変われば製造業

の地理的配置も変化することがあり、その変化は徐々にではなく急激に現れる。 

 以上のクルーグマンの立地モデルは、企業の立地行動の累積により産業活動の地理的配

置が、どのような均衡状況になるのかを考察しており、収穫逓増（規模の経済性）の問題

を生産拠点の追加的建設費として論じるとともに、製造業労働者の移動を通じて製品需要

の地理的割合が変化することを論じるなど、ウェーバーらの伝統的な産業立地論とは異な

る、新しい論点を多く提示している。 

日本でも、多くの産業集積論に関する研究がおこなわれてきた。例えば、藤川(1999； 

                                                   
17) クルーグマン(1991)、pp.15–29 を参照。 
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2002)は、企業間のリンケージの調整の面からウェーバーが説明した集積の利益に関する議

論を再整理し、集積の利益と集積の形態との関連を検討している。藤川は、集積の利益を

規模の利益、公共的外部条件の利益、調整の利益、という3つの利益に分類し、主に大企業

の分工場群からなるサテライト型産業集積地は、規模の利益や公共的外部条件の利益を享

受しているものの、地域内のリンケージ18)をほとんどもたないため、調整の利益は得られな

い、と論じている。また、多数の中小企業が空間的に接近している形態の集積地では、汎

用的な生産手段の利用と、多数の潜在的取引相手の存在を通じて、公共的外部条件の利益

を享受できる以上にも、リンケージの拡大による調整の利益が得られる、と論じている19)。 

そして柳井(1997)は、ウェーバーが説明した集積が、接触（結合と近接）の利益がその核

心であるという観点から、工場規模の拡大という低次の段階から、複数の工場が集積する

高次の段階へと、産業集積が展開していく論理を検討している。すなわち、当企業の拡大

とともに生産量の拡大が進展し、輸送・通信業務などの重要性が高まる結果、それらの施

設を自己資本で整備し、それを他の企業も利用する場合や、採算性があるために、他の第

三者的な企業が整備する場合、あるいは個別企業の採算が取れそうにない時に、政府が市

場を通さない形で介在して施設を建設する場合、において、他の企業の立地を牽引するよ

うな公共的外部条件が発生することを論じている20)。 

以上のような産業立地の経済地理学的分析は、本研究における中国の都市部と周辺地域

の産業立地の実態を明らかにし、その背景とメカニズムを分析するための理論的基礎とな

る。特に、グローバリゼーションの深化に伴う産業立地と企業立地戦略の変化を取り入れ

ながら、現代における産業集積のメカニズムを解き明かす諸理論は、1990 年代以降の社会

主義市場経済システムの構築とともに変容している中国の産業集積と企業立地行動を説明

する有効な分析ツールを提供していると考えられる。次節では、特にクルーグマンらによ

って展開されてきた空間経済理論とその研究成果を再整理しながら、産業立地の空間を周

辺地域に限定し、周辺地域における産業集積と企業立地の実態、およびその背景とメカニ

ズムを明らかにするための分析枠組みを検討する。 

 

 

 

                                                   
18) 藤川(2002)は、柔軟な専門化ではリンケージ費用が大きくなると指摘している。リンケージ費用とは、

輸送費用に、取引相手の探索、取引条件の交渉、契約の締結、取引相手の監視といった取引費用を加えた

ものであり、不確実性の高い環境下では対面接触が取引上重要となってくるとしている。 
19) 藤川(1999)、pp.31–33 を参照。 
20) 柳井(1997)、pp.170–171。 
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2.3 周辺地域における産業立地と空間経済学に関する理論(中心―周辺構造) 

 

前節で概括した古典的立地論から現代の立地論までの継承・発展しながら、一国内の異

なる地域の間の産業立地と集積の実態とその原理を説明しながら、中心地域（都市部）に

おける産業の集積と周辺部における産業集積の可能性を論じた研究も多くなされてきた。 

少し古い理論からみていくと、1930 年代には、クリスタラー(Christaller, 1933)とレッシ

ュ(Lösch, 1940)による「中心地理論」が注目された21)。中心地理論は、中心地点およびそ

の補完区域からなる結節地域・市場圏の垂直的集合について論じた。具体的には、各上位

市場圏は、そのすぐにある下位の市場圏をいくつか含む階層的配列を示しているという学

説、すなわち、すぐ下位の市場圏をいくつか含む上位の市場圏が存在し、さらにこれら市

場圏をいくつか含むより上位の市場圏が存在する、という階層的な地域構造をなした配列

がみられる、という理論が展開された。 

ここで、クリスタラーの中心地理論は、「都市地域を中心とする蜘蛛の巣状の階層構造」

を提起したことで広く知られている。クリスタラーは、経済学と地理学の理論的統合を通

じて、中心地問題の解明と解決を図っていた。すなわち、南ドイツを例に、都市の聚落の

数、分布、および規模の法則性について、経済地理学的な研究をおこなったのである。 

その際に、クリスタラーは、中心的な財の消費と中心地点の発展、人口の分布と中心地

点、人口密度と人口構造、中心的な財、区域、交通、中心的な財の到達範囲、中心地点の

体系などの静態的な諸関係を論究している。そして、人口、中心的な財、生産費・技術進

歩、区域、交通、中心的な財の到達範囲、景気変動などの動態的な諸過程についても詳細

に考究することにより、中心地域の経済地理学的な特質を説明すると同時に、その変化、

さらにはその背景にあるメカニズムを明らかにすることを試みた。 

そして、レッシュの「経営経済学立地論」は、空間の要因が導入された一般均衡理論、

すなわち、立地の一般方程式体系を提唱したことで有名である。これは、レッシュの偉大

な貢献の 1 つであるが、この体系には、立地相互間の均衡条件を明らかにすることはでき

ても、仮にその方程式体系が次第に改良された場合においても、各地域の現実的な問題、

すなわち、一般方程式によって導き出される均衡条件とは異なる立地が実態として存在し

ていること、を正確に説明することはできない、という欠陥が存在する。とは言え、レッ

シュの研究成果は、経済地理学理論の大半を占める経済立地論の根幹となる部分を占有し

ているといっても過言ではなく、当該学問分野で欠くことのできない貴重な財産を提供し

                                                   
21) クリスタラーとレッシュの中心地理論に関する叙述は、北條(2005)の第 1 章を参考している。 
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てくれている。 

クリスタラーとレッシュの研究は、結果的に同じような「六角形の中心地パターン」を

導き出している点では共通しているが、理論化のプロセスは大きく異なっている。クリス

タラーは、財の到達範囲の上限に着目し、最小の中心地で最大の面積を効率よくカバーす

るような六角形を考えていた。そして、財やサービスの到達範囲の空白を作らないように、

財・サービスを等しく人々に供給することを目指して、図形の処理を通じて、規模の異な

る中心地の配列を導き出した。そこには、福祉的な観点とともに、財政負担の少ない効率

的な施設配置を目指す、という政策的観点が多分にみられる。 

これに対してレッシュは、均質空間における完全自由競争を前提に、新規参入が自由な

空間における利潤獲得競争をおこなう資本の空間的運動を重視し、市場圏の削り合いと重

ね合わせを通じて、経済学的に中心地システムを説明しようとした点で、クリスタラーと

大きく異なる。レッシュは、最多の立地主体、ひいては中心地をも空間的に分割し、その

結果、財の到達範囲に関しては下限で均衡する、という特徴を持っている22)。 

そして、近年における産業集積と企業立地の中心と周辺部地域における分布と、その空

間的相違を強調した研究として、Krugman(1991)やFujita, Kruguman and Velnable(2000)

などの空間経済学の成果をあげることができる。クルーグマンは、ある地域における産業

の地理的集中による特化が、他の地域との比較において規模の経済による優位性をもたら

すことを明らかにする。そして、収穫逓増、輸送費、需要の相互作用によって集積に伴う

規模の経済がもたらされることから、産業の地理的集中が生じ、諸要因の中でも、特に輸

送費の果たす役割が大きいことを理論的に説明している。 

このような空間経済学の理論が、1990 年代に急速に発展する現実的な動機づけとなった

のは、急激に進む地域統合であった。当時のヨーロッパでは、EC が EU へと昇格(1993 年)

され、地域統合と自由化を保証する単一市場へと、より深い地域統合に向けて変革するた

だ中にあった。また、北米では北米自由貿易協定(1994 年)が、アジアでは ASEAN 自由貿

易地域(1992 年)が発足するなど、地球規模でのグローバル化と各地域における地域統合の

動きが、同時に進んでいた。 

そして、地域統合が進展するにつれて、域内各国の内部におけるさまざまな地域の経済

が、地域経済統合によってどのような影響を受けるのか、ということについての分析が非

常に強く求められたのである。そして、空間経済学は、このような現実の要請に応える形

で 1990 年代において劇的な理論的発展を遂げたのである。つまり、空間経済学とは、地域

                                                   
22) 松原(2012)、p.39–51 を参照。 
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統合が劇的に進む現実からの要請を受けて発展した理論であり、まさに地域統合が地域経

済に与える影響を分析するための理論的枠組みを提供する経済学のツール、ということが

できる。 

さらに、1 国内におけるさまざまな地域、特に周辺部の 1 つである国境地帯における産業

立地の変化を検証するための経済地理学的理論も発展した。例えば、Hanson(1996；1997；

1998)は、空間経済学のモデル分析を通じて、貿易自由化と経済統合における国境立地の経

済優位を指摘し、国境付近が、従来の周辺地域から大規模な共同市場中心地域に変わる傾

向があると説明した。特に、国家間の国境貿易が増えるほど、国境地域にもっと多くの企

業と産業が集積する可能性を述べている。国境地帯における産業立地の変化を検証するた

めに、地域データを用いた計量分析をおこない、経済統合によってメキシコ北部国境地帯

の賃金、雇用が有意に増加したことを明らかにした。 

内陸国境地域（辺境地域）における産業集積をより深く理解するには、産業集積を説明

する Krugman(1991)の「核―周辺モデル」23)が、先駆的な研究として広く知られている。

このモデルは、一般均衡理論の枠組みで、企業レベルにおける規模の経済、輸送費、およ

び生産要素移動の三者の相互作用を通じて、特定の「核―周辺」空間構造が内生的に生ま

れることを説明した。 

そして、工業立地への求心力（ないし集積力）は、前方関連効果（他の条件が同じ場合、

労働者はより多様な工業製品を生産している地域に住むことによって効用が増やすことが

できる）、および後方関連効果（他の条件が同じ場合、工業製品を作る各企業は市場がより

大きい地域に立地することによって利益を上げられる）の存在によって説明する。つまり、

工業労働者のより多い地域を選ぶことがもたらす循環的効果（雪玉効果）の存在によって、

産業集積の効果がもたらされることを明らかにしている。 

呉(2000；2007)は、空間経済学の視点から、Krugman(1991)の核―周辺モデルを拡張し

た 2 国 4 地域モデルを展開している。そして、この拡張されたモデル分析の結果に基づい

て、対外輸送コストが比較的安い「国境付近地域」が、より強い集積力を持つことを示し

た。そして、対外貿易の増加に伴って、この集積力はさらに強くなる。初期において、国

境付近地域は規模が小さくても、国際貿易量の拡大と政府の強力な支援などによって、こ

れらの地域が次第に産業集積地になっていく可能性があることを明らかにしている。 

                                                   
23) クルーグマンは、労働力が 2 地域間を実質賃金が低い地域から高い地域に移動すると仮定したモデルに

より、輸送費が十分に低下すると、規模の経済が働収穫逓増的な工業部門は一地域に集中し、その他の地

域は未開地となることを予測する核―周辺モデル(core periphery model)を提示した。 
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 そして、Krugman の核―周辺モデルやその拡張モデルにおいて、産業集積の重要な要素

となっている輸送費に関して、Hummels(1999; 2001)が、広義の輸送費に影響を及ぼす要

素について分析をおこなってっている。特に、海上輸送費において、遠距離輸送(9,000km)

は、近距離輸送(1,000km)に比べ、1974 年時点では 59%高かったが、1998 年にはそれが

32%にまで低下していること、そして航空輸送では、1974 年では 200%高かったものが、

1998 年には 68%にまで低下していることを、具体的に示している。 

輸送費を、輸送産業における輸送サービスに対する対価として捉え、輸送産業という視

点から検証した Mori and Nishikimi(2002)の研究でも、近年における輸送費の低下を証明

している。特に、輸送産業における集荷量の増加が、輸送費の低下に直結していることを

説明し、海上輸送において、1%の輸送量増加がコンテナ当たりの輸送費を 0.3%低下させる

と推計している。また、輸送産業における技術変化が、輸送費の低下をもたらすというこ

とを説明した Hummels(1999)では、コンテナ化によって 50～60%輸送費の節約が可能にな

ったことを明らかにしている。さらに、空港・港湾単位においても、集荷量が多いほど、

さまざまな経営コストの効率化が可能になり、輸送単価の低下につながる、ということが

明らかにされている。 

 そして、物理的な輸送費以外の重要な非政策的障壁として、輸送時間費用の節約が輸送

費の縮減につながることを説明した Hummels(2001)によると、1 日の輸送の遅れが 0.8%

の従価関税と同等であることが明らかになっている。つまり、平均的な海上輸送日数であ

る 20 日は、16%の関税と同等となることから、輸送時間の短縮を通じて広義の輸送費を節

約できる。また Djankov, Freud and Pham(2010)は、1 日の遅れは貿易額を 1%以上減少さ

せ、これはおよそ 70km の地理的な輸送距離の拡大と同等であることを示している。 

これらの産業集積における輸送費に関する研究は、地域統合に伴う近隣の国家間の貿易

量の増加が、輸送距離、輸送時間、輸送量の変化を通じた輸送費の縮小をもたらすことを

明らかにしている。そして、輸送技術の発展や輸送業務の効率化も輸送量の増加によって

促進されることを併せて考えると、グローバル化や地域統合に伴う国際貿易の増加は、輸

送量の増加をもたらし、輸送費の低下につながっている、といえる。 

このような輸送費を、産業集積の地理的分布に影響を与える重要な要素と考える空間経

済学の理論は、これまでは輸送距離の長さによる高い輸送費の存在が、不利な立地条件と

なっていた周辺地域における産業立地の可能性を提示してくれた。さらに、その理論的背

景ともなった地域統合の進展は、域内諸国・地域間の貿易を増加させ、それらの経済要素
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の国境を越えた移動が活発になればなるほど、国境付近の周辺地域における産業集積と経

済発展の可能性を高める要因となると考えられる。 

 

2.4 小括 

 

 本章では、古典的立地理論から現代の立地論に至るまでの研究成果をサーベイしながら、

産業立地と産業集積の基本的な原理を把握した。そして、企業立地と産業集積の変容をも

たらすさまざまな要因について、空間経済学が説いた中心ー周辺構造の視点に基づいて、

周辺地域、とりわけ国境付近の周辺地域における産業立地と集積の可能性を検討した。す

なわち、産業立地と産業集積の基本的な理論においては、条件不利地域である周辺地域（国

境地域を含む）が、グローバル化や地域統合の進展、さらには技術変化に伴う輸送費の低

下によって、地理的な不利要因を克服できるのみならず、国境を跨いだ経済活動の拡大に

よって国境地域が大きな産業集積を形成しうるという可能性について説明した。 

現代の立地論においては、立地因子が「空間克服費用を低減させる要因」としても考え

られ、近年おける人、モノ、情報の輸送費と通信費の低減が、企業立地の空間的制約を大

幅に緩和したと考えられる。そして、現段階においては、企業に代表されるように、複数

の工場や事業所を有する巨大企業組織が、世界を舞台に最適な生産配置を決定する立地主

体となっている。そのため、生産拠点の新設に止まらず、既存工場の拡張・縮小、移転、

M&A、閉鎖といった立地調整にも焦点が当てられている。その結果、立地を決定する要因

よりも、立地展開のパターンや企業組織内での空間的再編成のメカニズム、もしくは業種

別の立地傾向等の解明にも力が注がれている。 

さらに、現代の集積論では、従来のウェーバーやマーシャルの集積論における経済的な

要因に基づいて集積を説明する、という単純なアプローチから、より多様な集積要因の解

明が目指されている。すなわち、柔軟な専門化などの生産システムの特性、個人的関係、

社会や文化、地域における「技術革新の風土」など、さまざまな要因を取り入れながら、

産業集積要因の解明をおこなっている。 

そして、もともとは、封鎖経済条件を前提に周辺地域の立地問題を論じた古典立地論に

対して、近代の立地論では、空間経済学のような周辺地域、とりわけ国境付近の周辺地域

における産業立地と集積の問題も議論されている。すなわち、古典立地論においては、投

資家にとって魅力的なのは、熟練労働者の供給が可能で、高い成長力を保持し大きなロー

カル市場をもつ都市の中心部地域であり、周辺部は立地不利な地域にされていた。 
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しかし、現代的産業集積論である空間経済学の理論は、輸送費の低下に着目しながら、

一方における工業が中心部に集積して一極集中が進む傾向と、もう一方における輸送費の

十分な低下により、製品市場や中間財の供給地に接近して立地するメリットが低下し、企

業と産業の立地が周辺部に向けて（国内の周辺地域だけでなく、世界における後進地域も

含む）、分散していく可能性があることを、（世界範囲で、ないし 1 国範囲で）「核―周辺構

造」の視点から説明している。 

 本研究の主な関心は、経済地理学における立地論が説いた立地条件においては、条件不

利地域とされる周辺部における産業立地の実態と、立地条件の実態とその改善をもたらす

地域政策の中身を精査することになる。次章以降では、本章で取り上げた経済地理学の立

地論が示したさまざまな分析ツールを駆使しながら、主に中国の周辺地域を分析対象とし

て取り上げ、周辺地域における産業立地と経済発展の可能性を探求する。 
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第 3 章 中国における地域構造の実態 

 

 

 

改革開放後の中国においては、急速な経済成長に伴う所得上昇と生活の便利性・快適性

の向上などの波及効果は認められる一方で、その対価として都市（中心部）と地方（周辺

部）に二極化した国土構造の形成、開発に伴う環境悪化など、解決困難な問題も多く指摘

されている。 

現代中国における空間構造の把握においては、新経済地理学が重視する「産業の集中・

集積」の視点、地域構造論が重視する「産業配置（産業立地、地域循環）」と「地域経済（産

業地域、経済圏）」の視点が重要な意義を持つ。また、産業配置の空間的偏倚性によって生

じる地域問題の解決策として講じられる中央と地方レベルでの国土政策、産業政策の検討

も重要となる。そして、周辺地域の経済発展においては、財政支援に依存した産業立地が

中心的な役割を果たしており、財政制度改革との関係から地域経済の変容を論じることが

必要である。 

 本章では、地域構造論の分析枠組みを参照しながら、1949 年の建国後、中国における産

業立地と経済発展の空間構造について国土政策と産業政策の視点からアプローチし、地域

構造の実態とそれが地域経済に及ぼした影響を明らかにする。 

  

3.1 地域構造の分析枠組み 

  

前章でも述べた中国における地域間格差の拡大を地域構造論的視点から捉えると、沿海

部地域を「中心部」とし、その他の内陸地域を「周辺部」とする二元化された国土構造の

形成、と概括できる。そして、この中心―周辺構造は、グローバル化に伴う企業内の国際

分業が進む中で、より一層強化され、企業の立地戦略に影響を与える形で周辺地域の産業

構造や労働市場の再編を促している。 

このような「中心―周辺」構造を含む国民経済の空間システム、ないし地域システムを

解明する理論としては、矢田(1990)が提起した地域構造論が有用である。地域構造論の視点

からみると、世界経済の空間システムは、その基礎である国民経済の空間システムの結合

による結果として形成される。そして、国民経済を 1 つの空間システム＝地域構造として

捉えると、地域経済は、その一切片として位置づけることにより、世界経済―国民経済―
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地域経済の連関の中で捉えることを可能にしたということができよう。 

すなわち、国民経済をある一定のまとまりと捉え、その中で経済法則に基づいた産業配

置がなされ、それに規定されて地域経済、国土利用、地域政策が成立し、トータルな地域

構造論が 1 国単位で成立していると考えているのである。寡占企業、多国籍企業といった

いわゆる現代の大企業の空間的行動と影響とを十分に捉えてなかった古典的立地論など、

従来の経済地理学の主要な研究課題を批判的に検討し、国民経済的視点に立って、地域的

分業体系を明らかにする新しい経済地理学の方向性を示した。そして、地域構造論は、産

業配置論、地域経済論、国土利用論、地域政策論の 4 つの分野から構成される。 

まず、産業配置論は、国民経済の地域構造を基本的に規定する、産業諸部門・諸機能の

配置を解明しようとする分野である。これには、個別産業や個別企業の工場や管理部門な

どの空間的配置を明らかにしようとするミクロ的な実証研究から、産業構造全体の変化や

産業連関を踏まえながら総体としての産業配置を明らかにしようとするマクロ的な実証研

究、および古典的立地論を批判的に検討しつつ資本の空間的運動を解明しようとする理論

的研究など、幅広い研究課題が含まれている。 

矢田(1990)によると、1 国の国土構造は、「産業地帯」と「経済圏」という 2 つの地域概

念から複合的に把握することができる。ここで、産業地帯は、特定の産業活動が分布する

地域的な広がりを表しており、1 国の国土内では各種の農業地帯や工業地帯などが認識され

る。そして、産業配置の 1 つの側面である産業立地に注目すれば、一般に同一ないし同種

の部門や機能の立地がほぼ同様の立地動向を示すことから、その立地が一定の地理的範囲

のなかで卓越する傾向をもち、「等質地域」としての「産業地域」ないし「産業地帯」を形

成する。 

また、産業分類や空間的範囲をさらに広く取った場合、重化学工業地帯、農林水産業地

帯、中枢管理機能やサービス産業が集積する大都市圏など、として把握することができる。

こうして、国民経済の地域的編成は、産業立地を軸に形成される多種多様な産業地域の多

次元的空間編成＝地帯構成という側面を有している。 

その一方で、経済圏は、物流や人流などのさまざまな経済循環の「地域的なまとまり」

であり、経済中心地である都市とその圏域から構成される。そして、経済圏の編成につい

ては、主に 2 つの視点からのアプローチがある。1 つは、クリスタラーやレッシュらによっ

て定義された中心財、すなわち空間的な市場圏を有する消費財や消費サービスなどの供給

拠点として都市を規定し、その中心財の空間的市場圏の広狭によって、都市の階層性を説

明するアプローチである。もう 1 つは、プレッドの都市システムの考え方であり、国家や
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大企業のような大組織の管理機構の管轄区域の階層性と、それをベースにして生じる専門

情報の空間的な循環によって都市の階層性を説明するものである24)。 

そして、プレッドの都市システム論では、首都機能と大企業の立地がほぼ同じの場合と、

それぞれに異なった場合とでは、都市システムが著しく違った構造をもつと指摘している。

世界各国の首都機能と大企業の立地との関係を分析した藤本(2002；2003)によれば、日本

はイギリス、フランスなどと同様に一極集中型国土構造を形成している。その理由として、

政府・企業の関係が、政府の中央省庁と大企業の本社との間で専門情報を循環させ、それ

ぞれの地方組織に情報を伝達・指示していることをあげている。逆に、米国の場合は、合

衆国の政府が連邦政府と州政府に分離されており、政府と企業の関係でも一般的には市場

ルールに基づくものである。その結果、連邦政府と大企業の本社の間の情報交換は僅かで

あり、政府と企業立地の間には、明確な相関関係は検出できない、と指摘している。 

このような各国の首都機能の存在が首都における中枢機能の集積を生み、一極集中の要

因となっている。そして、経済、行政、教育、文化、社会など全部門に渡る中枢管理機能

の首都一極集中型の国土構造は、過密過疎問題をもたらす大きな要因となる。さらに、土

地や水資源利用の不均衡をもたらし、過密地帯では環境汚染問題を引き起こし、過疎地帯

では国土管理を疎かにするなど、全体として生態系の破壊を深刻なものにしていく。また、

過密地帯における地価の異常な高騰、災害時の都市機能の麻痺などを引き起こし、地域経

済の停滞や過疎地の拡大による国土構造の不均衡、地域間格差を拡大させるなど、さまざ

まな問題を発生させる。このような首都一極集中によるさまざまな国土不均衡問題の改善

に向けて、日本や韓国、中国を含む多くの国では、首都機能移転を国土政策の重要な課題

として提起している。 

他方、地域構造論における地域政策論は、上記のような産業・人口の過集積による過密・

過疎、地域経済の衰退、および巨大都市問題など、各種の地域問題の解決を目指す国土政

策や地域政策を主たる研究対象とする。矢田(1990)によると、広義の地域政策には、国家機

構の中枢部としての中央政府がさまざまな方法で地域構造を再編する国土政策と、地方政

府や地域の諸団体、住民が個々の地域経済振興や地域問題に対処しようとする狭義の地域

政策の 2 つがある25)。 

そして、国土政策には、構造不況地域や過疎地域などの「問題地域」の振興にかかわる

「社会政策」的な国土政策、過密地域の基盤整備に重点を置き、「成長の極」を一層広域化

しようとする「成長促進」的な国土政策、さらには、一点集中型の「成長の極」を国土全

                                                   
24) 矢田(1990)、pp.20–21 を参照。 
25) 矢田(1990)、p.24。 
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域に分散し、いくつかの「極」を創って全体として均衡化しようという「多極形成」的な

国土政策、などがあり、多様な手法が実践されてきている。 

最後に、地域構造論における地域政策をみると、狭義の地域政策としては、政治的運動

によって公共投資を誘導したり、社会保障費用を手厚くしたりといった財政のトランスフ

ァーを引き出そうとする政策、構造不況産業に代わる新しい産業の誘致を積極的に展開す

る政策、地域自らの力で地場産業の振興を模索する内発的振興策など、多様な方法が模索

されてきた。しかし、狭義の地域政策は、あくまで対症療法の域に限られており、地域問

題を必然化させた地域構造自体の再編政策となる国土政策と有機的に連携しないと、地域

問題の根本的な解決には結びつかない。 

そして、地域政策が対象とするものは、経済メカニズムによって形成された産業地域、

ないし経済圏であるのに対し、政策の主体は人為的に設定された政策単位であることから、

両者のミス・マッチングがますます深刻化しつつあり、広域行政の導入26)が不可欠となりつ

つある。 

以上、矢田の地域構造論の議論を参照しながら、中国における空間構造と地域経済の実

証分析をおこなうための分析枠組みについて概括した。次節では、この分析枠組みに依拠

しながら、中国の空間構造を明らかにする。 

 

3.2 中国における空間構造の形成―国土政策と産業政策の展開 

  

中国の国土構造の特徴としては、多国籍企業の立地に牽引された工業地帯が沿海地域に

広がっており、それも軽工業から素材型重工業へ、さらには組立型・ハイテク型重工業へ

と構造転換しながら重層的に編成されてきたことがあげられる。その過程で、中国の沿海

地域の中でも、北京市を中心とした華北経済圏（環渤海経済圏）、上海市を中心とした華東

経済圏（長江デルタ経済圏）、広東省を中心とした華南経済圏（珠江デルタ経済圏）の 3 大

経済圏が編成されている。 

 このような中国における地域構造の形成メカニズムについて、王(2009)は、改革・開放以

降、「放権譲利」27)や「利改税」28)などに象徴される経済体制の転換過程における、市場占

                                                   
26) 広域行政については、広域自治体である都道府県の広域行政と基礎自治体である市町村の広域行政 2

種類がある。そして、広域行政をおこなうに当たっては、そのための法人や組織を別途作っておこなう方

法と、特にそのような法人や組織は作らないでおこなう方法の 2 種類がある。 
27)「放権譲利」とは、計画経済体制の下で非効率の極みに陥っていた国有企業に対して、経営自主権や利

益留保を認めることによって経営層、従業員らにインセンティブを与えようとする改革である。 
28) 1983 年から導入した「利改税」は、利潤上納請負制を税制へ転換するということであり、これを主導

したのは国務院と財政部であった。国務院というのは多義的であるが、日本の官邸に相当する。 
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有率をめぐる行政区画を単位とした「地域間競争」の存在を指摘する。そして、この地域

間競争には、競争を促進する要素と競争の形態を歪める要素が含まれているが、前者は、

中央政府が重点地域で「重点政策」を実施することによってもたらされたものであり、後

者は、地方政府が地方保護主義の観点から市場介入を実施した結果である、と論じている29)。 

計画経済時代の中国では、国防の視点に基づいて産業の地方分散を目指し、各地域で独

立した経済体系をもつように地域開発を進めてきた。その結果、内陸部への投資は増加し、

地域均衡型の空間構造を形成してきたといえる。しかし、1978 年の改革開放以降において

は、社会主義市場経済体制の構築を目指す過程で、この均衡型の空間構図は大きな転換を

迎えることとなった。すなわち、市場経済を経済システムの中心に据える経済体制への転

換が進められていたが、政府の役割は大きく、地域開発戦略において政府は影響力を行使

してきた。 

その結果、沿海地域における経済特区の設置、沿海開放地域における各種優遇政策、沿

海部地域経済発展戦略、上海浦東新区の設置など、一貫して沿海地域の経済成長を推奨す

る優遇政策が実行されてきた。このような中国政府の発展戦略や成長促進政策により、多

国籍企業が中国の沿海地域に多数立地し、沿海部地域の工業化、産業構造の転換は急速に

進んだ。特に、多国籍企業のほとんどが沿海部地域に立地したことにより、沿海部地域と

内陸地域との経済発展の格差はますます拡大した。 

 このような中国における沿海部地域と内陸地域の地域間格差の拡大、およびグローバル

化の進展による社会経済状況の急速な変化は、中国の国土政策の課題、内容、実施、およ

び効果における変容をもたらした。 

 

3.2.1 中国における国土政策の変遷 

 中国の国土政策には、経済社会発展計画、国土計画（土地利用計画）、都市農村計画の 3

つの計画体系が関係している。ここで、社会経済発展計画は、国家、省、地域、県の 4 つ

の行政レベルに分けて作成され、国土計画は、全国、省級、地級、県級、郷級の 3 つのレ

ベルで作成される。そして、都市農村計画は、都市システム計画、都市計画、鎮計画、郷

計画、村計画に分けられ、都市システム計画は、全国、省、地、県、郷、村の 6 つのレベ

ルに分けて策定される。 

 このような中国における異なる行政単位別に策定される国土政策の変遷は、主に以下の

ような 4 つの段階に区分して概括することができる。 

                                                   
29) 王(2009)、p.6 を参照。 
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第 1 段階の建国から改革開放までの計画経済の段階では、国土概念や国土政策の体制を

欠いた地域開発政策が実施され、中央政府による重点投資と内陸部の均衡発展が図られた。

第 1 次・第 2 次 5 カ年計画では、沿岸部と内陸部の協調的発展を目指し、第 3 次 5 カ年計

画(1966～1970 年)では「三線建設」を標榜し、生産機能の内陸部への強制移転がおこなわ

れた。そして、第 4 次 5 カ年計画(1971～1975 年)では、内陸部における国防工業の建設に

重点が置かれた。 

第 2 段階の 1978 の改革開放から 1990 年までは、沿岸部と内陸部の地域間不均衡を速め

る時期であった。先進国との経済格差を縮めることが目標とされ、1988 年に「沿岸地域経

済発展戦略」が表明されるとともに、第 7 次 5 カ年計画(1986～1990 年)では、沿岸部の開

発と発展の促進が国土開発政策の中心となった。 

第 3 段階の 1990 年代以降では、国土全域の協調的発展を求める時期であるといえる。第

8 次 5 カ年計画(1991～1995 年)では、依然として沿岸部の発展促進が重視されたが、発展

した地域と遅れている地域とのバランスの調整、すなわちバランスの取れた地域発展が国

土政策の焦点となった。 

そして、第 9 次 5 カ年計画(1996～2000 年)では、内陸部の発展が特に重要視され、地域

間格差の縮小が政策の重点となってきた。その後、中国政府は「西部地区大開発戦略」(1999

年)、「東北地区重工業振興戦略」(2003 年)、「中部地区崛起促進戦略」(2004 年)を打ち出し

て、発展が遅れた内陸地域の経済成長促進に舵を切った。 

第 4 段階は、2006 年からの「第 11 次国民経済・社会発展 5 カ年規画」30)(2006～2010

年)と「第 12 次国民経済・社会発展 5 カ年規画」(2011～2015 年)の実施による国土政策の

大転換期であった。2006 年 3 月に全国人民代表大会において決定された「第 11 次 5 カ年

計画」のうち、国土政策の新しい視点として、「科学的発展観」と「和諧社会の構築」が掲

げられた。 

前者の（科学）発展観は、人間本位を堅持しながら、都市と農村の発展、各地域の発展、

経済と社会の発展、人と自然の調和にとれた発展、および国内の発展と対外開放、という

五つの課題を統一的に配慮する「五つの統一的配慮」に重きを置き、経済と社会の全面的

な調和のとれた持続可能な発展を実現することを指している。そして、経済成長至上主義

を改め、経済社会格差を解消しつつ、資源・エネルギーを節約し、環境・生態保護を重視

する成長方式への転換を目指すことが明記された。 

そして、後者の（和諧）社会観からは、従来の効率重視のみならず、社会的公平、所得

                                                   
30) この第 11 次 5 カ年計画から、その名称における「計画」が「規画」に改められ、市場経済の下で、中

央の指令というよりはガイドラインという性格が明確に打ち出している。 
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再分配を重要視することが明確になっている。特に、地域間の調和の取れた発展を促進す

ることが強調された。この点に関しては、第 1 に、異なる地域同士の協力、相互扶助メカ

ニズムの構築、第 2 に、各地域の資源、環境受容能力、成長潜在力に基づき、国土空間を

四つの「主体機能区」に分け、これらの区域にそれぞれ異なる政策を実施、第 3 に、積極

的かつ着実に都市化を推進し、都市群（メガロポリス）31)による牽引・波及の役割を発揮さ

せる、などの施策があげられている。 

そして、2011 年からの「第 12 次 5 カ年規画」では、さらなる経済発展方式の転換と成

長持続の両立を政策課題として打ち出している。その両立に向けての国土政策としては、

産業競争力の強化、複数の都市圏を中心とする地域振興などの双方向化の推進を主要施策

として掲げている。内陸部の振興や製造業の高度化など、これまでの取り組みを継承しつ

つ、国内消費需要拡大の一環として、社会保障制度の拡充、都市化の推進、省エネ産業の

振興などの、従来とは異なる視点から取り組もうとしている。 

また、国境付近の周辺地域の発展に関して、特殊な開放政策を策定かつ実行しつつ、重

点通関港、国境都市、国境（国際）経済協力区、および重点開発開放試験区の建設を加速

させている。特に、道路などのインフラの周辺諸国との相互連絡・接続を強化し、国境周

辺を対象にした特色ある外需型産業群と産業拠点を発展させることが目指されている。 

このような国境地帯の発展政策の下、黒竜江省、吉林省、遼寧省、内モンゴル自治区は、

北東アジアへの開放の重要な中枢として位置づけられ、新疆は西への開放の重要な拠点に

指定されている。さらに、南の広西省を ASEAN 諸国との協力の新しい基地として指定し、

雲南省を南西への開放の重要な橋頭堡と位置づけ、国土全体の国境地帯の対外開放レベル

を絶えず向上させていく、という国境付近の周辺地域開発に向けた施策が多く実施される

ようになった。 

 以上概括したように、中国の国土政策は、国の主導による「国土の均衡ある発展」、「地

域間格差の是正」を基調とした施策から、地域振興、産業立地・振興、大都市圏・地方圏、

国境地域の開発など、その課題、対象地域、内容を進化させながら、実行されてきている。 

これらの政策の大きな流れは、高度経済成長を目指して、まずは大都市圏と沿海部地域

への投資を集中的におこなう段階から、地方圏におけるインフラ整備などの投資と政策的

なサポートを通じて周辺地域の経済発展を促すことにより、国土の均衡ある協調的な発展

                                                   
31) 第 11 次 5 カ年規画では、珠江デルタ、長江デルタ、および環渤海地域を対象に、「都市群（メガロポリ

ス）」という地域特性に応じ、広域的な地域計画を策定し、域内の特大都市（超大型都市）、大都市同士が

それぞれの役割を活かし、相互補完的に発展する方向を打ち出している。メガポリスの地域計画について

は、国家発展委員会によって、長江デルタおよび環渤海地域（北京―天津―河北大都市圏）の計画書が立

案されている。 
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を指向する段階へと転換している。とりわけ、従来の中央レベルの指令的な国土政策の策

定と実施という手法を改め、近年では地方分権の進展に基づく、地域主導の国土政策を国

がサポートする、という新しい手法に転換しつつある。 

 

3.2.2 中国における産業政策の変遷 

  前項で述べているように、中国における国土政策の課題は、経済成長を基調とした中心

地域への産業誘致と産業振興に向けた政策から、近年では周辺地域へのインフラ整備、資

金投資など、国土不均衡是正に向けた産業政策に転換している。 

その一方で、経済構造と産業・企業が大きく変貌している中、産業立地と地域経済諸問

題も変わりつつある。産業集積に関する Krugman(1991)のモデルは、初期条件あるいは歴

史的な偶然要素が、産業立地に重要な役割を果たしていることを指摘している。その意味

では政府の開発戦略と産業政策が、経済活動の空間分布の形成に大きな影響を与えている

と考えられる。したがって、中国における地域構造と産業立地の動向について検討するた

めには、産業政策の変遷を把握する必要がある。 

産業政策は、企業が資金調達難、技術革新や経営革新の遅れなどの困難を克服し、また

自立性をもって成長していけるようにするため、公共やそれに準ずる主体が一定の限度を

もって支援策を講じる役割を担うことにより、産業立地の条件と企業経営の環境を変更さ

せる一連の政策を含む。すなわち、自由競争を前提とした市場メカニズムが健全に機能し、

産業全体、ひいては経済全体が望ましい方向に発展していけるように、規制や支援をおこ

なっていくのが産業政策であるといえる。したがって、企業の自助努力を前提に自立を促

すことが原則であり、経営指導やアドバイス、限定的な期間や資金の範囲内での金融・財

政的支援などがおこなわれる。 

  そして産業政策は一般的に、国家的視点あるいは地域的視点において、ある特定の産業

全体を、適正な競争原理のもとで健全な方向に発展させていくための方策から、個々の企

業を、同様の意味において適正な競争・発展ができるように支援するための方策までを含

む。このように産業政策は、国の産業全体から企業経営までを視野に入れてなされる政策

であるといえ、地域産業政策もこの概念の範疇において捉まえることができる。さらに、

地域産業政策は、その対象とする地域範囲についても、国土政策において国土全体のマク

ロな範囲から捉まえる視点から、国土の一部を構成するミクロな地域から捉える視点まで

も含む幅広い領域を対象とする政策であるといえる。 

このような産業政策の定義からみると、産業政策の直接の目標は、産業の発展を促進し、
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産業構造の高度化と国際競争力の向上を促すことであるが、より根本的な目標は、国民経

済と国民の厚生水準を引きあげることであると考えられる。また、産業政策の手段は、政

府の介入と市場メカニズムを結合するという原則により、産業間・産業内の資源配分に介

入することによって政策目標を実現することである。 

1997 年のアジア通貨危機は、中国の産業政策に大きな影響を与える出来事であった。ア

ジア各国、特に韓国や日本における経済成長の停滞は、中国が目標としたコングロマリッ

ト形態の産業発展政策の見直しを迫った。同時に、国際競争をより強く意識した産業政策

の実施を中国政府に意識させた。また、政府介入による企業育成だけではなく、企業間の

競争も重要視するという考え方が強まった32)。 

1979 年からはじまった改革開放後の産業政策を時期区分すると、大きく 3 つの時期に分

けることができる。第 1 期の計画経済期の産業政策(1979～1987 年)、第 2 期の計画・市場

経済期の産業育成政策(1984～1997 年)、第 3 期の市場経済期の産業政策(1992 年以降)であ

る。もちろん、経済政策の策定、公布、および実行に至るまでには比較的に長い期間を要

していることを考慮し、この時期区分は幅をもたせてあり、中には重複する期間もある。

改革開放から 1987 年までの時期においては、産業政策という概念が特に明確に定義されて

おらず、産業政策は広く産業構造調整政策と呼ばれていた33)。 

 第 1 期の計画経済時代の産業政策では、供給不足の解消が主な政策課題であった。その

ため、産業構造を調整し、重工業の偏重から軽工業への転換が目指された。その代表的な

産業の 1 つが繊維産業であった。繊維産業の発展を促し、その供給能力を高めるための政

策手段としては、生産量や製品価格の国による直接的なコントロールが重視された。また、

資本割当、数量割当などの割当政策も採られた。さらに、政府は企業の技術改造に対して

も積極的に介入した。1981 年にはじまる第 6 次 5 カ年計画には、このような政策が具体的

に示されていた。 

第 2 期の計画・市場経済期の産業政策は、第 1 期の計画期から次の第 3 期の市場経済期

への過渡期であり、1984 年から 1997 年までを含む。この時期に市場経済化が進展し、統

一市場が形成されていく中で、インフラや素材などの基礎産業の整備を促進することが課

題となった。具体的には、交通インフラ、石炭、石油、鉄鋼産業の発展を促進することに

産業政策の重点が置かれた。産業政策の手段としては、企業の合併、再編とともにに、外

資の導入が重要な政策手段であった。 

                                                   
32) 朽木(2000)、pp.57–58 を参照。 
33) 実際、市場経済的な意味での産業政策は 1984 年に開始していたが、財政能力の低下が顕著であった時

期でもあったため、産業政策の影響力は限定的なものあり、本来の意味での役割を果たしていない。 
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産業政策が公式の概念として受け入れられたのは、1988 年から 1989 年にかけてのこと

である。1988 年に国家計画委員会に「産業政策司」34)が設置され、さらに 1989 年には「当

面の産業政策の要点に関する国務院の決定」が公布され、はじめて産業政策の名の下に重

点産業(picking winners)が指定されることとなった。 

第 3 期の市場経済期の産業政策では、国際競争力を有する企業の育成を目指した政策が

中心となった。同時に、第 2 期までの計画的な投資規制の失敗が明らかになったため、過

剰設備が生じた産業については、整理・淘汰の必要性が明らかになり、産業構造の合理化

が進められた。この時期の政策には、主に 3 つの柱がある。通常の意味での産業政策の実

施に加えて、国有企業の改革、外資の導入が政策の柱となったのである。 

これにより基幹産業や新しい「成長の核」と呼ばれるリーディング産業の育成が目指さ

れた。具体的な産業としては、自動車、機械、電子・情報、石油化学、建築・住宅などの

産業が基幹産業として指定された。そして、近年においては、情報産業や住宅産業などの

サービス産業の促進が、経済政策の中心となっている。 

 

3.2.3 中国産業政策体制の特徴―中央・地方関係 

中国の産業政策は、産業政策志向のある他の国・地域に比べると、独特の問題が存在す

る。つまり、中央政府と地方政府の役割分担の問題である35)。 

一般的に産業政策は、部門間の資源配分や部門内の産業組織に対する行政的な介入、と

いう形をとる。ここでいう「資源配分」や「産業組織」はいずれも、一般に資本の配分に

かかわっている。中国の地方産業政策の場合も、その中心は企業・銀行の投資・融資活動

への関与、あるいは財政資金（予算外資金などの準財政資金も含む）を利用した政府自身

の投資を通じておこなわれる、資本配分への介入である。 

中国における「資源配分」メカニズムは、計画経済から市場経済への転換のなかで、大

きく変わってきた。1950 年代の計画経済時期から、大躍進、文化大革命といった政治と経

済の運動が一体化する時期を経て、1978 年には市場経済への転換がはじまった。この計画

経済化と市場経済への再転換のプロセスは、「行政による配分」から「分権的意思決定の市

場を通じた調整」へと「経済資源の配分メカニズム」を支える制度を大きく転換させるプ

ロセスであった。そして、2000 年代の後半には、経済活動を支える制度のうち法律の整備

                                                   
34) この産業政策司は、日本における「経済産業政策局」に相当し、産業政策に関する研究、制定、実施を

担う組織であった。しかし、1998 年の政府機構の再編により、「産業政策司」は廃止され、産業政策の策

定は「国家経済貿易委員会」が担うこととなった。 
35) 今井(2000)、pp.134–135 を参考。 
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という点からみると、市場経済への転換（経済体制の移行）はほぼ完了しつつある。 

計画経済体制下の資源配分メカニズムは、計画の策定と決定権を政府に集め、企業や金

融機関は意思決定権を政府に集め、企業や金融機関は意思決定権を持たない実行部門にな

るというかたちで、企業、銀行のシステムを根本から転換させたのであった。当時、政府

はマクロの資源配分を支配するシステムを構築するために、現場の企業、農民も国家の指

令に沿って行動させる必要があった。そのために、製造業、鉱業を担う企業は国有企業と

なり、農業は農民を集団に所属させる人民公社を作った。しかし、このシステムは、マク

ロの資源配分、ミクロのインセンティブメカニズムの両面で問題を抱え、経済成長は停滞

した。 

そして、1978 年以降の市場経済への転換に伴い、中国政府は 1980 年代半ばには請負制

（承包制）というかたちをとり、企業と企業、中央政府と地方政府の資本関係、所有関係

の問題には触れず、経営面での自主権を現場に与えた。 

その後、1990 年代に入り、政府、企業、金融機関の法人関係を独立する改革に入ってい

た。企業は政府から独立し、銀行は中央銀行から独立し、地方政府は中央政府から独立し

た財源を持つようになった。ただ、この時期は企業活動や意思決定、銀行の意思決定は、

政府の政策に従うように、という制限を受けていた。 

2000 年代の半ばに入ると、金融機関と企業の関係に関するルールがほぼ出そろい、政府

による裁量的な調整を必要とする領域が狭まり、ほぼ市場経済のルールが確立したといえ

る。こうした一連の改革は、金融機関、企業などがそれぞればらばらに実施いていたので

はなく、中央政府と地方政府、政府と国有企業、中央銀行と専業銀行（融資先が限定され

た銀行形態）の間でほぼ同時に導入され、経済全体の制度が転換していった36)。 

このように、中国における資源配分などの制度が転換している中、地方政府は中央の産

業政策を執行する媒体としての役割に加えて、地方独自の産業政策に基づいて投資活動に

関与する経済主体としての役割、という二重の役割を演じてきた。しかし、地方政府は、

その地方に関わる産業政策については一定の影響力をもつだけであった。中央政府の機構、

特に総合経済管理部門の産業政策制定プロセスにおける発言権は大きく、産業別管理部門

もそれが管轄している分野に関わる政策ではかなり大きな発言力持っていた。 

他方、地方産業政策は、行政レベルごとに異なる。特に、財政基盤を国有企業におく省・

市レベルと、郷鎮企業への依存度が高い郷村の上に立つ農村行政の中枢という二重の役割

を備える。 

                                                   
36) 渡邊(2011)、pp.143–144 を参照。 
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そして、このような地方産業政策という概念は公式の制度として存在するわけではなく、

産業政策の制定権も国務院に属するものの、産業発展に向けた投資プロジェクトなどの審

査と認可はすべて中央政府が直接実施するわけではなく、一定規模以下のプロジェクトに

関しては、省政府以下の各レベルの地方政府にも審査と認可権が与えられている。 

地方政府による審査と認可は、形式的には中央政府の委任により中央の産業政策を執行

する行為であるが、実際にはその政策内容と施行など中央の産業政策文書がガイドライン

的規定にとどまっていることもあり、地方政府の大幅な裁量が可能である。このため、地

方政府は原則として中央の産業政策の枠内ではあるが、一定の独自性のある産業政策を策

定し、実施することが事実上可能である。 

中央の産業政策の執行という要素は、行政レベルを下るほど希薄になる。農村行政に属

する郷鎮行政は、中央の授権に基づく投資プロジェクトの審査と認可という機能を持たな

い。このレベルの地方産業政策は、もっぱら地域コミュニティに属する集団所有企業の投

資行動への直接の介入、という形をとる37)。 

 以上、中国全体における国土政策、および中央レベルの産業政策と地方レベルの産業政

策は、中国の空間構造の形成と各地域への産業配置に一定の影響をもたらしたといえる。 

 

3.3 中国における財政制度と地域構造 

  

地理学の主要な研究課題の 1 つとして、国土構造というマクロ的なスケールにおいて、

周辺地域をどのようにとらえるべきか、つまり周辺部に対する地域論的な把握がある。日

本における代表的な研究としては、岡橋(1989)の「周辺地域の存立構造論」や筒井・今里

(2006)の「周辺地域論」などをあげることができる。筒井・今里では、一国の地域構造を理

解する概念として、従来の「都市・農村」に代わり、従属論的な世界システム論としての

「中心・周辺論」を適用した。そして、周辺地域とは、中心の都市との結びつきにおいて

末端的な地域であり、市場経済に統合されてはいるが、都市の波及効果をあまり受けてい

ない非自立的な地域である、と述べている38)。 

そして、筒井・今里の影響を受けた研究の 1 つが、周辺地域を存立させる 1 つの要因で

ある地方財政と、その制度に焦点を当てた梶田(1999；2005)の研究がある。梶田は、周辺

地域（「縁辺地域」の呼称を使用）の地方財政の特徴、およびそれに支えられてきた土木業

者に関する論考を多数発表した。 

                                                   
37) 今井(2000)、p.140 を参照。 
38) 筒井・今里(2006)、p.301 を参照。 
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 梶田によると、周辺地域では、役場・農協などの公的・半公的部門による直接雇用や公

共投資に依存した建設業などの財政支出に依存した産業が地域経済において中心的な役割

を果たす。また、こうした経済効果を享受できない被合併地域では、より深刻な人口流出

に直面していることを指摘する39)。このように、周辺地域にとって財政支出の影響力は大き

く、岡橋(1989)などは、財政制度の変化過程との関係から地域変容を論じる必要性を指摘し

た。 

 中国における財政制度（政府間財政移転政策と再配分効果）が、周辺地域の経済成長に

与える影響については、梶谷(2011)の研究が参考になる。梶谷によると、中国の周辺地域で

ある民族自治区内には、少数民族の比率がそれほど高くない地域も含まれるが、それらの

地域に対しても相当の補助金が分配されていることを指摘している。つまり、近年におけ

る西部地域に対する財政移転を通じた補助金額の増加は、必ずしも（チベット族を除く）

少数民族への「優遇」政策とはいえない、と論じている40)。 

また、そういった中央―地方関係の下で、ある時にはタテ方向の集権が強くなり、また

ある時にはヨコ方向の集権が強くなる、という「収（中央のコントロールの強化）」と「放

（地方への権限委譲）」のサイクルが繰り返されてきたことを指摘している41)。 

以下では、中国の財政が抱えている構造問題について、地方財政問題を取り上げる。財

政が本来の役割を果たすためには、制度改革とともに、管理強化や運用の徹底に向けた法

整備も重要となる。ここでは、改革開放以降の財政請負制、およびその後の分税制改革の

変遷を確認し、これら制度改革の結果として生じた地方政府の行動の変化と、中央─地方

の財政関係に付随する地方政府の債務問題の状況を検証し、対応策としての行政改革の動

向や新予算法の内容を整理する。そして、少子高齢化や都市化の進展など、社会構造が大

きく変化していく中で、今後ますます役割が高まる財政の持続可能性と求められる課題に

ついても考察する。 

 中国における地域間格差の拡大はさまざまな要因に起因するが、その中で政府の国土政

策や地域経済政策と関連する財政制度も大きな要因の 1 つである。西部大開発戦略を打ち

出す前に、政府投資を含めた大量の投資資金は、より発展した地域へ投入されていた一方、

外資の進出も加わり、地域間の経済格差が拡大された。また、経済発展の地域的不均衡が

進行する過程で、中央政府と地方政府の間の財政配分システムは、地方利益によって制約

されているため、その再分配機能を有効に発揮できず、可処分所得における地域間格差を

                                                   
39) 梶田(1999)、p.333 を参照。 
40) 梶谷(2011)、p.142 を参照。 
41) 梶谷(2011)、p.4 を参照。 
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是正することはできなかった。 

 例えば、各地方における政策決定において、地元の共産党委員会のもつ権限が絶大なも

のであることはよく知られている。そういった地方における党委員会は、中央の政策を実

行する出先機関というより、往々にしてその地域に根を下ろし、地方の利益を代弁する機

関としての性格を強めていく傾向があった。このように、計画経済期・改革開放期を通じ

て現代中国では、多くの行政・官僚機構が形式的には「中央」の機関でありながら、一方

ではその地域の利益を代弁する、という二重の性格をおびるという特徴がみられた。また、

そういった中央－地方関係の下で、あるときにはタテ方向の集権が強くなり、またあると

きにはヨコ方向の集権が強くなる、という「収」と「放」のサイクルが繰り返されてきた

のである42)。 

 さらに、黄・Deepak(2003)では、このような財政制度以外にも、地方政府による地方保

護主義政策、生産要素の自由移動に対する規制障壁、例えば、労働就業の自由選択に対す

る規制などの制度的要素が、地域間格差を拡大させる要因となっていることを指摘してい

る。 

 そして、改革開放以降、国家財政に「2 つの比率」の低下がみられた。すなわち、1980

年代後半から 1990 年代のはじめ頃まで約 10 年間、GDP に占める国家財政収入の割合と国

家財政収入に占める中央財政収入の割合が、大きく低下した。具体的に、GDP に占める国

家財政収入の割合は、1980 年の 25%から 1993 年の 12%に低下し、国家財政収入に占める

中央財政収入の割合は、1980 年の 25%から 1993 年の 22%に低下していた43)。 

上記のような中国国内の地域経済発展おけるさまざまな問題点を憂慮し、中国政府は

1994 年に「分税制」44)改革を断行した。各税目を中央税、共通配分税、地方税に区分して、

中央政府と地方政府の機能分担を明確にし、それに併せて中央財政の強化を図った。この

分税制改革の目的は、中央政府の財政収入の不足を補うと同時に、中央政府の制御下で各

レベルの地方政府が適度な分権を享受する、国際的な市場経済国家に広くみられる中央―

地方間財政関係を構築することであった。 

そして、分税制改革の特徴は、中央財政の財力を強化してそのマクロコントロール（再

分配機能）を高めていくこと、企業の隷属関係により収入を区分するこれまでの手法を改

め、国家と企業の分配関係を規範化できるようにしていくこと、および国家の産業政策と

                                                   
42) 梶谷(2011)、p.4 を参照。 
43) 中国統計年鑑(1995)のデータに基づいて計算。 
44) 1993 年 11 月の中国共産党第 14 期第 3 回全体会議において採択された「社会主義市場経済体制構築の

若干の問題に関する決定」（第 18 条）に基づき、翌 1994 年 1 月から実施された。改革・開放期における

分税制を含む財政管理制度の変遷については、大橋(2000)を参照せよ。 
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民族政策に基づいた財政支援体制を確立していくことにある、といえる。しかし、多くの

地方政府はこれに反対の姿勢をとった。とりわけ改革・開放政策によって経済が発展し、

財政収入が多かった沿海部の地方には不利になると考えられていた。 

その一方で、中国政府は、1994 年の分税制改革の際、「過渡期移転支出」や「税収返還」

などを導入し、移転支出制度の整備にも着手した。ここで「過渡期移転支出」（1995 年に導

入）は、財政が困難な地域への交付金制度であるが、2002 年に企業所得税と個人所得税に

も分税制が導入された後、企業所得税と個人所得税の中央取り分の資金による移転支出と

統合され、「一般性移転支出」に変更された。 

これらの改革を経て、中国の移転支出制度は、「税収返還・旧体制補助」、「財政力移転

支出」、「専項移転支出」から構成されることとなった（図 3.1）。中国当局は、「分税制」を

通じて、中央と地方の役割分担も明確化した。例えば、事務権限配分については、中央政

府が、国防、外交、中央政府の恒常的な活動、国民経済全体の発展と地域の均衡的発展、

マクロ調整機能強化を担当し、地方政府が、当該地区の経済、社会、治安に関する問題を

担当することとされた。 

 

図 3.1 中国の中央ー地方財政収支の概念図 

 

  [中央政府]               [地方政府] 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

出所：野村資本市場研究所(2014)に基づき筆者作成。 
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 また、中央と地方の財政収入範囲も明確化された。上記のような配分システムに基づき、

各種税目が中央政府固定収入、中央・地方共有固定収入、地方政府固定収入に分類された。

原則として、国家の権益を守り、マクロコントロールの実施に必要な税目が中央税、経済

発展と直接の相関関係がある主要税目が共有税、地方が徴収管理するのに適切な税目が地

方税に分類された。 

 

表 3.1 中国における中央と地方の財政収入構造  

年度 
全国財政収入 

(億元) 

中央 地方 

中央財政収入 

(億元) 

中央所有比率 

(％) 

地方財政収入 

(億元) 

地方所有比率 

(％) 

1995 年 6,242 3,257 52 2,986 48 

1998 年 9,876 4,892 50 4,984 51 

2001 年 16,386 8,583 52 7,803 48 

2004 年 26,397 14,503 55 11,893 45 

2007 年 51,322 27,749 54 23,573 46 

2010 年 83,102 42,489 51 40,613 49 

2011 年 103,874 51,327 49 52,547 51 

出所：中国国家統計局『中国統計年鑑』2012 年度版に基づき筆者作成。 

  

表 3.2 中国における中央と地方の財政支出構造  

 

年度 

 

全国財政支出 

(億元) 

中央 地方 

中央財政支出 

(億元) 

中央負担比率 

(％) 

地方財政支出 

(億元) 

地方負担比率 

(％) 

1995 年 6,823 1,995 29 4,828 71 

1998 年 10,798 3,126 29 7,673 71 

2001 年 18,903 5,768 30 13,135 70 

2004 年 28,487 7,894 28 20,593 72 

2007 年 49,781 11,442 23 38,339 77 

2010 年 89,874 15,990 18 73,884 82 

2011 年 109,248 16,514 15 92,734 85 

出所：中国国家統計局『中国統計年鑑』2012 年度版に基づき筆者作成。 

 

中国の財政収入は、近年の経済成長、積極的な財政政策を反映して、1995 年から 2010

年までの 15 年間で、収入規模が 10 倍以上増加するなど急速に拡大している。そして、中
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央と地方の財政収入シェアは、表 3.1 に示すように、1994 年から実施された分税制の下で

中央のシェアが徐々に拡大し、2000 年代の半ばでは中央：地方＝55:45 程度で安定的に移

していた。しかし、2007 年以降は、地方財政収入の割合が増加し、2011 年には、地方が中

央を超過することになった。その一方で、中央と地方の財政支出構造をみると、中央財政

の負担比率は年々減少しているのに対し、地方の財政負担比率は、2004 年以降において年々

大きく増加している（表 3.2）。 

 上記のように、分税制改革は地方の既得権益との妥協として「税収返還」制度を採用し、

それが移転支出全体の多くを占めてきた。そのため、分税制導入で豊かになった中央財政

が地方への移転支出を大幅に増やしたとはいえ、それが中国の地域間格差、国民の生活格

差を縮小する役割を果たせているとはいい難い。今後、中国における財政制度の核心的課

題は、中央から地方への移転支出制度、つまり地方政府間の財政移転政策を強化、充実さ

せることによって、地域間の財政格差を縮小し、最終的には地域間格差を是正することで

あると考えられる。 

 

3.4 中国における域際収支と地域間経済格差  

  

原(1991) によれば、域際収支は、国際収支概念を地域経済に適用したものであり、地域

経済の成長と均衡に関する分析視点を与える45)。また、域際収支は、所得水準、工業化に正

の相関、財政支出に負の相関がある。また、所得水準は、域際収支、工業化に正の相関、

財政支出に負の相関がある。つまり、域際収支割合の低い圏域、すなわち入超地域は、所

得水準、工業化水準ともに低く、財政依存度が高い。したがって、域際収支格差の拡大は、

所得を中心として地域間の経済格差をもたらす。 

国際収支が国民経済の構造を反映するように、一国内の域際収支は地域経済の構造を反

映する。そして、地域活性化のためには、地域経済の独自性をどのように把握し、発揮す

るかが極めて重要であり、地域の独自性を把握するには域際収支の検討が有意である46)。本

節では、中国の周辺地域における地域活性化と持続可能な発展に向けた手掛りを探るため

に、域際収支に関する先行研究を整理しつつ、中国における域際収支の空間的差異とその

動向を把握し、周辺地域の自立に向けた地域政策を検討する。 

そして原(1991) は、域際収支研究の意義として、域際収支研究が地域経済政策のために

重要な分析視点を提供すると指摘する。すなわち、域際収支は地域間の経済格差を表し、

                                                   
45) 原(1991)、p.324 を参照。 
46) 高林・入江(2013)、p.1 を参照。 



46 

 

域際収支の均衡回復といった政策課題、域際収支改善の重要性を明らかにすると説く。さ

らに、域際収支と所得水準は、強い相関関係を有し、域際収支の赤字は、域内純貯蓄の赤

字によってもたらされる。この貯蓄不足を補う形で財政援助がおこなわれるが、その政府

活動の効率性には、往々にして問題が多いと指摘している。いずれにしても、自立的地域

経済の発展のためには、域際収支赤字からの脱却が求められるのである47)。 

そして、土居(2005)は、日本の『県民経済計算年報』（内閣府）に基づいて、地域際収支

の分析をおこなっている。その理論の説明として、土居は「IS バランス論」48)の立場から、

次のように述べている。 

 

GDP(Y)＝民間消費(C)＋民間投資(I)＋政府支出(G)＋移輸出(EX)－移輸入(IM)  (1) 

 

であり、両辺から租税(T)を引いて、民間消費(C)と民間投資(I)を移項すると、(1)式は、 

 

Y－T－C－I＝G－T＋EX－IM                       (2) 

 

となる。そして、貯蓄(S)＝Y－租税－民間消費、財政収支＝租税(T)－政府支出(G)、地域際

収支＝移輸出(EX)－移輸入(IM)、であるから、(2)式は、 

 

(S－I)＋(T－G)＝(EX－IM)                         (3) 

 

となる。すなわち、 

 

民間貯蓄投資差額＋財政収支＝地域際収支                 (4) 

 

となる。 

  

土居は、式(4)が意味することについて、民間での貯蓄超過（不足）と政府の収入超過（不

足）が、左辺全体での国内の貯蓄超過（不足）を意味し、これが対外部門との取引におけ

る地域際収支黒字（赤字）と等しくなるとする。すなわち、ここに GDP や地域内生産、消

費、貯蓄、投資、財政支出などの諸要因と、地域際収支との相関関係をみることができる。

                                                   
47) 原(2000)、pp.76–77 を参照。 
48) 「IS バランス論」とは、貯蓄投資差額は貿易収支と等しくなる、という式を表わす理論である。 
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さらにいうと、地域際収支の改善が GDP を高め、GDP や貯蓄・投資の改善が地域際収支

を改善することになる。逆に、地域際収支の悪化が GDP や貯蓄・投資の悪化を引き起こす

のである。 

以下では、上記の IS バランスの視点から、1990 年代以降における中国における貯蓄・

投資バランス49)を分析し、中国の地域構造の特徴を明らかにする。 

まず、中国における部門別の IS ギャップの推移（表 3.3）をみると、家計部門は一貫し

て高い貯蓄率を維持しながらも、比較的低い投資水準にあるため、結果的には最大の貯蓄

超過部門となっている。これは、中国経済における民間消費需要の不足を如実に反映して

いる。他方、法人部門が最大の投資超過部門となっている。 

しかし、2000 年代において設備投資がさらに増加しているにも関わらず、IS ギャップは

1990 年代に比べて縮小している。これは、2000 年からの中国マクロ経済成長の再加速の中

で、法人企業部門の利益が上昇し、貯蓄が大幅に増加したことの結果である。このような

家計の貯蓄超過と法人企業の投資超過の動きを併せて考えると、1990 年代以降の中国経済

が、国内における消費需要の不足を政府主導の投資需要の拡大で補いながら成長を続けて

きた、という特徴が明らかになる。 

中国における政府主導の投資需要の拡大は、経済成長に伴う税収増に伴う政府部門の貯

蓄率の継続的な増加によって、さらに促進されている。2000 年代半ばにおける政府部門の

貯蓄は、1990 年代半ばと 2000 年頃に比べて、2 倍以上の規模となっている。前節でも述

べたような分税制改革に伴う中央政府の税収増と、地域経済の成長を強く志向した地方政

府の財政収入増加対策、例えば地方債の発行や土地転売などを通じて、政府部門の投資資

金を確保してきたといえる。特に、2000 年代半ばでは、貯蓄が投資を顕著に上回り、IS ギ

ャップは大幅に拡大し、政府部門の財政政策の余力の増加につながっていた。 

以上の 1990 年代以降における中国のマクロ的な IS ギャップの推移を概括すると、中国

経済の構造的特徴として、次のような 3 つの点があげられる。すなわち、第 1 に、法人企

業部門の投資超過（資金不足）が続いている一方、家計部門ではそれを相殺するに足りる

貯蓄超過（資金余剰）がみられ、国内における旺盛な投資需要を支えていること、第 2 に、

1990 年代以降における継続的な高成長が、家計、企業、および政府部門の貯蓄を増加させ

た結果、投資増加にもかかわらず、国内経済全体の IS ギャップはプラスを維持している。

第 3 に、政府部門における IS ギャップの改善は、政府が財政政策を講じる能力を高め、本

研究の他の各章でも述べる不均衡是正のための国土政策、地域政策を推進する可能性を高

                                                   
49) この貯蓄・投資バランスは、貯蓄(S)－投資(I)の絶対値で表す「IS バランス」と、貯蓄(S)—投資(I)の GDP

比率で表す「IS ギャップ」、という 2 つの表示方がある。 
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めていると考えられる。 

 

表 3.3 中国における部門別 IS ギャップ（貯蓄－投資の名目 GDP 比）の推移 (単位：%) 

部門            年代 1990 年代半ば 2000 年頃 2000 年代半ば 

経済全体 貯蓄 37.0 37.3 46.9 

投資 36.1 36.0 42.3 

IS ギャップ 0.9 1.3 4.6 

家計部門 貯蓄 19.6 18.6 20.0 

投資 7.6 7.7 8.4 

IS ギャップ 12.0 10.9 11.6 

企業部門 貯蓄 14.1 15.3 19.6 

投資 25.5 25.3 29.1 

IS ギャップ ▲ 11.4 ▲ 10.0 ▲ 9.5 

政府部門 貯蓄 3.2 3.3 7.4 

投資 3.0 3.0 4.8 

IS ギャップ 0.3 0.3 2.6 

注：1990 年代半ばの値は、1993 年から 1997 年までの平均、2000 年頃の値は、1998 年から 2002 年まで

の平均、2000 年代半ばは、2003 年から 2007 年までの平均である。 

出所：OECD, Economic Surveys(2010)に基づき筆者作成。 

 

次に、中国の省別 IS バランス（表 3.4）をみてみると、中国における地域間格差の実態

が明らかになる。改革開放以降における中国の経済発展戦略と経済政策が東南沿海地域を

中心に展開されてきたことは、前の各章でも言及した。その結果、東南沿海地域の各省（直

轄市）は、少し特殊な省と年を除いては、2007 年まではおおよそ貯蓄超過であった。2007

年以降では、輸出産業の集積地であったが故に、2008 年からの世界金融危機の影響を受け、

多くの地域では IS バランスがマイナスに転じている。しかし、大企業の本社や外資系企業

が多く立地している北京と上海、および広東省は、一貫してプラスを維持している。実際、

2013 年時点で、IS バランスがプラスである地域は、この 3 省（直轄市）しかなく、その他

の東南沿海地域の 8 省を含む 29 の省の IS バランスはマイナスになっている。 

これらの 2008 年の世界金融危機の影響を受けるまでは貯蓄超過であった地域に比べ、西

部地域の各省の IS バランスの推移をみてみると、東南沿海地域と鮮明な対比をなしている。 
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表 3.4 中国における省別 IS バランス (単位：億元) 

地域      年度 1995年 1998年 2001年 2004年 2007年 2010年 2013年 

北京市 120  392  178  266  674  314  495  

天津市 104  144  195  393  693  －900  －793  

河北省 490  750  883  1,204  134  －4,504  －8,752  

遼寧省 317  570  519  42  －1,670  －6,151  －10,963  

上海市 －228  219  631  914  1,796  2,203  3,235  

江蘇省 1,144  1,459  2,334  1,888  2,501  169  －4,273  

浙江省 641  990  388  194  1,556  1,981  －1,696  

福建省 266  323  587  711  393  －446  －2,798  

山東省 1,056  1,417  1,746  1,122  2,300  －837  －6,289  

広東省 273  1,326  2,138  2,398  7,266  7,004  6,641  

海南省 －37  9  20  4  －45  －516  －1,641  

東南沿海地域合計 4,146  7,599  9,619  9,135  15,598  －1,682  －26,835  

山西省 165  409  298  335  257  －1,543  －5,164  

吉林省 71  155  －7  62  －1,248  －3,758  －2,987  

黒竜江省 236  277  401  639  156  －3,201  －6,300  

安徽省 51  47  34  －338  －2,406  －6,835  －10,856  

江西省 90  139  35  －327  －799  －4,963  －7,331  

河南省 453  564  527  262  －1,102  －6,150  －13,064  

湖北省 －112  －107  －139  －163  －833  －3,431  －8,771  

湖南省 101  －14  －291  －536  －1,027  －3,329  －8,035  

中部地域合計 1,055  1,470  856  －65  －7,003  －33,210  －62,509  

内モンゴル 20  189  15  －609  －1,171  －3,046  －6,156  

広西 19  －38  －145  －170  －1,027  －3,666  －6,757  

重慶市 34  193  67  －270  －1,212  －3,332  －5,023  

四川省 95  51  －426  －754  －1,657  －7,237  －10,594  

贵州省 －97  －173  －579  －825  －1,202  －2,532  －5,699  

雲南省 15  －79  －379  －652  －1,590  －4,052  －7,985  

チベット －51  －44  －125  －253  －425  －796  －1,498  

陝西省 －12  －32  －314  －462  －1,079  －3,741  －7,647  

甘粛省 －61  －13  －203  －346  －679  －2,615  －5,582  

青海省 －20  －58  －181  －243  －420  －1,020  －2,292  

寧夏 －22  －30  －152  －263  －381  －983  －2,028  

新疆 －74  －166  －237  －329  －565  －2,078  －5,826  

西部地域合計 －155  －201  －2,657  －5,177  －11,409  －35,097  －67,087  

出所：中国国家統計局『中国統計年鑑』2015 年に基づき筆者作成。 



50 

 

すなわち、西部地域各省は、1990 年代以降において、ほぼすべての省が貯蓄不足であり、

地域際収支のマイナスが常態化している。そして、このマイナスの IS バランスは、2000

年代以降において、さらに拡大しつつある。その背景には、第 1 に、中央政府による国土

の不均衡是正を目的とした西部大開発政策などが、投資超過の拡大をもたらしたこと、第 2

に、東南沿海地域からの労働集約型産業の内陸部への移動が徐々に増加しているとはいえ、

西部地域における貯蓄があまり増加していないことがある。 

そして、中部地域各省の IS バランスの実態は、おおよそ東南沿海地域各省と西部地域各

省の中間水準にある。1990 年代の終わりまでは、地域際収支が貯蓄超過の省もあったが、

IS バランスのプラスの規模は徐々に減少していた。そして、2000 年代になると、特に 2000

年代の半ば以降では、山西省と黒竜江省を除くすべての地域が貯蓄不足、投資超過になり、

また地域際収支のマイナスの規模は、急速に拡大していた。その背景は、先に述べた西部

地域と似通っており、中央政府の国土政策の転換に伴う開発促進と財政移転が、今のとこ

ろ、中部地域各省における貯蓄増加を生み出すまでの経済成長と地域際収支の改善に寄与

していないことを表わす。 

 

図 3.2 中国における地域別 IS ギャップの推移 

 

出所：中国国家統計局『中国統計年鑑』2015 年に基づき筆者作成。 

 

このような中国の各省（直轄市・自治区）の地域際収支の実態と推移から、中国の地域

構造の特徴は、次のような 3 点にまとめられる。第 1 に、中国の地域別 IS バランスは、基

本的に東南沿海地域が貯蓄超過、中部地域と西部地域が投資超過の様相を示している。第 2

に、2000 年代後半以降、北京市、上海市、および広東省を除く東南沿海地域の各省におい
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ても、地域際収支がマイナスに転じており、拡大しつつある中部地域各省、西部地域各省

における地域際収支のマイナスと合わせると、中国経済全体の IS バランスは悪化の一途を

辿っている。第 3 に、中央政府による国土政策や地域政策は、現在のところ、各地域の IS

バランスの修正を通じて地域構造の改善に寄与しておらず、地域間格差は修正されていな

い。 

そして、このような中国全土の地域際収支の推移をしり目に、東南沿海地域の北京市、

上海市、および広東省の IS バランスがプラスを維持していることは、やはり地域経済の成

長における企業立地や産業集積の重要性を強調している。大企業の本社が多く立地してい

る北京市と外資系企業が多く立地している上海市と広東省の IS バランスは一貫して貯蓄超

過であり、地域内のさらなる経済成長と企業立地条件の改善のための可能性を生み出して

いる。 

すなわち、これらの 3 つの省・市を除くほかの地域では、財政移転に依存する投資資金

を確保してきたが、それは外来依存的な発展の性格を強めることになる。今後、周辺地域

の自立と地域活性化に向けた新たな地域政策、とりわけ企業立地の促進に向けた政策的対

応が急務となっていると考えられる。 

 

3.5 中国における産業立地の空間的差異 

  

産業活動は、自然条件や地域開発戦略などさまざまな要因によって、地理的に不均等に

おこなわれる傾向があり、地域間の経済格差問題を引き起こす。したがって、空間の地理

的差異を前提にした一国の空間構造の分析においては、立地論の視点から地域の空間構造

と地域問題にアプロ－チし、その内実を解明することが必要となる。 

 

3.5.1 中国における製造業の空間分布 

中国における工業発展は、改革・開放政策の下で、外資系企業の投資を積極的に誘致し

ながら工業化が推進されてきた。当初は、中国の安価な労働が外資系企業にとっての重要

な立地要因であったので、労働集約型の産業が多く立地し、原材料や部品、中間財などを

持ち込んで製品化し、製品は輸出して外貨を獲得する「両頭在外」50)方式が主であった。そ

の当時の主な工業集積地は、広東省を中心とする華南地域であった。そして、1990 年代に

入ると IT 産業を中心とした台湾企業、日系企業なども多く進出し、ハイテク産業の集積地

                                                   
50) 生産に必要な資本、技術、中間財を海外から輸入し、完成品を海外市場に向けて輸出することを指す。 
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へと変容した。しかし、2000 年以降は台湾系企業などの投資先が、上海市、江蘇・浙江省

など華東地域に移転しておこなった。 

 

表 3.5 中国における地域別工業生産額の推移 (単位：億元) 

地域         年度 2000 年 2005 年 2010 年 2014 年 

北京市 2,461 6,800 13,527 18,228 

天津市 2,564 6,817 16,572 27,391 

河北省 3,345 10,782 30,438 46,686 

山西省 1,179 4,699 12,007 15,214 

内モンゴル 737 2,924 13,095 19,517 

遼寧省 4,156 10,649 35,,442 48,764 

吉林省 1,648 3,738 12,911 22,964 

黒竜江省 2,415 4,589 9,269 13,139 

上海市 6,144 15,592 29,838 32,458 

江蘇省 10,155 32,120 90,805 141,194 

浙江省 6,397 22,601 50,196 64,914 

福建省 2,536 7,919 21,411 37,373 

山東省 8,133 29,982 82,652 139,627 

河南省 3,425 10,321 34,533 67,149 

湖北省 3,038 5,937 21,118 42,012 

湖南省 1,605 4,722 18,731 34,394 

広東省 12,156 35,046 83,647 116,337 

广西 982 2,499 9,150 19,629 

四川省 2,040 6,099 22,635 37,400 

贵州省 610 1,635 4,015 9,053 

雲南省 1,051 2,578 6,248 10,022 

チベット 15 26 60 109 

陝西省 1,146 3,321 10,853 19,947 

甘肃省 800 1,950 4,692 7,886 

寧夏 230 660 1,866 3,584 

新疆 832 2,086 5,227 9,161 

出所：『中国統計年鑑』2014 年版に基づき作成。 
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 華東地域は、もともと中国国内製造業の企業が多く集積した工業地帯であった。1990 年

代に、中央政府がこの地域を 21 世紀に向けた経済発展戦略の要と位置づけたことから、外

資系企業の進出が増加し、現在では中国最大の産業集積地となっている。また、国内販売

拠点としてだけでなく、海外輸出向け工業製品の生産基地としても注目を集めている。多

国籍企業や世界的な流通業が、統括拠点あるいは国際購買センター(IPC)を上海に置くケー

スも増えてきた。 

このような初期条件における差異と、その後の中国政府による輸出主導型成長体制の推

進によって、工業企業の立地件数、工業生産総額などの推移からみると、工業立地が 2000

年以降、一貫して上海市、北京市、広東省、遼寧省といったいわゆる東部沿海地域に集中

していることがわかる。その一方で、貴州省や雲南省などの西部地域における工業立地は

非常に少なく、地域間経済格差の拡大を引き起こしている（表 3.5、図 3.3）。 

上記のような沿海地域に集積された製造業は、21 世紀に入ってからは、東南沿海部地域

における賃金高騰や土地入手難、環境規制の厳格化への対応を迫られ、一部の産業では内

陸地域に移転する事例も増えてきた。しかし、図 3.4 に示すように、製造業に属する企業で、

販売額上位 100 社のうち、多くの企業が首都の北京に本社を立地させており、首都機能と

大企業の本社機能の一極集中の実態が確認できる。 

  

図 3.3 中国における製造業の本社立地とその推移 (2012 年) 

 
出所：『中国企業年鑑』2013 年度のデータに基づき Aragis 地図作成ソフトを用いて筆者作成。 
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図 3.4 中国における製造業の空間分布（2012 年の販売額上位 100 社） 

 

出所：『中国企業年鑑』2013 年度のデータに基づき地理情報分析システム MANDARA ソフトを用いて筆

者作成。 

 

特に、中国の大規模の製造業企業の中に、国有企業が多く、中央政府の政策的介入が依

然として残されていることが、企業の本社機能を首都に集中させる重要な要因として働い

ていると考えられる。すなわち、戦後における中国政府の重工業優先の発展戦略の下、旧

ソビエトからの技術・資金の援助を得て新設された国有企業の多くが、現在の中国におけ

る最大規模の製造業の企業となっており、従来からの経営主体であった政府の介入を多く

受けている実態を窺い知ることができる。 

北京以外でも、製造業の大企業は、江蘇省、天津市、広東省、山東省などに沿海地域の

大都市圏に集積している。これらの地域が有するもともとの立地条件の優位に加えて、改

革開放を通じて、東南沿海部地域を優先的発展させ、成長の極とする中国政府の発展戦略

の影響であろう。そして、産業別でみると、上位はほぼ石油化学、自動車、船舶、鉄鋼な

ど重工業が占めている。 

その一方で、先に言及したような経済地理学における企業の立地行動と都市システムの

視点からみると、巨大企業は組織の細分化を推し進め、都市規模に応じて、中枢管理部門

や営業部門を階層ごとに配置している。また、生産機能の配置における変化をみると、周

辺部の地方や海外に向けて労働集約的部門を移転し、中心の東南沿海地域には、研究所や
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開発工場など、資本あるいは知識集約的部門を配置している。 

すなわち、北京を中心とする首都圏と上海を中心とする華東経済圏における金融機能や

高度の対事業所サービス機能の集積が、大企業の国際的・国内的中枢機能の活動を支えて

いる。そして、これらの首都圏と上海周辺に集中する世界都市機能が、さらなる立地条件

の向上をもたらし、国内外の多くの企業、とりわけ多国籍企業の本社・中枢機能の立地を

増加させている。 

このように、改革開放以降における中国経済の高度成長は、企業活動の立地面における

大きな変化を伴ったのである。計画経済時代の工業立地は、「三線建設」に代表されるよう

に、非経済的要因に左右されることが多かったが、改革開放後では、産業の立地選択要因

が、経済的要因へとシフトした。その結果、政策支援が先行しかつ立地条件の面でも恵ま

れている沿海地域に多くの製造業種が集中するようになった51)。 

 

3.5.2 中国における私営企業の発展とその空間分布 

 中国の私営企業は改革開放後、経済発展と体制移行に伴い急速に成長した。伝統的な経

済体制の外で多様な所有形態の企業の発展を促して経済成長を促進する、という中国経済

の発展モデルが秦をこうし、国有企業、外資企業と私営企業52)を主体とする「三位一体」の

国民経済体系が形成、力強い経済成長をもたらした。 

 私営企業の最大の特徴は、効率的経営の追及である。国有企業と違って、多くの資本金

をもたない経営者はビジネスチャンスに迅速かつ果敢にチャレンジし、またその経営手法

は、柔軟性に富んでいる。最初の段階では、食品、繊維、小売、サービスなど、先行投資

の規模が比較的小さく、競争的な産業に参入し、価格競争力で勝負するのを得意とする。

そして、国有企業の人材と技術を援用しながら、国有企業との競争に勝つことになった私

営企業が、国の税収と雇用創出の主役となるに連れ、国有企業改革に向けた新しい外部環

境が整うことになる。中国政府が私営企業の成長を認めたのは、このような効果を期待し

たからに他ならない。私営企業の成長こそ、中国に市場経済をもたらした53)。  

そして、力を増した私営企業は国有企業の独占を打破すべく、参入分野のさらなる拡大

を望むようになった。いうまでもなく、このような私営企業の発展と野心は、国有企業の

既存利益を脅かすものであり、既得権益層の強い抵抗を受けてきた。 

                                                   
51) 文(2004)、pp.84–94 を参照。 
52) 私営企業とは、企業の資産が個人の所有であり、従業員を 8 人以上雇用している営利的な経済組織を

指す。1988 年 4 月に発表された『中華人民共和国憲法修正案』において、正式に私営経済の合法性が認め

られた。そして、同年 6 月に『中華人民共和国私営企業暫行条例』などの一連の法規が登場した。 
53) 中国における私営企業の発展に関する整理は、黄(2011)、pp.96–98 を参照。 
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表 3.6 中国における私営企業の空間分布とその推移 (単位：社) 

地域 2000 年 2005 年 2010 年 2014 年 

北京市 184 1,504 2,465 1,143 

天津市 446 1,765 3,676 2,500 

河北省 1,093 4,724 8,959 9,600 

山西省 326 1,166 1,802 2,345 

内モンゴル 185 984 2,227 1,853 

遼寧省 785 5,118 15,898 10,319 

吉林省 212 1,034 3,652 2,636 

黒竜江省 217 984 2,366 2,080 

上海市 182 5,481 8,065 4,008 

江蘇省 3,726 17,752 43,738 30,474 

浙江省 4,140 24,244 46,706 27,557 

福建省 722 4,743 9,985 8,491 

山東省 1,754 14,309 28,873 26,365 

河南省 1,145 4,940 12,495 10,665 

湖北省 614 3,009 9,313 8,586 

湖南省 471 4,379 9,152 9,486 

広東省 2,886 12,145 23,015 15,974 

广西省 231 1,277 3,931 2,936 

四川省 868 3,893 8,135 7,368 

貴州省 167 851 1,469 1,851 

雲南省 105 925 2,000 1,776 

チベット 38 11 26 25 

陝西省 158 693 1,778 1,715 

甘肃省 223 567 776 711 

寧夏 56 354 593 768 

新疆 41 350 1,057 964 

出所：『中国統計年鑑』2014 年版に基づき作成。 

 

事実、中国経済における私営企業の地位が徐々に向上しているものの、それに対する差

別的な政策は、現在もなお多く残されている。例えば、国が指定している基幹産業への私
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営企業の参入障壁はかなり高く、民営企業の融資難もよく知られている。また、法律の運

用においても、私的所有を主とする民営企業に不利な解釈や対応もみられる。このような

私営企業に対する差別的な政策が、私営企業のさらなる成長を制約し、競争力を削いてい

る可能性もある。 

表 3.6 に示すとおり、中国の私営企業は、2000 年以降、江蘇省、浙江省、山東省など沿

海部地域を中心に拡大している。しかし、中部と西部など周辺地域においては数も少なく、

伸び率もそれほど大きくなかった。その空間分布を詳しくみてみると、大規模私営企業の

多くは、浙江省、江蘇省、山東省など東南沿海部地域に立地している（図 3.5）。そして、

私営企業の規模は、国有企業に比べるとまだ小さい。また、中国における販売額の上位 100

社の製造業の中に、私営企業はハイテク産業の聯想株式会社（北京）の 1 社しか含まれて

いなかった。 

 

図 3.5 中国における私営企業の空間分布(2012 年の販売額上位 500 社) 

 
出所：『中国企業年鑑』2013 年度のデータに基づき地理情報分析システム MANDARA ソフトを用いて筆

者作成。 

 

このように、中国における工業の不均衡な空間分布は、急速な経済成長を遂げている沿

海部地域と、遅れている周辺地域間の格差を拡大させつつある。周辺地域に工業活動が立
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地していないのは、投資家などの立地主体にとって、立地要因が見出せないためであり、

市場、労働、原材料のいずれの志向において、投資家にとって優位性が見出せないためで

ある。したがって、初期条件が劣っている周辺地域においては、政府がインフラを整備し

たり、補助金を出したりする、などの立地条件を改善する政策的な支援が必要となる。そ

れによって、工業企業の立地費用を低下させ、あるいは収入を増加させることが可能にな

り、産業立地の優位性を高めることができる。 

 

3.6 小括 

 

本章では、中国における産業立地と経済発展に伴う空間構造の実態を把握するために、

国土政策と産業政策の変容と中身を分析し、それが地域産業政策と不均衡是正策としての

役割がなお不足していることを説明した。具体的な不均衡を示す指標として、地域際収支

と工業立地の実態を明らかにすることを通じて、周辺地域の産業立地と経済発展を促すた

めの地域政策の必要性を改めて確認した。本章の議論を簡単にまとめると、以下のように

なる。   

第 1 に、中国の国土政策は、国の主導による「国土の均衡ある発展」と「地域間格差の

是正」を理念とし、地域振興、産業立地振興、大都市圏・地方圏・国境地域の開発を具体

的な手段として、実施されてきた。すなわち、政策の大きな流れは、改革開放初期段階か

らの大都市圏と沿海部地域中心の国土政策から、近年における地方主導の国土政策に政策

重心が移行している。そして、国土政策の課題も、経済成長を基調とした中心地域への産

業誘致と産業振興に向けた産業政策から、2000 年以降では、周辺地域へのインフラ整備、

資金投資など、国土不均衡是正に向けた産業政策に転換している。 

第 2 に、中国の産業政策の基本的な特徴としては、戦略産業に農業や基礎インフラを含

むこと、産業技術政策に注力していること、地域総合開発政策とでもいうべき地域産業発

展政策を包含していることをあげることができる。このような広範な政策目標の設定は、

実施に当たっては、いずれの目標達成も中途半端になるとか、資源を浪費するとかの問題

を引き起こす可能性がある。中国において産業政策を成功させるためには、政策目標をあ

る程度集約する必要があり、政策の策定と現実のための条件整理が求められている。 

第 3 に、財政制度の中央と地方の関係においては、分税制導入で豊かになった中央財政

が地方への移転支出を大幅に増やしたとはいえ、それが中国の地域間格差、国民の生活格

差を縮める大きな役割を果たすことはできなかった。今後、政府間財政移転政策を強化・
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充実させることによって、地域間格差の是正を可能にすることが、中国の財政政策の核心

的な課題となる。 

第 4 に、中国における地域際収支の特徴を分析した結果、東部地域は蓄積超過であるた

め、資本価格が低下し、西部地域は投資超過であるため、資本価格が上昇することにより、

東部の資本は西部に移動している。しかし、このような財政移転は限界があり、周辺地域

の自立と地域活性化に向けた新たな地域政策が必要である。 

第 5 に、中国における産業立地の空間分布に関する分析からは、巨大国有工業企業の多

くは、経済・行政・社会などの全部門の中枢管理機能が集中している首都北京の周辺と上

海周辺地域に集積していることがわかる。そして、私営企業の多くは南部沿海地域の江蘇

省、浙江省、広東省に多数分布しており、首都機能との接近を図っているか、否かの点で

は国有大手工業企業とは異なるが、立地条件が優れている東南沿海部地域に立地している、

という点で共通する。このような、中国における産業立地の空間的格差は、沿海部地域と

周辺地域間の経済格差を拡大させている。今後、周辺地域における企業立地を促進するた

めには、依然として非経済的要因、とりわけ政府による地域政策による立地条件の改善が

課題となっていると考えられる。 
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第 4 章 周辺地域における産業立地と産業集積に関する実態分析 

―中朝ロ三カ国国境付近の延辺地域を事例に― 

 

 

 

産業集積とは、一般的に「地理的に接近した特定の地域内に多数の企業が立地し、各企

業が受発注取引や情報交流、連携などの企業間関係を生み出している状態」を指す。封鎖

経済を前提に企業立地問題を論じてきた古典立地理論においては、Giersch(1949)が述べた

ように、投資家にとって魅力的なのは、熟練労働者の供給可能性と高い成長力を有する大

きなロ－カル市場の存在であり、これらの要因に乏しい国境地域は産業立地が不利な地域

と見なされてきた54)。 

しかし、1990 年代以降においては、ポール・クルーグマンや藤田昌久らが提唱した産業

集積にかかわる経済学としての『空間経済学』では、経済統合による持続的な輸送費の低

下により、もともとは周辺部であった国境地域(border area)における産業集積、および経

済発展の可能性が増すことが指摘され、その後国境地域の産業集積に関する議論が増えて

きた55)。 

中国における産業集積は、改革開放政策のもとで 1980 年代はじめの深圳経済特区の建設

を契機に、広東省を中心に労働集約型産業集積が進んだ。1990 年代には、上海市、江蘇省

と浙江省に囲まれた長江デルタを中心に、精密機器や電子製品を中心とした製造業の集積

と郷鎮レベルにおける特定産業の集積がみられた。 

このように珠江デルタと長江デルタにおける産業集積と経済発展に伴い沿海部と内陸部

の経済発展の格差が拡大し、近年では従来の成長志向の経済政策から格差是正に向けた政

策転換がおこなわれている。特に、1990 年代以降において格差是正政策の一環として、政

府は国境地域の対外開放および国境貿易の促進などの国境地域における地域産業政策を実

施してきた。 

中国の長い国境地域には、本稿の分析対象である中朝ロ三カ国国境に位置する延辺地域

をはじめ、内蒙古自治区、新疆維吾尓自治区、西蔵自治区など、漢民族とは異なる歴史、

文化、風俗を有する少数民族が集居するところが多い。古くから「辺境」と呼ばれてきた

これらの地域は、北京、上海などの政治的・経済的・行政的中枢管理機能が立地する地域

                                                   
54) さらに詳しくは、Giersch(1949)、pp.87–88 を参考せよ。 
55) 代表的な議論として、Hanson(1996; 1997; 1998)、工藤(2008)、呉(2011)などをあげることができる。 
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から遠く、改革開放以降の中国における「両頭在外」の経済成長戦略の恩恵に与れず、中

国経済の高度成長から取り残されていた。 

一方、中国政府が国境地域の対外開放および国境貿易の促進政策を実施した以降、中国

の国境地域の経済発展も徐々に進んできた。特に、1990 年 12 月に辺境地域の経済開発の

手段として「国境地域の対外開放」を提起し、1992 年に延辺の琿春市など 14 の内陸国境

都市が「辺境地区対外開放都市」 に指定されたことを契機に、中国の国境地域では資源開

発と対外貿易を二本柱とする経済発展戦略が本格的にスタートした。それ以降、これらの

国境地域ではユニークな自然環境と独特な歴史文化条件の下、民族の特殊性、国境立地な

ど総合優位を活かしながら、さまざまな産業集積の可能性を生み出している。 

さらに、東アジア地域における実質的経済統合の進展、および政府の「西部大開発」、「東

北老工業基地開発戦略」、「辺境地域開放政策」など、中央と地方レベルでの経済発展政策

の推進によって、少数民族が集居している国境地域でも、企業立地と産業集積の事例が徐々

に増えてきた。ただし、歴史や政治的要因に影響される立地条件によって、中国国境地域

における産業集積は、輸出産業が集積する沿海部地域に比べるとかなり遅れていることも

事実である。また、国境地域における産業集積は、その規模が小さく、付加価値が低く、

競争力を持っている産業が少ない、などの問題点も抱えている。 

これまでの中国における産業集積に関する研究の多くは、高度成長を続ける中国「沿海

部地域」の産業クラスター、特定産業の地理的集中に分析の焦点を合わせてきた。また、

中国の国境地域における地域経済発展に関する先行研究の多くは、国境地域の経済停滞の

原因を究明し、近隣国家および地域との経済連携の可能性と問題点を明らかにすることを

分析課題としてきた。 

本章では、上記のような中国における産業集積と国境地域の経済発展に関する先行研究

を踏まえて、中国の国境地域における産業集積の現状と課題を明らかにすることを目指し

ている。特に、中朝ロ三カ国国境の延辺地域を対象に、中国国境地域における企業立地と

産業集積の特徴と条件を明らかにし、経済規模の小さい国境付近地域（国外に対する輸送

費用が相対的に低い地域）における産業の集積力を形成するための地域産業政策の課題を

検討する。 

 

4.1 国境地域における産業集積に関する先行研究 

 

 産業の空間的集積がどのようにして形成されるかについては、これまで比較優位の理論
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から多くの説明がなされてきた。マーシャルの産業集積論(Marshall, 1890)では、特定の地

域において、気候、土壌、鉱物資源などの伝統的な生産要素の比較優位が存在し、これら

の要素が宗教的、政治的、経済的な要因と相互に結合して産業の局地化（産業集積）とい

う現象が生じるとされている。 

一方、工業立地に関する体系的理論を構築したウェーバー(Weber,1922)は、総費用（生

産費用と輸送費用の合計）最小化の観点から工業地帯が特定の場所に形成される論理につ

いて検討した。工業経営のために発生するさまざまな費用のうち、立地する場所によって

変化する費用に焦点を当て、最初に輸送費、第 2 に労働費、第 3 に集積の利益による費用

節約を問題として、最終的にはウェーバー自身が生きていた産業化時代における工業集積

とその帰結としての都市の成立を説明するというのが、ウェーバー工業立地論の目的であ

った。 

輸送費をまず問題にする工業立地論は、実質的に物理学モデルに基づくという方法を取

っており、この点でマーシャルの産業集積論と大きく異なる56)。ウェーバー(Weber, 1922)

は、集積という空間的な不均一がなぜ起きるかという問題を、「移動」がなぜ起きるかとい

う問題に帰着させている。それは、企業の経営拡大によって規模の経済が得られる低次の

集積から、多数の企業が近接して立地することによって費用の低減がみられる高次の集積

（社会的集積）へ発展するという段階があるからである。 

また、クルーグマンらの空間経済学(Krugman 1991; 藤田・クルーグマン・ベナブルズ 

2000)における産業の地理的集中による特化は、規模の経済による優位性をもたらす要因、

とりわけ収穫逓増、輸送費、需要の相互作用が産業の地理的集中を生み出し、特に輸送費

の果たす役割が大きいことを理論的に説明している。ここでいう輸送費コストは幅広く解

釈され、財および人の移動に要する費用、通信手段を用いた情報の移動に関する費用、国

際間の財の貿易に関連するロジスティック・コストを含む輸送費、関税、非関税障壁によ

るコスト、為替レートの変動リスクに伴うコスト、および取引を実際におこなうための情

報収集コストなども、輸送コストとして考慮されている。 

そして、産業集積は、その形成の歴史的背景や特徴によって、「企業城下町型」集積、「産

地型」集積、「都市型複合」集積、「誘致型複合」集積など 4 つのタイプに類型化すること

ができる57)。一方、関(1998)は、日本の産業は「地方工業型」集積と「大都市型」産業集積

                                                   
56) さらに詳しくは、山本(2005)を参照せよ。 
57) 詳しくは、企業城下町型集積は、特定大企業の量産工場を中心に、下請企業群が多数立地することによ

る集積であり、産地型集積は、消費財などの特定業種に属する企業が特定地域に集中立地することで集積

が形成され、地域内の原材料や蓄積された技術を相互に活用することで成長することを指す。そして、都

市型複合集積は、戦前からの産地基盤や軍需関連企業、戦中の疎開工場などを中心に、関連企業が都市圏
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から成り立っており、「地方都市型」では量産分野を、「大都市型」では高付加価値製品の

多品種多量生産分野を担う「フルセット型構造」が形成されると指摘している。これらの

類型化については、集積地域すべてを特定の類型にあてはめることは難しく、複数の属性

をもつ集積も多くみられる。 

上記のような産業集積に関する理論的研究における重要な前提条件の 1 つであり、空間

経済学における特有な要因である「輸送費」について Hummels(1999; 2001)は、輸送距離

と輸送量の増加に伴う輸送費の傾向的な低下を説明している。また、物理的輸送費以外の

重要な非政策的障壁としての輸送時間費用について Hummels(2001)は、1 日の輸送時間の

遅れが 0.8%の従価関税と同等であることを明らかにしている。すなわち、平均的な海上輸

送日数である 20 日は、16%の関税と同等となることから、輸送期間の短縮は輸送コストの

削減につながる。また、亀山(2004)は集積の経済の形成において広義の輸送費を削減するた

めの輸送インフラの整備が、集積の経済の形成および都市システムの変容に大きな影響を

与えていることを明らかにしている。 

中国の内陸国境地域における産業集積をより深く理解する上で、産業集積を説明する

Krugman(1991)の「核―周辺」モデルは 1 つの重要な分析ツ－ルとなる。クルーグマンは、

賃金水準の異なる 2 地域間において、労働が実質賃金の低い地域から高い地域に向かって

移動すると仮定し、輸送費が十分に低下すると、規模の経済が働く収穫逓増の工業部門は 1

つの地域に集中し、その他の地域は未開地となることを予測する「核―周辺」モデルを提

示している 。「核ー周辺」モデルが導いた結論では、輸送費が十分に高ければ、工業は 2

地域間に分散立地するが、輸送費が低くなると、工業は地域 1 に集中し、地域 2 の工業は

衰退するという「核―周辺パターン」が表れる。 

その一方で、呉(2011)では、空間経済学の視点から Krugman(1991)の核―周辺モデルを

拡張した 2 国 4 地域モデルに基づく実証分析を通じて、対外輸送コストが比較的安い「国

境付近地域」が、より強い産業集積力を持つことを説明している。そして、対外貿易の増

加に伴って、この集積力はさらに強くなることを示した。 

以下では、上記の分析枠組みに基づいて、東アジア地域の実質的経済統合に伴う輸送費

の低下と対外貿易の増加、さらに「図們江地域開発」、「東北老工業基地振興」などの中央

と地方レベルでの経済発展政策に伴う交通インフラと物流ルートの整備が、中朝ロ三カ国

国境地域の延辺における産業集積の形成と地域経済発展に与える影響を分析する。 

                                                                                                                                                     
に集中立地することで集積が形成され、機械金属関連の集積が多く、集積内での企業間分業、系列を超え

た取引関係が構築されているケースが多い。また、誘致型複合集積は、自治体の企業誘致活動や、工業再

配置計画の推進によって形成された集積であり、誘致企業は集積外部の系列に属する企業が多く、集積内

部での連携が進んでいないケースが多い。 
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4.2 中国における産業集積の転換 

 

4.2.1 中国沿海部地域における産業集積の形成と転換 

中国の産業発展の大きな特徴は、積極的な外資誘致政策に触発された東南沿海部地域に

おける外資系企業の進出が、地場産業をも含めた産業集積地の形成につながったことであ

る。中国の主要な産業集積地の形成は、時間軸と空間軸によって大きく以下の 3 つに分類

できる58)。 

(1) 1980 年代は、「改革・開放」政策のもとで深セン経済特区の設置を契機に、広東省

を中心に労働集約型産業の集積が進み、珠江デルタ（香港、広州、深圳、東莞、中山、珠

海などの都市が含まれる）が形成された。珠江デルタに集積された産業の多くは、委託加

工や電子機器を含む部品の組立てに関連する労働集約型の製造業であり、中間財は輸入し、

完成品は輸出され、組立てのみが中国国内でおこなわれた。現在、珠江デルタは世界有数

の製造業の集積地として成長している。しかし、外需依存度が高くなったことにより、海

外の景気変動の影響も受けやすくなっている。 

(2) 1990 年代は、上海浦東新区が特区としての開発がはじまったことを契機に、長江デ

ルタ（上海市、江蘇省と浙江省に囲まれた長江デルタ地域）が急速に発展し、精密機器や

電子機械を中心とした製造業と郷鎮レベルにおける特定産業の集積が形成された。 

(3) このような東南沿海部の珠江デルタと長江デルタにおける産業集積と経済発展は、

沿海部地域と内陸地域の経済発展の格差を拡大させ、外需依存の産業構造が抱える問題を

顕在化させた。また、輸出や投資による経済成長モデルが限界を迎え、内需による経済成

長への転換に迫られている。2000 年代に入ってから中国政府は、経済発展の中心を南部沿

海部地域から北へシフトするとともに、内需関連や環境配慮型産業の発展に重点を置き、

「天津濱海新区」を中心とする環渤海地域（北京市と天津市のほか、隣接する河北省、山

東省と遼寧省を含む華北の経済発展圏）の開発を推し進めるなど、従来の成長優先の経済

政策から格差是正に向けた政策転換をおこなっている。 

このように、中国における産業集積の進展は、1980 年の深圳経済特区の設置から 30 年

あまり経過し、国と地域の経済発展に大きく貢献した。一方、近年における東南沿海部地

域における賃金高騰や土地入手難、環境規制厳格化、および所得格差の拡大など、中国経

済を取り巻く環境が激変する中、政府は格差の是正と環境の改善を最優先する持続可能な

経済発展戦略の一環として「西部大開発」、「東北老工業基地振興策」などの地域開発政策

                                                   
58) さらに詳しくは、趙(2013)を参照せよ。 
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を打ち出した。結果、2000 年代半ばまで、江蘇省、山東省、広東省など東南沿海部地域の

工業は高い伸び率を記録したが、2000 年代以降では、西部地域（四川省、陝西省など）と

東北地域（吉林省、遼寧省など）が前述のような地域発展戦略の恩恵を受け、沿海部地域

の伸び率を上回る成長を続いている（表 4.1）。 

 

表 4.1 中国における地域別工業生産額の伸び率の推移 (年率平均) 

 年代       地域 1995－2000 年 2000－2005 年 2010－2013 年 

江蘇省 9% 18% 9% 

山東省 11% 19% 8% 

広東省 12% 17% 8% 

四川省 7% 16% 15% 

陝西省 10% 19% 17% 

寧夏 8% 17% 13% 

内モンゴル 13% 22% 12% 

遼寧省 11% 10% 12% 

吉林省 9% 15% 14% 

出所：中国国家統計局『中国統計年鑑』2014 年版に基づき筆者作成。 

 

4.2.2 中国国境地域における産業集積の促進に向けた地域産業政策 

1990 年代はじめ、中国政府が 14 の国境都市の対外開放および国境貿易の開始を許可し

てから、国境地域の開発は数多くの領域において、大きく進展した。しかし、東南沿海部

地域の状況と比べても、また当初社会各界の予測した水準と比べても、国境地域における

開発・開放のレベルはまだ低いといわざるをえない。したがって、国境地域の発展に適す

る開発・開放の新たなモデルを模索して国境地域の発展を加速することは、依然として中

国の経済発展が直面している緊急かつ重要な課題となっている59)。 

 国境地域の発展における課題を解決し、域内の企業を中心とした成長による国境地域経

済の質と効率の向上、高度化を促すためには、国境地域における産業集積の形成と産業競

争力を強化することが必要である。政府が打ち出した主な政策の概要は、以下のとおりで

ある。 

(1) 1992 年 3 月、中国国務院は国境地域の 14 の都市を「辺境地区対外開放都市」に指

定し、周辺諸国との経済技術交流と協力を強化するとともに、国境地域の経済発展をスピ

                                                   
59) 呉・慶(2010)、pp.33–36 を参照。 
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－ドアップすることを決定した。そして、国境地域開放戦略が実施された以降、国境都市

における産業インフラを整備するための投資額は増加し続けている。例えば、延辺の琿春

市の場合、1992 年から 2006 年の間、固定資産投資の累計額は 129.1 億元に上り、交通施

設や給水、給電施設などは基本的に整備されるようになった。 

(2) 国境貿易に関する管理・運営上の権限の多くが中央政府から地方政府に移転された。

また国境地域の開放都市に指定されたところはいずれも「辺境経済合作区」を設置し、そ

れを窓口として国境貿易に関心をもつ企業の誘致に積極的に乗り出している。 

 

図 4.1 「長吉図」開発先導区の位置  

 

出所：Aragis 地図作成ソフトを用いて筆者作成。 

 

(3) 2009 年 8 月 30 日に、中国国務院は「中国図們江地域協力開発計画要綱－長吉図（長

春、吉林、図們江）」を開発開放先導区とする国家戦略を正式に承認した。長吉図開発開放

先導区は、吉林省の産業中心地である長春市と吉林市の一部、および延辺を 1 つの経済圏

にまとめ、両市および中朝ロ三カ国の国境地域の経済活性化を目指すものである。特に、

北朝鮮とロシアに隣接する琿春市を対外窓口とし、延吉市、龍井市、図們市を最前線地域、

長春市と吉林市を後背地と決めている（図 4.1）。 
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長吉図開発先導区は、中国政府が承認した最初の国境沿い開発・開放先導区兼モデル区

であり、中国が参加する国際的な図們江地域共同開発の中核的地区でもある。すなわち、

中国国境地域の発展を推進するための戦略体系の重要な構成部分となっている。現在、長

吉図開発先導区では、「図們江地区国際自由貿易区」、「長春・吉林国際陸港区」、「科学技術

創新団地」、「省際・国際協力産業団地」、「現代物流団地」、「生態系観光区」、「高度サービ

ス業集中区」、「現代農業モデル区」などの 8 つのプロジェクトが計画・実施されている。

また、国際および国内の省際の産業協力を促進するために、琿春市にロシア、日本、韓国、

香港などが参画する国際産業団地、および上海、浙江省、広東省などが参画する省際産業

団地の建設を推進している60)。 

 

4.3 延辺地域の経済発展と産業集積の現状 

 

4.3.1 延辺の経済発展 

延辺は、1990 年代のはじめまでは貧しい農村地帯として、経済の中心から距離的に離れ

た周辺地域であった。1992 年の中韓国交正常化に伴い韓国からの直接投資が急増し、2000

年の「西部大開発政策」、2003 年の「東北老工業基地振興政策」による推進を受け、順調に

成長してきた。延辺の名目GDPは 1990年の 43.8億元から 2011年には 651.7億元となり、

10 年間で約 15 倍に拡大した。国境貿易と海外直接投資も国と地方の強力な推進戦略の下で

拡大し続け、地域の経済成長と雇用創出に大きな影響を及ぼしている。 

 

(1) 国境貿易（辺境貿易） 

 前述のように、「辺境」と呼ばわれてきた地域は、北京、上海などの政治的・経済的・行

政的中枢管理機能が立地する地域から遠く、改革開放以降政府による経済成長戦略の恩恵

に与れず、中国経済の高度成長から取り残されていた。 

 しかし、1990 年代に入ると、沿海部地域に重点をおいた不均衡発展戦略から、沿海部地

域優先発展路線は地域協調発展（地域間のバランスのとれた発展）の方向に徐々に変化し

はじめた。このような地域協調発展戦略の 1 つとして、1992 年から 14 の国境都市を辺境

経済合作区として対外開放し、国境地域を「辺境」という地域特性を逆手にとり、地理的

近接性、民族的・血縁的つながり、経済的な補完性を活かしながら成長の可能性を探るこ

                                                   
60) さらに詳しい説明は、『日中東北開発協会』のホームページを参照せよ。 
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とが求められた。延辺地域でも、ロシアや北朝鮮などを相手に辺境貿易61)が活発におこなわ

れた。近年、中国における辺境貿易は多様化し、①交易地域の拡大、②中継貿易の活発化

（取引主体の多層化）、③輸出入商品の統制緩和、④取引形態の多様化（現金決済への転換）、

⑤商品取引から直接投資、技術協力、労務輸出、観光への展開、といった特色をもつに至

っている。そのため、一般的な貿易、あるいは経済交流と辺境貿易を区別する基準が徐々

に失われていった。唯一、地方政府が辺境貿易の権利を認可、管理している点のみが、辺

境貿易と他と区別する基準として残っているといっても過言ではない62)。 

延辺の辺境貿易は、1992 年の「国境開放政策」に伴う国境貿易規制の緩和によって、特

にロシア、北朝鮮との国境貿易を中心に著しく増加した。1993 年における延辺の対北朝鮮

国境貿易額は 32.7 万ドルに達し、同年の中朝貿易総額の 50%近くを占めた。しかし、1995

年以降では、北朝鮮の食糧、電力不足に伴う鉱業生産の大幅減少、鉱産物の国際価格下落、

および円高などの要因によって、延辺～北朝鮮～韓国・日本の間の貿易はほぼ停止した。

さらに、ロシア政府が北朝鮮の 2001 年返済期限の 30 億ルーブルの債務をたてに、北朝鮮

森林労働者の賃金を差し押さえたため、延辺～北朝鮮～ロシア貿易も急減した。 

2001 年以降においては、延辺朝鮮族自治州政府（延辺の地方政府）による「外向型経済

発展戦略」が本格的にスタートし、大型民営貿易企業が政策に呼応する形で、延辺の国境

貿易は新しい段階に移行した。さらに、「東北老工業基地振興戦略」、「辺彊少数民族地区政

策」、および「国境経済合作区・輸出加工区・互市貿易区」の 3 つの大型政策の推進に伴い、

延辺の国境貿易は急速に成長した。 

2008 年以降では、世界金融危機による世界的な景気の落ち込みの影響を受け、延辺にお

ける国境貿易は低下したものの、2010 年以降では徐々に回復し、2011 年の対外貿易額は

18.6 億ドル（対前年比 20%増）に達した。そのうち、輸出額は 14.5 億ドル（同 15%増）、

輸入額が 4.1 億ドル（同 43%増）となった。主な貿易対象国は、北朝鮮、ロシア、韓国で

あり、日本との貿易額も大きく伸びている（1.7 億ドル、対前年比 44%増）。そして、主な

輸出品目は、労働集約型製造業が生産する繊物原料およびその製品が最も多く、次に木材

およびその製品、農・水産物である。主な輸入品目は、鉱産物、紡績原料およびその製品、

卑金属およびその製品となっている63)。 

                                                   
61) 中国における辺境貿易の定義に関しては、「国境に接している地区の両国住民あるいは地方貿易機関が、

歴史的伝統に基づいておこなう貿易」という見方が一般的である。そして、辺境貿易の取引形態は、経済

主体、地理的条件、契約期間、決済方式などによって、辺境地方貿易、辺境少数貿易、辺民互市などに分

類できる。本研究における辺境貿易は、主に辺境少数貿易を指している。 

62) 高木(1997)、pp.109–110 を参照。 
63) 対外貿易額のデータは、『延辺統計年鑑』(2012)に基づいて計算した。 
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(2) 海外直接投資 

中国における低廉な労働費の志向を基調とした外資による工場立地は、国内の各省・地

域の経済規模に応じて均衡して分布するのではなく、特定地域に偏向して立地している。

偏向型立地の特色は、華北・華東における日系や韓国系企業の集中、華南における台湾企

業の集中にみられるとおり、進出している企業の「本国」の影響を受けている、と藤本(2010)

は指摘する。すなわち、中国での工場分布状況と外資系企業の国籍は深くかかわっている。 

 

図 4.2 延辺における産業別外国直接投資  (単位：万ドル) 

 

出所：延辺統計局『延辺統計年鑑』、1996 年、2001 年、2006 年、2011 年度版に基づいて筆者作成。 

  

延辺でも、朝鮮半島に隣接している国境立地優位、および民族的紐帯 （中国国内で朝鮮

族がもっとも多く集居している地域）、歴史文化的要因の下、1992 年の中韓国交正常化を契

機に、韓国からの直接投資が急増した。1997 年以降ではアジア通貨危機の影響で、延辺地

域の外資投資は激減したが、2000 年以降では中国の WTO の加入に伴って、再び上昇に転

じた。そして、「西部大開発」、「東北振興策」などの内陸国境地域の開発促進に関する重要

な経済政策が次々と発表されたことを受け、新たな「延辺投資熱」が起きている。 

そして図 4.2 に示すように、海外直接投資の産業別内訳は、労働集約型の製造業がもっと

も多く、80%以上を占めている一方、農業、サービス業への投資は少なく、年々減少してい

る。また、国・地域別では、延辺の地理的位置や民族的特性、さらに中韓文化連携の増加

とも相まって、他の地域に比べると韓国からの直接投資がもっとも多い。 
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(3) 延辺の交通インフラと物流ルート 

 延辺の交通インフラは、図們江地域開発の推進によって大きく改善された。延辺には港

はないが、近い国境地域にはロシアのポシェト港、ザルビノ港、ウラジオストク港、ナホ

トカ港、東方港(VOSTOCHNY)、および北朝鮮の羅津港、清津港がある。この地理的利点

を生かして延辺では、「開辺通海」（国境を開発し、海への通路を確保する）、「借港出海（港

を借りて海に出る）」戦略を打ち出している。これまでに、延辺から北朝鮮の羅津港を経由

して韓国の釜山港に向かう航路、ロシアのポシェト港を経由して日本の秋田港に向かう航

路、ロシアのザルビノ港を経由して韓国の束草港に向う航路、などの 3 つのルートを通じ

て、海上貨物と旅客輸送航路を開通している。 

中国国内の陸路物流インフラ（長春―琿春間：約 600km）の整備も急ピッチで進められ

ている。高速道路は 2010 年 9 月に開通し、高速鉄道（中国版新幹線）の建設が最終段階を

迎えており、2015 年 9 月から全線が開通した（その一部区間である長春―吉林間は 2011

年 1 月に開通した）。高速鉄道の開通で、線路容量に余裕ができた在来線を活用すると、整

備が進んでいる中国・ロシア間の鉄道を経由して、トロイツァ港から長春まで鉄道貨物輸

送も可能となった64)。そして、空の輸送ルートは、1997 年に国際基準に準じた延吉国際空

港の新庁舎が完成し、上海、北京、大連などの国内主要都市との航路が開通し、2001 年 6

月からは韓国・ソウル―延吉間の国際便が就航し、韓国から延辺へのアクセスが格段に便

利になった。 

このように、延辺における交通インフラの整備が進んだことによって、国境貿易の条件

が大きく改善されているが、これらのルートには経済規模に比例して貨物量が少ない、と

いう現状も指摘できる。したがって、貨物量と旅客輸送量を増やして、輸送コストを低下

させるためには、次のような課題への取組みが必要と考えられる。 

第 1 は、貨物や旅行客の通関手続きがまだ煩雑であり、その簡素化と効率化による輸送

時間の短縮が課題となっている。中ロ、中朝の国境通過に必要な書類や申請内容がまだ統

一されておらず、手続きが複雑で通関時間が長くなっている。第 2 は、物流専門人材の確

保・育成である。日本・韓国など先進国への物流関係者の研修派遣を通じて、物流専門人

材の質を高めることが必要となっている。第 3 は、延辺の物流環境を改善するために、国

内の各地域間、および北東アジア諸国間の連携と協力が必要となる。 

                                                   
64) 2012 年 9 月 28 日に、北東アジアの重要な交通手段となる「東辺道（中朝・中ロ国境地帯を走る中国東

北東部鉄道）」が全線（全長 1,380km）開通した。南は遼寧省大連市から庄河市、丹東市、吉林省の通化市、

図們市を経由し、北は黒龍省牧丹江市に至る。通化～灌水、前陽～庄河、白河～海竜等の 3 本の鉄道が、

瀋丹線、鳳上線、渾白線など計 13 本の既存鉄道と接続している（新華網ホームページを参照）。 
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4.3.2 延辺における主要な産業集積 

産業集積においては通常、ある特定の産業に属する企業が分業の利益、規模の利益を享

受すべく、特定の生産工程に特化するとともに、そうした特定に工程に特化した企業が多

数立地することにより、当該地域における生産力が向上することが想定される65)。しかし、

延辺の産業集積の場合、地元の自然資源を活かした農業副食品加工業、採鉱業、医薬品製

造業、木材加工業、および人材資源を活かしたアウトソーシングサービス産業が中心であ

り、機械製品製造業の集積が進んでいる中国国内の他の地域とは明らかに異なる特色を持

っている。 

2011 年の延辺における規模以上工業の総生産額は 749.6 億元であり、前年に比べて 27%

ポイント増加し、域内総生産額の約三分の一を占めている。そのうち、地域優位の特化産

業としては、木材加工業、食品加工業、および繊維産業があげられる（図 4.3）。 

 

図 4.3 延辺産業別工業生産額と対前年増加率 (2011 年、単位：億元、%) 

 

出所：延辺統計局『延辺統計年鑑』2012 年版に基づいて筆者作成。 

 

(1) 木材加工および木、竹、藤、シュロ製造業 

延辺地域の森林面積は 324.6 万ヘクタール、森林被覆率は 80%、活立木の貯蓄量が 3.8

                                                   
65) 鹿野(2012)、pp.1–5 を参照。 
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億立方メートルで、中国有数の林業基地である。さらに、近年ではロシアの極東地域から

大量の木材を輸入し、域内木材加工業の発展に必要な資源を確保している。このような資

源優位と国境立地の優位を活かし、木材加工および木、竹、藤、シュロ製造業の産業集積

が形成されている。 

 

(2) 採鉱業 

延辺は、鉱物資源が豊富で、現在までに 10 種類のエネルギー鉱物、33 種類の金属鉱物、

48 種類の非金属鉱物、および 2 種類の液体と気体の埋蔵が確認されている。うち、石炭、

金、石灰石（大理石）、鉱泉・軽石などの埋蔵量が特に豊富である。例えば、琿春市は、石

炭資源が豊富で、その埋蔵量が 7.8 億トンに上ることがわかっている。また、延辺と近隣国

の港湾など交通インフラ整備の改善により、2012 年から琿春市で採掘された石炭は、北朝

鮮羅津港から上海、寧波など中国南東部に輸送されるようになり、延辺における石炭輸送

量は急激に増えた。さらに、2014 年の 1 月には、ロシアから 2,700 トンの石炭を輸入する

など鉱物貿易も少しずつ表れるようになっている66)。 

2011 年における延辺の規模以上採鉱業企業数は 28 社であり、採鉱業の総生産額は、2000

年の 2.7 億元から、2011 年には 95 億元に大きく伸びた。そのうち、延吉市が 3.7 億元、図

們市が 2.8 億元、琿春市が 16.0 億元、和龍市が 11.5 億元、汪清県が 2.7 億元、安図県が 3.3

億元である。 

 

(3)農業副食品加工業と医薬製造業 

延辺は朝鮮民族の集居地であり、朝鮮民族独有の民族食文化を形成していることから、

農業副食品加工業が地域特化産業として成長している。2011 年における農業副食品加工業

67)の生産総額は 65.3 億元（対前年伸び率 40%、製造業生産総額の約 10%を占めている）に

達している。地域別にみると、延吉市が 11.7 億元、図們市が 2.9 億元、敦化市が 26.4 億元、

琿春市が 4,195 万元、龍井市が 1.2 億元、和龍市が 8,612 万元、汪清県が 3.5 億元、安図県

が 5.7 億元である。 

延辺に位置している長白山は、深い土地柄のため、天然資源も豊かである。特に、野生

人参の生産量は中国国内総生産量の 80%、世界全体の 70%を占めており、その資源優位を

活かした医薬品生産基地となっている。延辺の医薬品製造業は、1980 年代までは、ほとん

                                                   
66) 朝鮮族ネットのホームページを参照。 
67) 農業副食品加工業には、生物飼料、水産飼料の開発と生産、および水産品の加工、海藻保険食品の開発、

野菜の乾燥、果物、畜産製品の加工などが含まれている。 
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どが国有企業によって担われ、製品の品種も生産量も非常に少なかった。しかし、1990 年

代以降では、政府がさまざまな優遇政策を打ち出し、新薬品の開発と生産規模の拡大が図

られた。結果、医薬品生産の年平均成長率は 9%に達し、その担い手も国有企業から民営企

業に変化した。 

特に、域内最大企業である『延辺敖東製薬会社』が、1995 年に国営企業から国有株式会

社に変更されて以来、医薬品製造業は急速に発展し、延辺の比較優位産業になった。1998

年には、『延辺敖東製薬会社』を中心に延辺地域の医薬製造業の合併と再編がおこなわれ、

小規模の製薬会社が『吉林敖東製薬会社』に吸収され、総生産額が 11.7 億元(1999 年)に達

して、延辺製造業の重要な担い手となった。2000 年以降では「漢方薬現代科学産業（延辺）

基地の建設実施方案」が策定され、延辺地区の医薬品製造業の年平均成長率は 10%に達し、

延辺地域の重点発展産業に位置付けられている。 

2000 年代後半では、韓国のウォン安と世界金融危機の影響を受け、延辺の医薬品製造業

の生産額は減少したが、2009 年からは各国経済の回復を受けて売り上げも徐々に増加し、

2011 年の生産総額は 53.7 億元（対前年比伸び率 30%、製造業生産総額の 9 %を占める）に

達している。また、2011 年からの「第 12 次五カ年規画(2011－2015 年)」においては、医

薬品製造業が国家の戦略的新興産業に指定されたことにより、延辺の医薬品産業も資本、

人材、技術とイノベーション政策などの各方面から政府のサポートを受けるようになって

いる。これは、延辺の医薬品産業にとっては、大きなチャンスであり、国境地域の資源優

位と企業の国際化戦略に基づく、さらなる成長が期待できると考えられる。 

 

(4) アウトソーシングサービス産業 

サービスアウトソーシング産業68)の発展は、対外貿易発展方式の転換や知識集約型サービ

ス製品の輸出拡大、或いは外資投資構造の高度化に基づく外資利用の質の向上において重

要な意味を持つ。中国国内では、サービスアウトソーシング産業の発展が現代先端サービ

ス産業の形成における重要な構成部分と位置付けられている。すなわち、情報技術への依

                                                   
68) 中国語では「服務外包」といい、自社の業務や機能の一部または全部を、それを専門とする外部の企業

に委託することで、経営資源を補完する方法の１つである。アウトソーシングは、かつては元請けや下請

けのような上下関係によるものや、周辺業務に限られていた。しかし最近では、人事や経理などの管理業

務から、製造、物流、研究開発、営業販売に至る幅広い機能を外部の専門機関に委託する企業が増えてい

る。そこには、コスト削減効果はもちろんのこと、自社でおこなうよりも高い付加価値が享受できるとい

う戦略的判断が働いている。アウトソーシングサービスには、情報技術のアウトソーシングサービス(ITO)

とビジネスプロセスのアウトソーシングサービス(BPO)があり、情報技術のアウトソーシングサービスに

は、システムオペレーション、システム応用、基礎技術などがあり、ビジネスプロセスのアウトソーシン

グサービスには、企業内部管理、企業業務運営、サプライチェーン管理など含まれている。さらに詳しく

は、田島・古谷(2008)を参照せよ。 
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存度が高く、付加価値が大きく、資源消耗度と環境汚染度が少なく、また大学生やそれ以

上の高等教育を受けた人材の就職を受け入れる可能性が大きい産業として、その発展に向

けたさまざまな政策が実行されている。 

中国の第 11 次 5 カ年計画(2006～2010 年)では、国家商務部、情報産業部、科技部により

全国 10 箇所で「中国サービス・アウトソーシングモデル基地」都市の建設が決定され、ソ

フトウェア企業を対象に増値税69)の還付や、企業所得税免除などの大幅な優遇策が打ち出さ

れた。延辺地域では、韓国語と日本語ができる人材が多く、韓国と日本に近い地理的優位

を活かして、2006 年から対韓、対日アウトソーシングサービス基地の建設がはじまり、韓

国と日本の IT 関連産業の誘致に本格的に取り組んでいる。 

例えば、延吉市政府は 2008 年 1 月、「ソフトウェア・情報サービス産業の発展を支持す

る暫定規定」を公布し、人材の育成と確保などを促進している。具体的な施策としては、

人材の育成と確保のための専用資金の設立、企業のソフトウェア技術と情報サービス分野

の技能研修費用の補助、などがある。また、高度な技能をもつ人材の呼び戻すために、延

吉市にある中韓ソフトウェア産業パーク内に登記した企業に対しは条件を満たす被雇用者

と 2 年以上の労働契約を結んだ場合、被雇用者が大都市など以前の職場で得ていた給与と

の差額を財政支援する制度も設けている。そのほか、オフィス賃貸料の補助など、2008 年

だけでも合計 1,000 万元の産業振興支援をおこなった70)。 

 2012 年末まで、延吉市には 176 社の IT 企業が立地している。そのうち、132 社が国内

企業で、38 社が韓国の直接投資企業、6 社が日本の直接投資企業であり、従業員数は 5,000

人以上に達している。延辺におけるアウトソーシングサービス業は、まだまだ発展段階に

あり、企業規模が小さく、高いレベルの技術と管理人材も少なく、国内と海外への IT 関連

人材の流出が多いなどのさまざまな問題点も抱えている。したがって、地方政府では、ア

ウトソーシングサービス関連企業の投資環境を改善するなどインフラ建設を推進するとと

もに、専門業務知識と技能養成・訓練、また関連人材の流出防止を強化する必要がある。 

  

4.4 小括 

 

本章では、中国沿海部地域における産業集積の形成と発展の軌跡を概観するとともに、

政府の地域発展戦略に基づく国境地域における産業集積の可能性を検討した。すなわち、

                                                   
69) 中国の増殖税は、日本の付加価値税に当たり、中国国内における物品販売、加工、修理補修業務、輸入

貨物、などに課されている。 
70) 中国服務外包サイトのホームページを参照。 
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東南沿海部地域とは異なる立地条件や立地要因を有する内陸国境地域の産業集積は、主に

国境地域特有の近隣国の市場と資源へのアクセスの利便さ、地域独特な歴史的、文化的要

因の存在、および地域間格差の修正と内需主導型成長への転換に向けた地域産業政策の影

響を強く受けていると考えられる。 

そして、内陸国境地域における産業集積の発展の具体的事例として、中朝ロ三カ国の国

境地域である延辺を取り上げ、空間経済学が説いた輸送費の低下が産業集積の可能性を生

み出すとの枠組みを検証した。東アジア地域の経済統合に伴う輸送費の低下と国境貿易（辺

境貿易）の増加が、初期の経済規模が小さい内陸国境地域でも、交通インフラの整備、お

よび情報通信技術の発達などによる輸送コストの低下と政府の強力な政策支援によって産

業集積が徐々に現れていることを明らかにした。 

また、経済規模が小さい延辺では、産業集積を促すためには初期条件の不備を補うため

の開発戦略が重要であったことも明らかにした。輸送費に関する既存研究によると、輸送

距離と輸送量の増加、輸送時間の短縮、および輸送インフラの整備が、単位当たりの輸送

コストを低下させ、集積の経済の形成および都市システムの変容に大きな影響を与える。

前述のとおり、延辺地域における交通インフラの整備は輸送コストの削減に一定の影響を

及ぼしているが、海外直接投資や国際貿易の規模はまだ小さく、国際物流の通関手続きが

依然煩雑であり、輸送時間の短縮につながっていない。よって、輸送費を十分に低減させ

るまでには至っていない。 

そして、冒頭の先行研究でも言及したように、産業集積は集積地域の特性によって、「企

業城下町型」集積、「産地型」集積、「都市型複合」集積、「誘致型複合」集積など４つのタ

イプに類型化することができる。また、地理的範囲と集積の規模によっては、「地方工業型」

集積と「大都市型」産業集積に区分される。このような産業集積の類型論に基づくと、延

辺における産業集積は「産地型」集積と「地方工業型」集積の類型に属する。延辺では、

企業誘致のために交通インフラの整備、経済特区の設置など、さまざまな地域経済政策が

実行されてきた。それによって、国境産業がもつ優位性を効果的に活用し、海外と国内各

地からの投資を呼び込み、農業副食品加工業、採鉱業、医薬品製造業、木材加工業、およ

びアウトソ－シングサ－ビス産業などの産業集積が形成されつつある。 

しかし、この延辺における産業は、付加価値が小さく、国際・国内市場での競争力がそ

れほど高くないことも否めない。したがって、延辺における産業集積を維持・発展させる

ためには、域内製造品の販路拡大、製造過程と製品の技術集約度の引き上げを通じた付加

価値の向上、自主ブランド力の向上、研究開発の強化、および人材育成の強化などの企業
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努力が必要となる。さらに、さまざまな国籍の多様な産業と企業の集積、そして国境を超

える生産・物流ネットワークの構築は、内陸部の国境地域の持続可能な発展を促進するた

めの中央と地方政府による更なる政策的支援に大きく依存している、といえる。 
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第 5 章 周辺地域の工業立地と雇用・労働環境の実態分析 

 ―労働者の雇用満足度に関するアンケート調査に基づいて― 

 

 

 

前章で詳しく論じたように、内陸国境地域である延辺地域では、地域特有の立地上の優

位性や生産要素の賦存条件を活用しながら、一定の産業立地と集積を達成している。しか

し、その産業立地と経済成長の実態は、中心部の東南沿海地域のそれに比べると大きな地

域間格差がみられ、産業立地と経済成長のさらなる促進のためには、生産要素の集積とグ

ローバル市場へのアクセスを可能にする地域経済政策の必要性も高まっている。 

本章では、工業立地論の視点に基づいて、立地要因の中の労働因子に焦点を当て、周辺

地域の工業立地と雇用移動の間の相互関係について検討する。具体的に、中心部と周辺部

における労働者の就労と生活に関わる満足度の相違に基づいて、各々の地域における雇

用・労働環境の違いが、工業立地の地域間格差に大きな影響を及ぼしていることを明らか

にする。分析手法としては、雇用条件と労働因子が企業の立地行動に及ぼす影響に関する

先行研究の考察に基づく定性的分析に加えて、東南沿海地域（北京、上海、深圳など）と

中朝ロ三カ国の国境地域の延辺地域の製造業労働者を対象におこなった雇用満足度に関す

るアンケート調査結果に基づく定量的分析をおこなう。 

 

5.1 工業立地と労働因子 

 

企業立地行動の基本的な特徴として、低コスト化を通じた価格競争と差別化を通じた非

価格競争があげられる。低コスト化のための立地選択としては、工場立地を周辺地域（低

賃金労働が豊富）に立地することを通じて労働費用を削減することや、市場に接近した場

所に立地して製品の輸送費を削減することなどがあげられる。その中でもとりわけ重要な

のが、労働費用である。すなわち、多くの企業と工場の費用構造において、労働費用は支

配的な役割を果たしている71)。 

そして、労働因子が企業と工場の立地決定に及ぼす影響に関して、ストーパーとウォー

カー(Storper and Walker, 1984)は、立地競争における有利な要素の鍵として、企業の役員

                                                   
71) Watts(1987、訳書 1995)、p.141 を参照。 
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が労働因子に注目することがますます重要になってきている。このような立地決定におけ

る労働因子への関心の高まりは、労働費を構成する諸要素について、また企業が労働特性

の空間的変動に如何に反応し、あるいは利用するかについて調査することを活発にしてき

た72)。 

また、上記の労働因子の賦存、変化、およびそれが経営者の立地決定に及ぼす影響の大

きさは、立地する工場で雇われる労働者が集められる地域労働市場(local labor market)の

特徴と密接に関わる。すなわち、地域労働市場の規模、労働の学歴水準、平均賃金水準、

労働の移動傾向、および労働法や社会保障制度の整備などの雇用・労働環境が、立地因子

の中で最も重要とされる労働因子の形成と変化に大きな影響を及ぼすのである73)。 

第 2 章の産業立地に関する文献サーベイでも述べたとおり、労働費と雇用環境は立地因

子として経営費の中で大きな割合を占めている。例えば、ウェーバーの工業立地論におい

ても、雇用・労働は立地主体にとっての労働費、すなわち重要なコストとして処理されて

きた。すなわち労働費は、「埋蔵原材料の相対的な価値幅および輸送費」と並んで、立地の

一般的局地因子の地位を与えられたのである。ウェーバーは、すべての産業が立地するに

あたって、程度の差こそあれ労働費の影響を受けると考えたが、同時にまた、いくつかの

産業部門は、他の因子の重要性よりも労働投入の重要性の方がとりわけ大きいという理由

から、労働志向が特別に重要であることを認識していた74)。 

特に過去においては、特殊な技能を有する労働者が、ある特定の場所に集住していると

いうことは、立地に対して極めて重要な影響を及ぼしていた。しかし、生産過程そのもの

の発展―とりわけ機械化と自動化の導入―は、このような熟練労働の局地的集住が立地に

対する影響を減退させた。その結果、経済統合による労働移動と雇用環境の変化に伴う産

業立地の動向分析が、経済地理学と地域経済学の重要な研究課題となった。 

経済地理学的視点からの産業立地における労働市場と雇用環境の重要性について、フー

ヴァーは、「土地と同じように、労働は場所によって生産性が大きく変わり、地方的な労働

の質は使用するかしないかによって、改良もしくは悪化する。しかし土地と違って、労働

は移動的であり、また再生産的である。従って、労働費の差異は移動の反応と再生産の比

率の地理的格差に部分的に依存する。労働費は多くの産業において重要な立地条件であり、

                                                   
72) Storper and Walker(1984)、pp.19–22 を参照。 
73) 企業の立地行動に影響を及ぼすさまざまな立地因子について詳細な分析を行った代表的な研究として

は、Stafford (1974)、Schmenner (1982)、Morierty (1983)などが挙げられるが、いずれの研究においても

労働因子の多大な重要性が指摘されている。 
74) 古典的な立地論における労働因子に関する説明は、Weber (1929、pp.95–103)を参照せよ。 
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また少数の産業においては決定的な要因である」と論じた75)。 

フーヴァーによると、「専門化し高度に訓練された労働を必要とする工業は、一般にこの

ような労働供給が発展してきた諸地点に群集し、集中的な、どちらかと言えば固定的なパ

ターンを示す。しかし、最終的には、ほとんどすべての産業の工程が、技術上および経営

上の改善によって定型化されるので、特別の訓練のない普通労働が使用される。通常の結

果は、その産業が他の地域へ広がったり移動したりすることになる」。つまり、「個々の産

業においては、技術的成熟によって労働必要条件があまり専門化を要せずかつ平易なもの

になり、最初の集中段階の後、生産の新たな中心地へ拡散、または分散の可能性について

言及している。 

その一方で、教育の公共的援助―特に職業教育―は労働移動を助成する 1 つの重要な手

段である。訓練された人はいろいろな地域での雇用機会に適応できる、より広い幅をもち、

相対的に高い地理的移動の可能性を持っている。さらに、職業間移動性はしばしば移住に

代わるものである。すなわち、ある型の工場が閉鎖することによって失業した労働は、新

たな立地における従来の産業の型に雇用されるよりも、もとの立地において新しい産業に

雇用されるであろう。移住の必要はもしその地方的労働供給が、より融通性をもつように

されるならば、大いに減るのであり、そしてこれは訓練によって達成されると論じている76)。 

 そして、グローバル競争の激化に伴い、各国と地域は競争優位の源泉を抜本的に再検討

する必要に迫られている。すなわち、経済発展を促進する上で、国もしくは地域がもつ天

然資源などの自然資産よりも、「創造された資産」としての人的資源の方がますます重要な

役割を演じるようになる。とりわけ人的資源の質が、さまざまな競争優位の中で、ほぼ中

核を占めるに至っている。特に資本の国境を越えた移動がますます活発になるにつれて、

グローバルな生産要素の最適配置を行っている多国籍企業の競争優位は、創造性をもつ人

材の採用、訓練、さらに動機づける能力をベースとして、創造された資産への投資から生

まれてくる。したがって、現代社会では、人的資源に対する投資、その有効利用と管理が、

政府と多国籍企業の双方にとって重要、おそらく最重要となってきている。 

 このため、人的資源の質的向上が、経済発展の促進を意図する政府の政策においても、

最重要な課題となってきた、といえる。この方向に沿った政策を採る国が、少なくとも原

則的には、外国人投資家を誘致する上で、より魅力のある国になる。それに加えて、教育・

訓練カリキュラムは、ビジネス遂行のニーズと、とりわけ今日のグローバル化する経済に

おける国際ビジネスのニーズに対応できるものではなければならない。その結果、政府の

                                                   
75) Hoover (1948、春日茂男・笹田友三郎共訳 1970)、pp.105–118 を参照。 

76) Hoover (1948、春日茂男・笹田友三郎共訳 1970)、pp.262–263 を参照。 
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政策もこの課題に焦点を合わせる必要がある。外資受入国が、より高度な業務プロセスや

技術に依存した企業を誘致し、地域内での前方・後方リンケージの拡大を通じて波及効果

の拡大を望むのであれば、地域労働市場に適正な人数のみならず、適正なスキル、すなわ

ち適切な技術吸収能力をもつ労働者の供給に資する人的資源開発政策が不可欠である。 

 もちろん、第 3 章や第 4 章でも述べたように、地方政府が知識・技術集約的な FDI を誘

致するためには、人的資源開発政策以外のいくつかの実行可能な政策措置がある。例えば、

域外の技術集約的な資本財や中間財生産地、および製品市場へのアクセスを可能にする交

通インフラの整備、最先端技術の研究開発、およびその適用に関する政策的な優遇措置な

どがある。しかし、これらはあくまでも知識・技術集約的な産業と企業の立地決定におけ

る立地条件の要素であり、個々の企業の立地決定に関わる実質的な立地因子が、複雑な企

業戦略と工場配置の空間的分布の決定に及ぼす影響を検討する必要がある。 

上記のような企業や経営者の工業立地に関する意思決定に作用する地域労働市場の雇

用・労働環境、並びにそれに基づく労働因子の構成は、工業立地と雇用問題に関する経済

地理学的アプローチの 1 つの側面に過ぎない。工業立地と雇用問題の間のもう 1 つの相関

関係、すなわち、上記とは逆方向の、工業（とりわけ工場）立地が地域の雇用に及ぼす影

響を分析する工業地理学のアプローチ77)も存在する。 

そこでは、主に工場の新設、閉鎖、移転（転出と転入）に伴う雇用機会の変化に加えて、

既存の工場の中での雇用変化を考察することで、特定の工業立地地域における雇用の純変

化を測定する。そして、この地域内の純雇用変化を構成する四つの変化の成分(components 

of change)が、地域の雇用変化に対して、それぞれどのような影響を及ぼしているかを示し

ている。すなわち、それぞれの地域における工業活動分布の変化に伴う製造業の雇用変化

地図を検討する際に、単なる地域間の空間的分布の違いだけでなく、変化パターンの相違

も明らかにでき、雇用問題解決のための政策立案と実施をより適格なものにすることがで

きる。 

しかし、上記のような工業立地と雇用問題の解明において、現代の工業立地論には一貫

して用いられる合意されたアプローチや方法論は存在しない(Watts 1987、訳書 1995：p.18)。

ワッツは、これらのアプローチと方法論は、主に以下のような 3 つの分類に分けている。 

第 1 は、企業や個人が工業立地変化にいかなる影響を与えるかに力点を置く行動論的

(behavioural)アプローチである。このアプローチは、さらに企業や個人の属性に関するデ

ータを集め、その属性を行動に結びつけることで、彼らの行動を説明する研究グループと、

                                                   
77) ここの工業地理学的アプローチに関する先行研究のサーベイは、ワッツ(Watts 1987、訳書 1995)の第

1 章の整理(pp.15–23)に依拠している。 
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企業や個人になぜ特定の行動を取ったかを尋ねる、より直接的なアプローチを採用する研

究グループに分けられる。そして前者は、主に企業の属性（例えば、所有権の国籍）を工

業立地変化と関連づけて考察し、後者は、意思決定に影響を与えた要因と意思決定の方法

に分析の焦点を当てている。 

 第 2 は、新古典派経済学から派生し、工業部門もしくは製造業全体の変化を説明する際

に、外的刺激に対する態度、意志、反応が十分に類似するものとして、企業・工場・個人

を捉える新古典派(neoclassical)アプローチである。このアプローチにおける地域間の雇用

水準の変化は、労働市場や原材料へのアクセスの地域差に対する、工場の一連の反応が反

映された結果であると考えられている。つまり、「低賃金が雇用増加を促進する」という発

見は、特定地域における雇用創出を十分に説明するものであると信じでおり、主に工業変

化を数量的に表現する作業を行っている。 

第 3 は、より全体論的な見解を採用する構造主義的(structuralist)アプローチである。こ

のアプローチでは、「低賃金が雇用増加を促進する」という発見は何の説明にもならないし、

その因果関係は必ずしも明瞭ではないと主張する。このような市場の価格調整に基づく経

済的な結果よりも、なぜある地域は低賃金であり、他の地域ではそうではないのか、なぜ

企業は低賃金を利用しようとするのか、と言った問題を提起し、その解明こそが重要と考

えているすなわち、立地変化とそれに伴う雇用変化の説明は、企業が活動する資本主義社

会の構造のうちに求められるのである。 

概括すると、工業立地に伴う雇用変化地図に対して、第 1 の行動論的アプローチは、さ

まざまな属性の企業行動に基づいて説明し、第 2 の新古典派アプローチは、工業立地地域

における外的刺激に対する工場の（一致した）反応として集計し、第 3 の構造主義アプロ

ーチは、世界資本主義システムの中で働く諸力に基づいて解明しようとするものである78)。 

そして、上記の 3 つの異なるアプローチは、それぞれが完全に独立した分析枠組みや指

標体系を構築して分析を行っているには至っていなが、各々の調査方法に影響を与えうる

異なる方法論を持っていることは確かである。すなわち、行動論的アプローチと新古典派

アプローチは、一般的原理を抽出するための実証主義的（もしくは仮説検証的）方法論を

多く用いる。その一方で、構造主義的アプローチは、変化の過程とその時間的・空間的多

                                                   
78) このようなアプローチの違いは、それぞれのアプローチを支持する研究グループの間では、激しい批判

と論争が繰り広げられてきた。例えば、構造主義アプローチの論者たちは、行動主義的アプローチを「単

純な記述に過ぎない」と批判し(Massey, 1984、p.50)、新古典派アプローチの論者たちは、構造主義的ア

プローチを「マルクス主義の難解に包まれ、言葉によってごまかされた記述的な研究である」と批判して

いる(Taylor, 1984、p.2)。これらの論争に関するさらに詳細な整理は、ワッツ(Watts, 1987、訳書 1995、

p. 20)を参照されたい。 
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様性、およびその変化に影響を与える構造を分析する、という構造主義的方法論を用いて

いる。 

そして、異なるアプローチと異なる方法論は、分析手法における相違をもたらす。すな

わち、膨大な参考文献を用いた個人の意見や筆記資料の評価に基づく定性的手法と、表資

料や統計分析、数学的記号を用いた計量的評価に基づいた定量的手法、という 2 つの分析

手法の中でどれを採用するかは、アプローチと方法論によって異なるのである。一般的な

傾向として、新古典派アプローチは定量的手法、構造主義アプローチは定性的手法を採用

し、行動論的アプローチは両手法のいずれをも採用している。 

以上の工業立地と雇用変化に関する経済地理学的アプローチの整理に基づくと、本章の

分析は、アプローチ的には構造主義的、行動論的アプローチに属する。すなわち、本章の

周辺地域における工業立地と雇用変化の関係に関する分析は、前の各章の分析と同じく、

基本的には中心―周辺構造の視角に基づいて工業立地と雇用変化を描き出し、またその背

景をなす雇用環境と労働因子に関する構造主義的アプローチを試みている。また、具体的

な分析においては、製造業企業の経営者や労働者を対象におこなったインタビューとアン

ケート調査の結果を詳細に検討し、特に労働者個人の就労と生活に関する意識の実態を明

らかにしている点では、行動論的アプローチに属する。 

そして、方法論的には、本章の分析は構造主義的と実証主義的の両方に属する。すなわ

ち、本章の周辺地域における工業立地と雇用変化の過程に関する考察は、明らかに中心地

域との比較を念頭に置いており、地域間格差の実態と変化、およびその原因を説明する、

という構造主義的方法論に基づいている。また、分析手法としては、本章は定性的、定量

的手法の両方を採用している。すなわち、工業立地と雇用変化の間の相互関係に関する先

行研究のサーベイ（定性的評価）を通じて、定量的評価をおこなうための雇用・労働環境

と関連する立地因子を抽出し、統計的手法を用いて実証分析を試みている。 

以下の各節では、周辺地域の代表的な一例として、中国東北の中朝ロ三カ国国境地域の

延辺地域を取り上げ、周辺地域の産業立地と雇用動態を考察する。 

 

5.2 周辺地域の産業立地と雇用動態 

 

5.2.1 周辺地域における工業立地と地域経済 

 表 5.1 は、改革開放以降の延辺地域における工業立地を取り巻くマクロ経済環境の変容を

示している。まず域内の総人口は、2000 年までは傾向的に増加していたが、2000 年以降で
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は増加が止まり、近年では少しずつ減少している。世界ないし中国全体における一般的な

人口増加率の減少要因である少子化に加えて、第 4 章でも述べたような、朝鮮族の若年人

口の国内・外への流出が大きな要因となっている。そして、就業者と雇用者数は、1990 年

代以降において徐々に減少していたが、近年では若干の増加傾向を示している。その中で、

雇用者数の増加に比べて、就業者数の増加の方が顕著であるのは、産業構造の変化に伴う

第 3 次産業の拡大と市場経済の浸透に伴う、個人経営の自営業者数の増加による影響が大

きいと考えられる。 

 次に、雇用者79)賃金の推移をみると、1980 年から 2012 までの 30 年あまりの期間中、年

率 10%を超える高い上昇が続いている。そして、2000 年代に限定すれば、年率平均増加率

が 12%と高く、労働者の賃金所得の増加は顕著である。そして、労働者の所得増加の結果

でもあると考えられるが、延辺地域における銀行預金総額は、年率平均 19%のスピードで

増加している。また、2000 年代に限定すれば、年率平均増加率は 15 %に達している。この

ような賃金額の伸び率を大きく上回る預金額の伸び率は、既に言及している域外80)に流出し

た労働者による故郷への送金の影響を受けていると考えられる。 

 そして、域内総生産額(GDP)とその産業部門別構成の変化をみると、1980 年から 2012

までの期間中、年率 14%の成長を続けており、中国全体の成長率を若干上回るスピードで

推移している。また、経済全体の成長に伴って、産業構造も大きく変化している。すなわ

ち、第 1 次産業は、30 年あまりの期間中に 24%から 9%へ縮小し、第 3 次産業は 25%から

40%までに拡大している。その一方で、第 2 次産業の割合は、2000 年代半ばまでは縮小し

続けていたが、それ以降では、第 4 章で説明しているような工業立地と産業集積の拡大に

伴って大幅に増加している。 

 最後に、延辺地域における高い経済成長と産業立地と深く関わる固定資産投資の増加を

みると、1980 年から 2012 までの期間中、年率 19%の伸び率を示しており、域内 GDP の

成長率を大幅に上回っている。さらに、近年において拡大傾向がさらに顕著となり、2000

年以降では年率 23%のスピードで拡大し続けている。その背景には、地域政府の財政収入

の増加81)があるが、それよりも大きな要因が、中国全体の政府主導の投資拡大に基づく成長

戦略の特徴が、延辺地域の経済成長においても存在することである。先の各章でも述べた

                                                   
79) 雇用者は、中国語でいう「職工」を指す。 
80) 延辺地域の朝鮮族労働者の域外流出先としては、海外では、韓国、日本、アメリカ、ロシアなどがあり、

国内では、大連、青島、煙台、北京、上海、広州などの東南沿海部の大都市があげられる。その中で最も

大きな流出先が、韓国である。 
81) 1980 年から 2012 までの期間中、財政収入の年率平均伸び率は 16%である。さらに、2000 年代に限れ

ば、年率 18%の伸び率を示している。 
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が、中央政府の成長戦略や内陸地域発展の推進に伴う政策的な財政移転が、周辺地域の経

済成長に与える多大な影響を窺い知ることができる。 

 

表 5.1 延辺地域における経済指標の推移 

指標       年度 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2012年 

総人口 (千人)  1,814 2,070 2,185 2,175 2,191 2,182 

就業者数 (千人)  770 1,105 854 828 947 1,048 

雇用者総数 (千人) 425 620 347 255 231 243 

雇用者平均賃金 (元) 782 1,886 7,351 11,966 23,753 31,180 

GDP 総額 (百万元) 995 4,224 12,706 23,764 53,411 76,538 

産業別

構成 

第 1 次産業 24% 20% 18% 13% 10% 9% 

第 2 次産業 51% 52% 38% 36% 47% 52% 

第 3 次産業 25% 28% 44% 51% 43% 40% 

固定資産投資 (百万元) 194 778 3,952 11,123 38,491 66,256 

財政収入総額 (百万元) 106 576 1,496 3,231 8,798 13,410 

銀行預金総額 (百万元) 261 2,280 17,933 39,620 75,259 102,378 

出所：延辺統計局『延辺統計年鑑』2013 年版に基づいて筆者作成。 

 

図 5.1 延辺地域と国内他の地域の工業指標の比較 (2012 年) 

 

注：1．全国を 1 とした場合。2．各地域の規模の差異を考慮し、工業生産額、工業就業者数、工業企業数

は、それぞれの地域における人口 1 人当たりの値を求め、比較可能な値に計算し直している。 

出所：中国国家統計局『中国統計年鑑』(2013 年版)、『中国労働統計年鑑』(2013 年版)、および延辺州統

計局『延辺統計年鑑』2013 年に基づいて筆者作成。 
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そして、図 5.1 は、上記のマクロ経済環境に基づく延辺地域の工業発展の実態について、

中国国内の他のいくつかの地域と比較したものである。周辺地域の経済発展促進政策やそ

れに伴う経済成長の下、延辺の工業立地条件はかなり整備されたとは言え、依然として中

心部の東南沿海部地域との格差は大きい。その一方で、中国国内の他の周辺地域、とりわ

け国境付近の辺境地域（内モンゴル、広西、雲南、寧夏、新疆など）に比べると、一部の

指標では進んでいるようにみえる。しかし、全体的に、延辺地域の工業発展水準は、全国

平均にも満たず、企業の立地決定に影響を与えうる経済成長の実態、並びに潜在力におい

て、やはり中心部に比べると、明らかに劣位にあることがわかる。 

上記のような工業立地における地域間格差も含めて、中国国内の地域間格差は広がって

おり、2000 年代半ばからは、内陸経済発展促進のためのさまざまな施策が講じられている。

中国政府は、西部大開発、東北工業基地再興、中部地域勃興などの開発戦略を推進し、東

南沿海部地域から内陸地域への企業移転を促している。もちろん、中心部の東南沿海地域

における産業と企業集中に伴う土地代、賃金などの立地費用の増加も、企業が工場を中心

部から周辺部に移転される重要な要因となっている。このような国内における工業立地の

大環境の変化に際して、周辺部の地方政府では、競って企業誘致に向けたさまざまな政策

を立案し、工業立地条件の改善と整備に努めている。その結果、2000 年代以降、周辺地域

における工業立地は徐々に増加している。 

 

図 5.2 延辺地域の工業生産額、企業数、および就業者数の推移 (単位：百万元、社、人) 

 

出所：延辺統計局『延辺統計年鑑』2013 年版に基づいて筆者作成。 

 

図 5.2 は、2000 年代以降の延辺地域における工業立地の推移を示している。域内の工業

企業数は 2000 年代はじめの 800 社余りから、2012 年の約 2,500 社に増加し、ここ 10 年間
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で約 3 倍となっている。ただし、工業企業数の増加は、2008 年からの世界金融危機と 2010

年以降における中国マクロ経済全体の成長率の鈍化の影響を受け、緩やかになっている。

ただし、工業生産額は、安定的に増加し、2002 年から 2012 年までの 10 年間で年率平均

20%の伸び率を示している。 

その一方で、工業部門の就業者数の推移は、新規工業立地と生産額が増加しているにも

関わらず、2002 年の 6.5 万人から 2012 年 5.1 万人にまで縮小し、10 年間で約 2 割減少し

ている82)。第 4 章で述べたように、周辺部の延辺地域の産業立地と産業集積は、他の地域

に比べると労働集約型のアパレル、木材加工などの企業の割合が大きい。しかし、表 5.1 に

示したような資本投資の顕著な増加に伴い、周辺地域においても、機械設備による労働の

代替は進んでいる。その結果、新規工業立地に伴う雇用吸収効果は、ますます低下してい

る。その一方で、工業生産額は顕著に増加してことから、周辺地域における工業立地の生

産効率は上昇していると考えられる。 

 

図 5.3 延辺地域における所有形態別の工業企業数の推移 (単位：社) 

 

出所：延辺統計局『延辺統計年鑑』2013 年版に基づいて筆者作成。 

 

そして、図 5.3 は、上記の工業立地増加の所有形態別の内訳を示している。1994 年以降

における社会主義市場システムの構築と企業制度改革、1997 年から始まった国有経済の民

営化を主とした構造改革に伴って、国有と集団所有の工業企業数は大幅に減少し、代わっ

て私営・外資系企業が著しく増加した。さらに、国有経済の構造調整が一段落した 2000 年

代はじめからは、中国の WTO 加盟と国境地域経済発展推進政策の影響を受け、私営・外資

系企業の立地が急速に増加した。その結果でもあるが、私営・外資系工業企業の生産額の

                                                   
82) 延辺統計局『延辺統計年鑑』2013 年版の雇用者統計に基づく。 
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伸び率は、国有と集団所有の工業企業の生産額の伸び率を大幅に上回っており、域内の工

業生産総額に占める割合もますます大きくなっている。 

そして図 5.4 は、企業の立地決定に大きな影響を及ぼす地域労働市場の状況を表している。

先にも言及したように延辺地域における人口の増加は、2000 年代のはじめにピークに達し

た後、緩慢ではあるが減少傾向を示している。しかし、域内の就業者数の推移をみると、

最も多かった 1994 年の 114.7 万人から 2005 年の 82.8 万にまで減少した後、緩やかな上昇

に転じている。 

 

図 5.4 延辺地域における工業生産額の所有形態別の伸び率 (単位：%) 

 

出所：延辺統計局『延辺統計年鑑』2013 年版に基づいて筆者作成。 

 

図 5.5 延辺地域の農村、都市別就業者数と雇用者平均賃金額の推移 (単位：人、元) 

 

出所：延辺統計局『延辺統計年鑑』2013 年版に基づいて筆者作成。 
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総人口が減少する中で就業者数は増加している、ということは、少子高齢化の進行が新

しい人口増加を制約しているが、一人当たり就業期間の増加に伴い、高齢就業者が増加し

ていることが考えらえる。特に、産業構造の変化に伴い、第 3 次産業の割合が上昇するに

伴い、自営業などの個人経営の従事者が増加した。それは、図 5.5 に表しているとおり、企

業などに直接雇用されている「都市部雇用者」は減少しているが、「その他の都市部就業者」

が増加していることからも窺い知ることができる。そして、雇用者賃金は、表 1 の説明で

も言及したが、1990 年代以降において上昇が続き、20 年間で約 14 倍上昇した。 

上記のような域内人口、就業者数、雇用者数、および賃金の変化が、延辺地域における

工業立地を取り巻く雇用・労働環境に及ぼす影響は、主に以下のような三点にまとめられ

る。 

第 1 に、総人口のさらなる増加は止まっているが、都市部における就業者は増加してお

り、域内の労働供給の可能性は残されている。しかし、農村部の就業者がここ 20 年間の間、

一貫して 40 万人前後で推移しており、第 1 次産業から、第 2、第 3 次への労働移動による

都市部就業者数のさらなる増加は見込めない。すなわち、現在のような人口動態（少子高

齢化、移出・移入）が続けば、中長期的には、域内労働供給が限界に達する可能性もある。 

第 2 に、2000 年代半ば以降の都市部就業者の増加は、主に自営業従事者の増加に伴うも

のであり、企業部門の雇用増加はあまりみられない。すなわち、域内就業者総数に占める

コア労働者（若年、壮年労働者）の割合は、傾向的に低下しており、企業の立地決定にマ

イナスの影響を及ぼす可能性が高い。 

第 3 に、このようなコア労働供給の減少は、企業の立地決定にとって、賃金上昇に伴う

費用増加の要因となりうる。もちろん、中国の他の地域と同じく、延辺地域における雇用

者の賃金上昇は、政府による賃金水準の切り上げ、社会保障関連費用負担の増加などの政

策的要因の影響もあるが、労働市場における需給関係の変化による賃金上昇の圧力はかな

り大きい。 

このような企業立地を取り巻く雇用・労働環境の変化は、現在のところ、まだ企業立地

の大きな制約要因として働いているわけではないが、中長期的には立地条件の悪化を意味

する。そして、立地条件の悪化は、新たな企業の誘致を妨げ、地域経済は衰退する。その

結果、若年、壮年労働の域外流出が拡大し、域内労働需給関係はさらに悪化し、立地条件

が一層厳しくなる可能性も残されている。 

実際、次節で検討する延辺地域における製造業雇用者のアンケート調査と併せておこな

った経営者インタビューで、多くの経営者が、「最も気になるビジネス環境の要因」として、
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上記のような労働市場の変化にあげている。すなわち、企業立地を促進するための政府の

優遇政策、交通インフラ整備に伴う輸送ルートが保障されている条件の下で、如何にして

優秀な労働を獲得し、長期的に企業内に留め、安定的な生産活動を維持するのか、が重要

となっているようである。 

しかし、朴(2004)でおこなったアンケート調査によれば、2000 年代はじめの頃の経営者

の主な関心事は、主に政府の優遇政策、例えば税制優遇、土地利用、エネルギー供給、お

よび輸送ルートの確保などであり、労働の確保は、それほど重要視されていなかった。す

なわち、2000 年代において延辺地域の雇用・労働環境は、大きく変化した。企業立地が増

え、また産業構造が変化して労働の需要構造が変化した一方で、少子高齢化と国内の沿海

地域や国外への労働移出の増加によって、労働の供給構造も大きく変化した。 

 以上、周辺部の延辺地域の工業立地に関わる労働因子の変化をもたらす雇用・労働環境

の変化を明らかにした。まとめると、2000 年代以降の工業立地の増加は、労働需要の増加

をもたらしているが、労働供給は限界に達しつつあり、さらなる低賃金労働の賦存優位は、

見込めない。既に立地している企業やこれらかの立地を計画している企業にとっては、ど

のように労働を確保するかが大きな課題となっている。その一方で、地域の経済成長のた

めにさらなる企業立地の増加を計画している地方政府にとっては、どのような雇用・労働

政策を通じて労働供給を増やすか、さらには労働の技能水準を高め、技術集約的産業部門

の企業立地を促進するか、が大きな課題となっている。 

 そして、これらの課題の解決に向けた企業と地方政府の取り組みは、本節で明らかにし

たマクロ的雇用・労働環境の実態を把握するのみならず、労働者が、現在の就労と生活、

さらに将来の雇用・労働環境について、どのように考えているのか、に対するミクロレベ

ルでの労働因子に関する分析が必要となる。次節では、この課題の解明に向けたミクロ的

アプローチを試みる。 

 

5.3 周辺地域の工業労働者の雇用満足度の実態 

 

第 1節でも言及したように、これまでの工業立地と雇用変化に関する多くの先行研究は、

主に工業立地が雇用変化に対する影響か、その逆方向の雇用変化が工業立地の立地条件の

変化に対する影響かの分析を中心に行っている。すなわち、主にマクロ的な労働市場環境

の変化と企業の立地行動の関係が、政府、企業、市場の側面から議論されており、実際の

労働者の立場からの研究は非常に少ない。 
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さらに、周辺地域の工業立地に関する研究でも、周辺地域の労働市場における需給状態

と、中心地のそれとの比較、および雇用・労働条件の相違に伴う周辺部から中心部へ労働

移動は議論されているが、実際の労働者が就労と生活に関わる諸要因について、どのよう

に認識しているかについては議論されていない。もちろん、労働者の現在の雇用に対する

満足度が、転職や技能形成、さらには将来予測に及ぼす影響についての研究は皆無に近い。 

ここでは、延辺地域における製造業労働者―人を対象におこなった雇用満足度に関する

アンケート調査(2015 年 8 月)の結果を、中心部(東南沿海地域)製造業労働者の雇用満足度に

関する調査(2014 年 5 月)の結果と比較しながら、周辺部における工業立地を取り巻く雇用・

労働環境の現状と将来に対する労働者の意識について検討する。 

 

5.3.1 分析の枠組み 

 図 5.6 は、延辺地域における就労と生活の質に関する労働者の意識を分析するための基本

的な枠組みを示している。すなわち、前節で概括したマクロ的な雇用・労働環境変化の影

響を受けつつ、域内の工業企業で働く労働者の雇用満足度を把握するための分析ツールで

ある。 

ここで、雇用者の雇用満足度は主に、五つの要素に関する労働者の意識の結合として規

定される。すなわち、雇用制度、賃金制度、職業訓練制度、社会保障制度、およびワーク・

ライフバランスに関する満足度の実態から、工業立地のための地域労働市場に対する労働

者本人の意識を明らかにすることができる。このような労働者の就労と生活に関する満足

度の実態し、それが企業の立地行動に及ぼす影響を把握することは、よりミクロなレベル

での工業立地と労働因子に関する分析となる。 

 そして、上記の五つの要素に対する労働者の意識は、これらの諸要素の各々がいくつか

の下位レベルの要素に分解可能であることから、下位レベルでの各要素に対する労働者の

意識の結合として現れる。本章では、雇用制度に関する満足度を、雇用契約の安定性と転

職可能性に関する意識に分解し、賃金制度に関する満足度を、現在の賃金水準と退職金制

度関する意識に分解する。また、職業訓練制度に関する満足度を、企業内職業訓練制度と

社会単位でおこなわれる職業訓練システムである政府主導の職業訓練制度に対する意識に

分解し、社会保障制度に関する満足度を、企業福祉と社会保険制度に関する意識に分解す

る。そして、ワーク・ライフバランスに関する満足度を、労働時間と就労と生活の両立を

支えるための制度的仕組み―家事・余暇時間に関する意識に分解して考察をおこなう。 

 上記のような五つの要素を構成するそれぞれの下位レベルの要素の中で、前者（図 5.6 に
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おける点線の上方に位置している要素）は主に企業レベルでのさまざまな取り組み、ルー

ルや慣行、および調整に基づくものであり、一般的に「企業単位の調整(company-unit 

adjustment)」に属する事柄である。その一方で、五つの要素を構成するそれぞれの下位レ

ベルの要因の中で、後者（点線の下方に位置している要素）はすべて社会単位の調整

(social-unit adjustment)の側面であり、その変化の多くは企業レベルでの取り組みよりも、

社会ないし政府の政策的な取り組みに大きく依存する事柄である83)。 

 

図 5.6 延辺地域における労働者の意識分析に関する基本的な枠組み 

 

出所：筆者作成。 

 

本章では、上記のような雇用、所得、技能形成、社会保障、ワーク・ライフバランスの

状態にかかわる、企業単位での調整の側面と社会単位での調整の側面に関する諸要素に関

する労働者の意識の実態を詳細に検討することを通じて、工業立地に関わる地域労働市場

分析の精緻化を試みる。特に、周辺部である延辺地域の労働市場の特徴をより鮮明にする

ために、中心部の東南沿海部と比較する形で分析を進める。 

 中国における周辺部と中心部の間の経済成長、地域財政、産業集積と企業立地、および

労働市場などのマクロレベルの地域間格差の実態に関しては、これまでの各章において既

に説明した。ここでは、よりミクロなレベルでの労働者個人の意識と、その地域間格差の

                                                   
83) 中国の労働市場と雇用システムの特徴と変容と分析した Yan and Piao (2015)では、1990 年代以降の中

国労働市場制度改革の過程で、社会単位の調整に属する転職可能性の保障、退職金制度などを含む間接賃

金所得の保障、社会単位の職業訓練と技能形成システムへのアクセスの保障、社会保険制度の構築の維持、

そして休暇制度などの仕組みによる就労と生活の両立の保障がないまま、企業単位の調整範囲の縮小と放

棄が進んだ結果として、労働市場の柔軟性と不安定性の拡大がもたらされたことを指摘している(pp.2–10)。 
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実態について考察する。 

 

5.3.2 データの概要 

 

表 5.2 アンケート調査対象労働者の属性（上段が東南沿海部、下段が延辺地域） 

年齢区分 ～24歳 25～34歳 35～49歳 50歳～ 小計 合計 

性別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女  

対象労働者数 

（人） 

2 11 25 25 16 11 1 3 44 50 94 

6 3 10 16 16 26 4 8 36 53 89 

大卒以上の割合 50% 36% 48% 32% 56% 36% 0% 67% 52% 36% 44% 

0% 33% 50% 38% 13% 23% 0% 50% 19% 32% 27% 

正規雇用の割合 50% 45% 28% 36% 56% 27% 0% 33% 39% 36% 37% 

0% 0% 30% 13% 38% 23% 50% 50% 31% 23% 26% 

勤続年数 

（～3年の割合） 

100% 83% 76% 76% 44% 36% 0% 0% 64% 66% 65% 

100% 100% 70% 63% 50% 35% 25% 50% 61% 49% 54% 

賃金水準（月 3,000

元以下の割合） 

50% 55% 28% 32% 0% 18% 0% 0% 18% 32% 26% 

83% 100% 60% 81% 63% 46% 50% 50% 64% 60% 62% 

出所：『労働市場における柔軟性と安全性の変化に関するアンケート調査』の結果に基づいて筆者作成。 

 

表 5.2 は、筆者らの研究グループが、2014 年度と 2015 年度におこなった、延辺地域と

東南沿海部地域（北京、青島、上海、広州、深圳）の製造業雇用者を対象におこなったア

ンケート調査（『労働市場における柔軟性と安全性の変化に関するアンケート調査』）の対

象者の基本的属性を示している84)。 

 全体的に、東南沿海部と周辺部の延辺地域の間の地域間格差は、明らかである。すなわ

                                                   
84) このアンケート調査では、製造業で働いている労働者を対象に、雇用、賃金、技能形成、社会保障、ワ

ーク・ライフバランス、および労働者の属性に関する合計 50 項目について回答を求めた。具体的に、労働

者の属性に関して 9 項目、すなわち、年齢、性別、学歴、職種、勤続年数、組合、家族構成、住居状況；

企業の属性に関して 5 項目、すなわち、企業立地、所有形態、事業所規模、産業分類、経営業績；雇用関

係に関して 6 項目、すなわち、現職以前の雇用形態、雇用契約の期間、延長可能性、雇用契約満足度、企

業内の部門間移動、転向に関する意志；賃金契約に関して 7 項目、すなわち、契約の有無、昇給基準、月

当たり賃金、ボーナスなどを含む年収、残業手当、退職金、賃金契約満足度；労働者の技能形成と職業訓

練に関して 8 項目、すなわち、現在の職務に関連する資格、資格を取得するための準備の有無、社会職業

訓練、社外職業訓練、資格取得のために休暇制度を利用した経験、資格の取得と賃金上昇、昇進、雇用契

約の延長との関係に関する意識；社会保障制度に関連して 6 項目、すなわち、加入状況、個人負担、給付

の受領実態、満足度、企業福祉、社会保障制度の将来に関する意識；そして就労と生活の両立に関連して

9 項目、すなわち、平均労働時間、平均残業時間、こともと遊ぶ時間、家事労働時間、専門知識を含め、

読書、学習に使う時間、自分の趣味のために費やす時間、家族との外食、子育てのための休暇制度の利用、

ワーク・ライフバランスの満足度について、定性的・定量的に把握するための質問項目を設計している。

そして、アンケート調査の方法は、労働者個人に直接手渡しで質問票を配布し、回収する形式で行った。 



95 

 

ち、雇用者の学歴水準、雇用形態、勤続年数、および賃金水準のすべてにおいて、延辺地

域の労働者は東南沿海部の労働者の水準を下回っている。さらに、若年層において、地域

間格差が大きく、若い労働の雇用・労働環境の劣化がみられる。このような地域間格差の

存在は、周辺部の延辺地域から高学歴の若年・壮年労働が、東南沿海部に向かって流出す

る大きな要因といえる。特に、賃金における格差が大きく、延辺地域の製造業で働く 6 割

以上の労働者の月収が一カ月 3,000 元未満であるのに対し、東南沿海部では 26%にとどま

っており、労働移出の契機を作り出している。 

その一方で、これだけの顕著な賃金格差は、企業の立地決定における費用因子として、

低賃金の労働を求めている企業には魅力的な労働因子として作用すると考えられる。さら

に、賃金格差の背景ともなっている学歴水準の地域間格差の中身を見てみると、若年層よ

りは高年齢層の方で格差が大きく、男性の方が女性より大きい。すなわち、若年層と女性

に関しては、延辺地域の労働者と東南沿海部の労働者の間に大きな違いがなく、高い賃金

を求めて域外に流出する可能性を高めている可能性がある。その結果、前節で言及した経

営者インタビューの中で、すべての経営者が、企業若年層雇用者の離職を阻止する工夫85)

を行っている、と答えていた。 

そして、表 5.3 は、周辺部延辺の地域労働市場に関する諸制度の実態を、東南沿海部のそ

れと比較する形で整理したものである。まず、雇用制度では、延辺地域の製造業で働く労

働者の多くは、雇用形態別にみると非正規雇用に属し、全体の 74%を占めている。しかし、

73%の労働者は雇用契約の延長可能性があると考えている。その一方で、東南沿海部地域の

製造業の雇用者全体に占める非正規雇用の割合は 63%であり、延辺地域より 10%ポイント

少ない。しかし、雇用者全体の約 69%だけが雇用契約の延長可能性があると答えており、

延辺地域より 5%ポイント少ない。 

一般的には、非正規雇用は雇用期間が短く、雇用の不安定性が高いと考えられるが、7 割

以上の労働者が雇用契約の延長可能性に前向きな意識を持っている。この結果は、1980 年

代半ば以降から進められてきた雇用制度改革に基づく終身雇用制度から契約雇用制度への

移行によるものであり、延辺の地域労働市場が他の地域より特段に不安定である、とは考

えられない。 

 そして、このような雇用期間の延長は、一般的には企業内の職業訓練システムの充実に

基づく企業特殊技能の養成と補完的である。すなわち、長期雇用を維持する上で、重要な

                                                   
85) 例えば、延辺高新科技工業園区に立地している食器洗浄機メーカーは、企業内のアットホームな雰囲気

づくり、定期的な昇進と責任委譲、企業内従業員の信頼と友情関係を促すための集団的取り組みの促進、

などの対策を講じて従業員の離職率を下げる努力を行っていた。 
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のは、企業内部での配置転換や職務変更の実施による多能工の養成である。しかし、延辺

の地域労働市場では、「過去 3 年間の間に企業内の部門間移動を経験したことがある」と答

えた労働者の割合は 29%でしかなく、東南沿海部の 46%に比べてもかなり少ない。 

このような企業内職業訓練の欠如は、延辺地域の製造業が必要とする技能水準がまだ低

く、企業側が長期的な視点から職業訓練関連の投資をおこなうインセンティブが小さいこ

とに由来する可能性がある。ただし、表 5.2 に示した雇用者の勤続年数の実態を併せて考え

ると、延辺地域の製造業労働者の勤続年数が、企業内の職業訓練制度が相対的に整備され

ている南沿海部より短く、長期雇用制度と職業訓練制度の間の制度的補完性は、ここでも

確認できる。 

 次に、賃金制度に関しては、延辺地域における労使の間の賃金契約の締結率は 57%であ

り、4 割以上の労働者は賃金契約を結んでいない。しかし、これは東南沿海部の賃金契約の

締結率である 38%よりは高く、延辺の地域労働市場の法制化は、他の地域よりは進んでい

ると判断される。その結果、昇給の基準にかんしても延辺地域の労働者が、東南沿海部の

労働者より賃金契約書に依拠している。また、中国労働市場において全体賃金決定の柔軟

化が進んでいるものの、やはり伝統的な賃金決定方式―会社規定に基づく昇給―が占める

割合が、両地域共に一番高く、個人業績に基づく昇給決定の割合は、両地域ともに約 2 割

に止まっている。そして、労使交渉に基づく昇給決定の割合は、延辺地域では 16%であり、

東南沿海部の 7%を大きく上回っている。 

 そして、残業代支払い制度をみると、延辺地域の労働者の約 8 割、東南沿海部の労働者

の 9 割以上が、残業代支払制度に与れていない。表 5.4 の両地域における残業を強いられて

いる労働者の割合と併せて考えると、両地域ともに多くの労働者が、残業代の支払いを受

けていない無償のサービス残業に従事していることがわかる。また、退職金制度に関して

は、延辺地域の方が 67%、東南沿海部地域では 48%の労働者が、その適用を受けており、

他の制度に比べると、比較的に整備されていると考えられる。 

職業訓練制度に関しては、前述の企業内部門間移動の有無とも関連して、延辺地域の方

が東南沿海部の企業内職業訓練への取り組みが少ない、という結果となっている。労働市

場の柔軟化が進み、企業内職業訓練の機会に恵まれない短期雇用の非正規労働者がますま

す増加している状態では、社会単位での職業訓練システム、熟練・技能形成のサポート体

制が必要であるが、両地域ともに、その取り組みが不足していることがわかる。すなわち、

資格取得への政府ないし企業の補助金を利用したことのある労働者の割合は、延辺地域で

は 30%、東南沿海部では 24%である。労働者の技能水準の向上や就職促進などを目指して、
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政府はさまざまな制度を設けているが、あまり活用されず、制度としての役割を十分に果

たしているとは言い難い。 

 

表 5.3 延辺地域と東南沿海地域における労働市場諸制度の充実度の比較 

労働市場制度 質問項目 延辺地域(86人) 東南沿海地域(94人) 

雇用制度 雇用契約の延長可能性あり 73% 69% 

企業内の部門間移動あり 29% 46% 

賃金制度 賃金契約書あり 57% 38% 

昇給基準 賃金契約書 24% 7% 

企業慣行 38% 65% 

個人業績 21% 20% 

労使交渉 16% 7% 

残業代支払い制度あり 24% 7% 

退職金制度あり 67% 48% 

職能資格制度 企業内職業訓練に参加した 52% 64% 

資格取得への補助金制度を利用 30% 24% 

社会保障 年金 79% 78% 

失業保険 56% 63% 

医療保険 91% 79% 

労災保険 56% 70% 

生育保険 48% 53% 

 

企業福祉 

充実 52% 15% 

あまり充実していない 31% 67% 

制度がない 16% 18% 

出所：表 5.2 と同じ。 

 

社会保障制度の整備においては、雇用者関連の五つの社会保険制度への加入率をみると、

政府が国家的調整に基づいて全地域、全産業、全企業への制度の適用を促進していること

により、両地域の間にはそれほどの違いはない。しかし、失業保険制度の加入率では、東

南沿海部の 63%に比べて、延辺地域では 56%と少なく、両地域の労働市場における流動性

の格差を示唆していると考えられる。また、医療保険制度では延辺地域の方が、東南沿海

部を顕著に上回っており、医療費が高騰し、所得に占める利用費負担の上昇が大きな問題

となっている中国において、延辺地域の労働者の負担の方が相対的に少ない、ということ

がわかる。 
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さらに、企業福祉に関しては、市場経済がより浸透されている東南沿海部地域では、大

幅に縮小されているが、延辺地域では依然として残されており、5 割以上の労働者が企業福

祉について「充実している」と答えている。計画経済システムから市場経済システムへの

転換に伴う現代企業制度の構築は、企業福祉から社会福祉への転換を促し、企業が国家に

代わって社会保障システムの機能を担っていた時代は終焉を迎えているが、周辺地域の地

域労働市場においては、依然として企業福祉の伝統が残されていることがわかる。 

表 5.2 と表 5.3 の周辺部延辺の地域労働市場の基本的特徴と諸制度の中身を概括すると、

労働者の属性として、技能水準が比較的低く、雇用期間は比較的短いが、雇用契約の延長

可能性に前向きな労働者の割合は高い。また、賃金水準は高いが、昇給基準、残業代支払

い、退職金などに関する制度の整備は進んでいる。そして、政府が積極的に進めている社

会保障制度の整備の恩恵を受けつつ、伝統的な企業福祉の恩恵を維持しており、東南沿海

部の労働者よりは有利な制度的環境を有しているといえる。 

これらの地域労働市場の実態が企業の立地決定に及ぼす影響をまとめると、賃金コスト

の低さは労働因子の中の労働費の節約につながるが、その他の熟練労働の利用可能性、労

働生産性などの因子においては、東南沿海部より優位性が低い。つまり、周辺部の延辺地

域の雇用・労働環境は、第 4 節で述べたような特殊な人材の賦存(複数言語のコマンド能力

をもつ朝鮮民族)と、周辺の地域労働市場が有する低賃金コスト、という優位を除けば、工

業立地を促しうる大きなメリットがあるとは考えられない。 

 

5.3.3 周辺部労働市場における雇用満足度の実態 

表 5.4 は、周辺部延辺の地域労働市場と中心部である東南沿海部の労働市場における雇用

形態別の労働者の雇用満足度（図 5.7）の実態を比較したものである。 

 まず、労働者の雇用満足度に関しては、雇用形態別、地域別の顕著な違いが観察される。

両地域ともに非正規雇用の雇用制度に対する満足度が正規雇用のそれより低く、近年の中

国労働市場における雇用柔軟化が労働者の雇用満足度を低下させていることは明らかであ

る。そして、東南沿海部に比べて、延辺地域の労働者の雇用制度に対する満足度は、正規

雇用の労働者が 19%、非正規雇用の労働者が 11%高く、周辺部の地域労働市場の雇用満足

度が中心部のそれよりも高いことが示された。 

中心部の東南沿海部の製造業で働く労働者の多くが、他の地域から移転してきた労働者

であるのに対し、延辺地域の製造業で働く労働者のほとんどが地元出身の労働者であるこ

との影響が大きい。しかし、転職意向に関するデータをみると、雇用制度に対する満足度
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の高い延辺地域の方が、正規雇用と非正規雇用両方において、東南沿海部より高い。この

ような雇用制度満足度と転職意向の関係から、周辺部の地域労働市場の脆弱さが垣間みえ

る。すなわち、より賃金が高く、機会の多い中心部への移動意欲に加えて、前章でも述べ

たような比較的に多くの人々が国内外（東南沿海部と韓国、日本、アメリカなど）へ出稼

ぎに行っている地域の特性が影響していると考えられる。 

 

表 5.4 延辺地域と東南沿海地域の雇用形態別労働者の雇用満足度の実態 

質問の趣旨 質問項目 
延辺地域  

(89 人) 

東南沿海地域  

(94 人) 

雇用満足度 

雇用形態 
正規職 

(24) 

非正規職

(65) 

正規職

(35) 

非正規職

(59) 

雇用制度に満足 88% 78% 69% 68% 

転職意向 75% 54% 49% 42% 

賃金満足度 
賃金額(月 3,000 元以上) 71% 9% 74% 31% 

満足度 83% 66% 54% 36% 

職業訓練・資格制度 

企業内職業訓練に参加した経験あり 83% 42% 63% 64% 

政府提供の資格取得訓練に参加した 

経験あり 
75% 31% 31% 41% 

社会保障制度＊ 

年金 77% 80% 80% 76% 

失業保険 59% 55% 60% 64% 

医療保険 100% 88% 86% 75% 

労災保険 59% 55% 69% 71% 

生育保険 45% 48% 60% 49% 

退職金制度 91% 58% 57% 42% 

ワーク・ライフ 

バランス 

労働時間(8h/日以上) 33% 20% 66% 68% 

残業時間なし 50% 43% 17% 17% 

家事労働時間(1h/日未満) 46% 48% 71% 58% 

学習時間(1h/日未満) 71% 66% 66% 80% 

満足状態 96% 74% 66% 51.0% 

注：＊延辺地域の社会保障制度に関しては、無回答項目がある調査票があったため、それを除いた総数 86

人（うち正規職 22 人、非正規職 64 人）の回答に基づいて計算している。 

出所：表 5.3 と同じ。 

 

そして、転職意向に関する雇用形態別の違いをみると、両地域にともに、正規雇用の方
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が非正規よりも転職意向が高い。このような雇用制度に対する満足度が高い正規雇用の方

が、非正規雇用よりも転職意向が高いことは、中国労働市場における雇用形態間の移動の

困難性と非正規雇用形態の硬直化の傾向に由来する。 

図 5.7 は、延辺地域と東南沿海地域で働く労働者の前職と現職の相関関係を表わしている。

両地域ともに、現在に正規雇用として雇用されている労働者の前職の雇用形態は、そのほ

とんどが正規雇用であり、非正規雇用から正規雇用への雇用形態の転換は少ないことは分

かる。すなわち、労働市場の柔軟化が進む中国の労働市場において、正規雇用から非正規

雇用へという下位への移動は多くみられるが、上位への移動は非常に少ない、という現実

が、非正規雇用の転職意向を阻害していると考えられる。さらに、多くの非正規雇用が、

企業内の職業訓練システムから疎外され、熟練・技能形成の可能性に恵まれていないこと

も、正規雇用に向けた積極的な転職を困難にし、非正規雇用の硬直化につながっていると

考えられる。 

 

図 5.7 現在の雇用形態と前職との関係 

 

出所：表 5.2 と同じ。 

  

 次に、賃金満足度に関しては、正規と非正規雇用の間に明らかな違い、すなわち、約 20%

の格差が表れている。これには、雇用形態別に著しく異なる賃金水準の影響が大きいと思

われる。特に、延辺地域の場合、月給 3,000 元以上の非正規労働者の割合は、正規雇用者

のそれの約八分の一程度である。この雇用形態別の格差は、東南沿海部の約二分の一に比

べると、あまりにも大きい。ただし、現在の賃金所得に対する満足度は、雇用形態を問わ

ず、延辺地域の方が東南沿海部のそれを、約 30%も上回っている。 

すなわち、延辺地域では、賃金水準は東南沿海部地域より低いが、満足度では上回って

いる、という結果となっている。先の雇用制度の満足度における地域間相違（延辺地域が
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東南沿海部より高い）と併せて考えると、賃金所得の満足度が、単に賃金額だけではなく、

雇用制度や労働市場状況、さらには生活環境などにも影響されていることがわかる。特に、

延辺地域と東南沿海地域の大都市における高い生活費用（家賃、飲食費など）の格差を考

慮すると、東南沿海部の生活コストの高さが労働者の賃金満足度の低下につながっている

と考えられる。 

そして、上記のような雇用と賃金にかかわる満足度は、職業訓練制度とも関連している

ようにみえる。延辺地域では、75%の正規雇用者が、政府が提供している職業訓練に参加し

ており、これは東南沿海部の 31%と大きな違いを示している。ただし、延辺地域の正規雇

用と非正規雇用の間の職業訓練に参加する機会には、大きな格差がある。政府が提供して

職業訓練への参加、企業内訓練への参加のいずれにおいても、約 2 倍の格差がある。その

一方で、東南沿海部では企業内職業訓練においては正規と非正規の間の違いはないが、政

府提供の職業訓練においては、非正規雇用の方が正規雇用よりも参加率が高い。これは、

労働市場の柔軟化を進め、また産業構造の高度化を推進している政府が、東南沿海部の出

稼ぎ労働者を対象にさまざまな再就職訓練制度を構築していることの影響が大きい。 

もともと労働市場の柔軟化に伴う非正規雇用の増加は、企業内職業訓練への参加が保障

されていない労働者の割合が拡大を意味する。すなわち、1980 年代までの国営・公営企業

が国民経済の大半を占めていた時代における終身雇用制度に基づく長期安定雇用慣行から、

契約雇用制度に基づく柔軟な雇用形態への移行は、政府主導の職業訓練をも含む社会単位

での職能資格システムの構築が必要である。今回のアンケート調査では、延辺地域と東南

沿海部の労働者の職業資格制度に対する意識と資格証書の所持状況に関しても調べている。 

 

図 5.8 職能資格の取得が賃金上昇と雇用契約の延長への影響 

 

出所：表 5.2 と同じ。 

  

64%

74%

65%

72%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

延辺地域 (89人) 東南沿海地域 (94人)

賃金上昇に有利

雇用延長に有利



102 

 

図 5.8 にまとめてある職業資格の取得に関する意識の調査結果をみると、両地域ともに、職

能資格取得の重要性に関する意識は高く、半分以上の人々が職業資格の取得が賃金上昇と

雇用延長に役立つと考えている。しかし、職業資格制度の重要性に関する意識の水準では、

東南沿海部の方(72~74%)が延辺地域(64~65%)より高い。この格差は、両地域間の資格取得

に関する意識、認知度の格差に由来すると考えられる。そして、延辺地域では、雇用延長

により大きく影響し、東南沿海部では賃金上昇により多く影響していると認識されている。

これは、東南沿海部の賃金決定における市場的調整の側面が、辺境地域の延辺より高いこ

とが影響していると考えられる。 

 そして、社会保障システムに関する満足度をみると、五つの社会保険への加入率は、正

規と非正規の間、延辺地域と東南沿海部地域の間には、明確な相違や格差がみられない。

強いて指摘すれば、全体的にはやはり東南沿海部の方が、延辺地域より加入率が高いが、

医療保険では延辺地域の方が、正規・非正規ともに東南沿海部地域より高い。これは、中

国の社会保障制度と戸籍制度の関係から説明できる。つまり、辺境地域である延辺地域の

就業者全体に占める地元戸籍の労働者の割合が高く、農村部からの出稼ぎ労働者も多い東

南沿海部では、外地労働者の割合が高いことが影響していると考えられる 

  

図 5.9 社会保険料支払いの負担に関して 

 

出所：表 5.2 と同じ。 

 

図 5.9 に示すとおり、社会保険料支払いの負担に関しては、急速に整備されつつある社会

保障制度改革が、それに相応した負担の増加をもたらしていることが示されている。両地

域の労働者が加入している社会保険の種類には少し違いがあるが、ともに約 8 割の労働者

が保険料支払いの負担を感じている。そして、東南沿海部地域の方が延辺地域よりも 5%ほ

ど高くなっており、負担が非常に重いと考えている労働者の割合も東南沿海部の方が延辺
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地域より 7%も高い。東南沿海部地域で働いている相対的に低賃金の非正規雇用の労働者に

とって、社会保険料の支払いが重い負担として圧し掛かっていることが伺える。 

そして、この社会保険料支払いの負担に関する意識は、社会保障制度の信頼度とも密接

に関わる。すなわち、延辺地域では 78%の労働者が、社会保障制度は将来に役立つと考え

ているが、東南沿海部では 70%に止まっており、これが社会保険料の支払いに関する負担

意識の地域間相違をもたらしている可能性も高い。また、退職後の生活保障の 1 つの重要

な制度として、退職金制度の適用を受けているか否かに関しても、地域別、雇用形態別の

格差が現れている。延辺地域では、約 9 割の正規雇用、約 6 割の非正規雇用が退職金制度

の適用を受けているが、東南沿海部はそれぞれ 6 割弱、4 割強となっており、著しい格差が

検出されている。ただし、雇用形態別の格差は、延辺の方が東南沿海部よりはるかに大き

い。 

 

図 5.10 社会保障制度に関する期待値 

 

出所：表 5.2 と同じ。 

 

 最後に、ワーク・ライフバランスの満足度では、延辺地域が、正規・非正規雇用ともに

東南沿海部より高い。一日当たりの労働時間、および残業時間は短く、自分の趣味や学習

に使う時間が確保されていることが影響しているようにみえる。ただし、家事労働時間は、

東南沿海部地域より短いが、これには朝鮮民族の集居地域である延辺地域の生活慣習や伝

統の影響があらわれていることが考えられる。雇用形態別のワーク・ライフバランスの相

違に関しては、両地域とも満足度においては大きな相違があった。その格差は、延辺地域

の方が東南沿海部よりも大きい。 
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する意識に分けて考察した。概括すると、延辺地域の労働者は、雇用形態、賃金水準、職

業訓練システムへのアクセス、社会保障システムへのアクセスなどの要素において、東南

沿海部地域優位性が低いが、雇用制度の満足度、賃金制度への満足度、および就労と家庭

生活の両立―ワーク・ライフバランス―に関する満足度では、東南沿海地域を上回ってい

る。 

 このような労働者の雇用満足度に関する意識、すなわち地元の労働市場で働く労働者の

雇用満足度が、外地で働く労働者の雇用満足度より高いことは、企業の立地決定にとって

はポジティブな条件と考えられる。すなわち、労働者の多くは、雇用が少し不安定であっ

たとしても、自分の生まれ故郷で就職し、少し低い水準ではあるが、賃金所得を得て、家

族と一緒に生活することで、より高い満足を得ていると考えられる。このような労働者意

識の実態を把握することは、企業立地に向けた安定的な労働供給の可能性を示すと同時に、

立地した企業の人的資源管理のために、明確な課題設定とその実施の方向を示すことが可

能となる。 

 

5.4 小括 

 

本章では、周辺部の延辺地域における工業立地にかかわる雇用・労働環境に関する定性

的、定量的分析を試みた。特に、地域労働市場の雇用条件と立地企業の労働因子の実態に

ついて、独自に入手した第 1 次データ、つまり、製造業の経営者に対するインタビューと

製造業の労働者に対するアンケート調査に基づいて解明した。本章の分析に基づく周辺部

地域労働市場の基本的特徴と、それが企業の立地行動に及ぼす影響は、主に以下のような 5

点にまとまられることができる。 

第 1 に、工業立地と労働因子に関する先行研究の分析から、賃金水準に基づく労働費の

重要性と併せて、熟練労働の利用可能性、および労働の技能水準に基づく労働生産性要因

も、企業の立地決定を左右する重要な労働因子であることを確認した。 

第 2 に、周辺部延辺の地域労働市場に関するマクロ分析では、2000 年代以降の工業立地

の増加に伴う労働需要の増加により、労働供給が限界に達しつつあり、さらなる低賃金労

働を供給し続けることは不可能である。その結果、既に立地している企業やこれらかの立

地を計画している企業にとっては、どのように労働を確保するかが大きな課題となってい

ることが明らかになった。 

第 3 に、周辺部の延辺地域の労働市場と中心部の東南沿海部の労働市場を比較すると、



105 

 

明らかな地域間格差が存在する。その格差は、製造業の生産額、企業数、就業者数だけで

はなく、賃金水準などにおいてもみられ、周辺部の雇用・労働環境は、中心部に比べて著

しく劣っている。ただし、2000 年代以降において、中心部の東南沿海地域における産業と

企業立地の集中に伴う地代、賃金などの立地費用の増加は、多くの工業企業が工場を中心

部から周辺部に移転する重要な要因となっている。 

第 4 に、周辺部の延辺地域における製造業雇用者の雇用満足度に関するアンケート調査

の結果によると、延辺地域の雇用の安定性、賃金水準、職業訓練システムのアクセス可能

性において、中心部の東南沿海部より優位性が低いにもかかわらず、雇用満足度の水準は、

東南沿海部より低くない。これは、延辺の地域労働市場における諸制度の整備水準が、東

南沿海部のそれを若干上回っていることと、生まれ故郷で就労していることに起因するワ

ーク・ライフバランスに対する満足度の高さの影響が大きい。 

第 5 に、本章の周辺部の延辺地域と中心部の東南沿海部における製造業の立地決定に影

響する労働条件と立地要因に関する比較分析の結果は、周辺地域の雇用・労働環境の整備、

とりわけ人材確保に向けた地方政府の積極的な取り組みの重要性を浮き彫りにしている。

すなわち、周辺地域の地方政府主導の職業訓練の提供、社会保障制度の充実などは、地域

労働市場の労働者の雇用満足度の現状に好影響を及ぼすことは明らかである。そして、こ

のような地方政府によるマクロ的雇用環境の整備が、より多くの企業の立地を促し、域内

雇用の増加と賃金水準の向上が、雇用形態別の格差の修正や雇用安定性に結びづく、とい

う企業立地と雇用の間の好循環の創出が望まれる。 
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第 6 章 周辺地域の工業立地と地域経済政策の展開と課題 

  ―地域経済のレジリエンスの視点から― 

 

 

 

これまでの各章の分析でも明らかになっているが、経済成長要因の賦存や産業発展の水

準において、中心部との格差が大きい周辺部地域における産業立地と経済成長は、中央政

府による周辺地域成長戦略や地方政府による地域活性化政策に大きく依存している。これ

は、財政、産業立地、雇用環境など、本研究の主な分析課題のすべての側面において共通

する特性であると考えられる。 

本章では、地域構造論の基本的枠組みを参考にしながら、中国における周辺部の地域経

済政策としての工業立地政策の展開を概括する。そして、域外経済への依存度を高めつつ

ある周辺地域経済のレジリエンス（強靭性）について、自然災害のリスクと域外依存（中

央政府の産業立地政策への依存）のリスクを中心に検討する。その際に、日本における産

業立地政策の経験を 1 つの参照基準としつつ、国際比較の視点から地域経済の外部からの

衝撃に対するレジリエンスの実態を分析し、地域主体の主導的な役割に基づく独自の経済

成長メカニズムの構築に向けた産業立地政策の課題について議論する。 

 

6.1 地域経済政策の基本的な枠組み 

 

6.1.1 地域経済政策の基本的な枠組み 

これまでの各章の分析でも明らかになっているが、中国における産業と地域の発展にお

ける大きな特徴の 1 つとして、政府による強い政策的な関与をあげることができる。1980

年代以降、政府は長期に渡って経済に強く介入し、経済の自由化と経済システムの転換を

押し進め、世界でも稀にみる急成長を成し遂げた。その一方で、中心部の沿海部地域と周

辺地域の間では、経済規模、所得水準、産業構造、産業の空間分布、産業集積など、さま

ざまな側面における地域間格差が顕在化し、地域政策の必要性がますます高まっている。 

一般的に、地域政策は、第 1 に、さまざまな地域の地域構造問題を解決し、個々の地域

の発展を課題とする地域政策、第 2 に、地域間の格差や分業のあり方などの諸地域間の関
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係のあり方を調整する地域政策、という 2 つの領域の政策から構成される86)。そして、地

域には、生産（供給）と消費（需要）を巡る経済問題だけではなく、教育、医療、福祉、

文化、交通、研究開発、雇用、廃棄物、環境など、さまざまな社会問題も存在し、地域政

策の内容も諸政策の間の相互関係（補完性とトレードオフ）を考慮した統合的な政策パッ

ケージとして実行されることが多い。また、地域政策は、雇用、所得、機会の地域間不均

衡の縮小（地域間格差の是正）を重要な目的に掲げ、高失業地域の救済や後進地域の開発

を取り上げていることから、社会政策的な性格も持っている。 

本研究では、空間経済学や産業立地論などの経済地理学的アプローチに基づいて、周辺

地域における産業立地と経済発展の可能性の究明を課題としていることから、地域政策を

経済的な地域問題の解決を課題とする経済政策の一部として捉え、その背景、内容、およ

び効果について主に経済学的な視点から論じている。すなわち、交通通信などのインフラ

整備、地域における既存産業の振興、新産業の育成と企業立地の促進、産業構造の高度化、

新産業の発展に資する労働を育成する職業訓練、地域経済の発展に関わる構造的問題の解

決による地域内の諸アクターが主導となる発展の可能性、などに関する地域経済政策を分

析の対象としている。 

このような地域経済政策の主な担い手は、国（中央政府）と地方自治体（地方政府）に

分けることができるが、両者の役割は国や地域によって異なるし、また時代によっても異

なるという空間的多様性と時間的可変性の性質を有する。松原(2006)は、日本の地域政策に

おける国レベルの政策と地方レベルの政策に分けて、地域経済政策の構造を提示している。

そして、国レベルの地域政策を、地域イノベーション政策 、地方行財政政策、特区等の地

域活性化政策、国土政策、産業立地政策に区分し、地方レベルの地域経済政策を、都道府

県における地域経済政策と市町村における地域経済政策に区分している（図 6.1）。 

冒頭の地域政策の領域と照らしてみると、地域の経済発展に関わるさまざまな政策の策

定と実施において、国は主に第 2 の領域の地域政策の担い手として、地方自治体は主に第 1

領域の地域政策の担い手となっている。すなわち、ある特定の地域に対して、国は主に地

域間の経済的不均等の是正、国土の均衡ある発展を目的とする地域経済政策を策定・実行

し、地方自治体は主に地域経済の構造的問題が誘発する経済成長の障壁を打破し、地域経

済を振興するための経済政策を、差別的・選択的におこなうのが一般的である。 

 

                                                   
86) その他に、より広義の地域政策として環境保全や景観保全、土地利用などに関する規制政策や、直接的

には地域政策に含まれていないが、地域にあり方や地域間の関係のあり方に配慮する視点の導入（政策統

合）などがある（中村 2011、p.215）。 
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図 6.1 地域経済政策の構造 

 

出所：松原(2006)に基づいて筆者作成。 

 

ここで、ある特定の地域に対して、差別的に、選択的に地域経済政策がおこなわれる背

景には、市場経済システムの下、市場メカニズムは地域均衡へと作用する側面と併せて、

地域経済の盛衰の固定化、過密と過疎、雇用・所得・機会の地域間不均衡を助長する側面

があるからである。すなわち、経済発展を市場の自由な競争にゆだねると、資本や労働な

どの生産要素は、国民経済の拠点地域から遠く離れた遠隔地や自然条件の厳しい条件不利

地域から、中心地域の大都市部へ移動し、産業は生産要素が集まる地域へ集積し、中心部

では集積が集積を呼ぶ成長メカニズムが形成される。 

その一方で、周辺部の条件不利地域では、生産要素の不足によって一部の企業が移転す

ると、地域内の産業連関効果がますます稀薄になり、経済の衰退が止まらなくなる。すな

わち、地域間不均衡は累積的に拡大していく87)。 

このような市場メカニズムの自動的な作用による周辺地域経済の衰退を食い止めるため

に、地域（特に周辺部の条件不利地域）レベルでは、既存産業の振興や企業誘致と新産業

の創出を通じた、地域的収穫逓増効果を生み出す地域経済システムの構築を課題とする地

域経済政策に取り組むこととなる。国のレベルでは、中央政府が持つ産業政策や財政金融

政策などの経済政策の権限を行使し、諸地域に固有の地域的構造問題の解決に取り組んで

                                                   
87) 中村(2011)、pp.216–218 を参照。 

地域経済政策

国レベル

地域イノベーション政策

地方行財政政策

特区等の地域経済活性化政策

国土利用政策

産業立地政策

地方レベル

都道府県における地域経済政策

市町村における地域経済政策
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いる地域レベルでの経済政策に介入する。 

そして、それぞれの地域における地域的構造問題の内容は、時代とともに変化していく

ことから、地域経済の中身や手法も常に変化する。かつては、経済要素の賦存における地

域間格差に由来する経済発展の地域間格差の解消が地域経済政策の中心的な課題であった

が、近年では、地域の自立や国際競争力の維持・強化が重要な課題となっている。特に、

近年における地域間格差の拡大に伴う社会経済的リスクの拡大や大型自然災害の多発に伴

う災害リスクの増加を背景に、従来の「一極集中型」の地域政策から、「多極分散型」地域

政策への転換が重視されるようになった。そして、政策手法としは、中心部から周辺部へ

の産業や諸機能の分散する政策が、地域経済政策の重要な柱となってきた88)。 

このような時代と共に変容する地域経済政策は、その手法の違いに基づいて企業誘致を

通じた外来型発展と地域資源を活かした内発的発展に分けることができ、その行使権限の

違いに基づいて、中央（国）レベルと地方レベルの地域政策に大きく分けられる（表 6.1）。

ここで、外来型発展とは、主に域外からの資金と（中央政府）政策に依存した地域発展戦

略であり、地域内諸アクター主導型発展とは、地域住民が主導する地域の文化・資源に根

ざした、当該地域政府が政策的に主導する地域発展戦略である。すなわち、地域がもつさ

まざまな資源の発掘・増殖を通じた地域経済の活性化と発展メカニズムを構築していくこ

とを内発的発展とみる。 

 

表 6.1 外来型発展と地域内諸アクター主導型発展の相違 

 外来型開発 地域内諸アクター主導型発展 

定義 「国策」や外来の資本に地域の運命が 

左右されるような開発方式 

地域に本拠をおく諸アクターが主導 

する地域発展 

計画 政府の開発計画 

（国家単位の経済発展） 

当該地域独自の計画 

（地域独自の発展） 

地域経済発展 地域経済の量的成長は期待できるが、

質的成長は期待できない。 

持続可能な地域経済発展と質的成長

が期待される。 

出所：各種資料に基づき筆者整理。 

 

地域内諸アクター主導型発展の一例として、地域経済政策における内発的発展の位置づ

                                                   
88) 松原(2006)、pp.273–288 を参照。 
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けに関して、光多(2008)は次のように概括している89)。第 1 に、内発的発展論をグローバル

レベルから国内レベルに置き換えてみると、国土政策の体系の中で、各地域が画一的、か

つ同じような地域政策を採るのではなく、地域の立地条件、立地要因を踏まえた地域政策

を採ることが必要となる。地域間格差は、同じ基準で異なる地域を比較することによって

発生する。各地域がそれぞれの地域経済政策の考え方をもつことは、地域間格差問題を解

消するための 1 つの道になりうる。 

第 2 に、国が示した政策目標にそのまま従うのではなく、それぞれの地域が地域の立地

条件に合った政策目標(framework)を設定することが必要となる。経済発展を目標とする地

域、生活重視の地域、自然重視の地域など、地域自らが政策目標を考え、設定することが

必要となる。そして第 3 に、地域の政策実現に向けた体制作りが重要となる。地方自治体

と住民・交流者が発想、実践、意識というさまざまなキーパーソンの役割を担いつつ一定

のハーモニーを形成して地域をよりよく発展させることが必要となる。 

 そして、地域開発論的アプローチから発展途上国や後進地域における内発的発展につい

て研究した宮本(1980)は、内発的発展とは、具体的にどのような政策をとるのかはまだ明ら

かでない、と指摘する。しかし、発展途上国や後進地域経済の自立のためには、これ（内

発的発展）以外の発展方式を選択する場合でも、まずは、いまの大都市に対する規制的な

改造と地方都市や農村の発展が重要な課題となるに違いないと強調する。その上でで、新

しい開発方式として、地域の企業・組合などの団体や個人が自発的な学習により計画を立

て、自主的な技術開発を基にして地域の環境を保全しつつ資源を合理的に利用し、その文

化に根ざした経済発展をしながら、地方自治体の手で住民福祉を向上させていくような地

域開発を内発的発展として定義した90)。 

また、植木(2000) は内発的発展について、すべての地域が、内発的発展を成しうるわけ

ではなく、都市の戦略的選択性は、歴史的・地理的・物質的制約の下で吟味しなければな

らない、と指摘する。すなわち、周辺部は地域の不均等発展問題が背景に存在しており、

資源や条件が不利な地域において地域の自律、自立による内発的発展の必要性が認識され

ていても、それを成し遂げるのは極めて困難である、と説く。そもそも条件が不利な地域

にとって地域間の資源の分配を考慮にいれずに内発的発展を強いることは、不均等発展の

構造的な問題から目を背けるだけでなく、地域の内発的発展の潜在的条件さえ奪いかねな

い危険性を持っている、と内発的発展に対する過度な期待に対して異論を提起した91)。 

                                                   
89) 光多(2008)、p.232 を参照。 
90) 宮本(1980)、p.163 と p.294 を参照。 
91) 植木(2000)、p.290 を参照。 
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その一方で、域外の資本や政策に過度に依存した地域経済発展の脆弱性も明瞭である。

それは大きくは国の経済発展戦略や成長体制としての輸出主導型成長の限界性92)からみる

ことができ、地域の経済発展における外来型発展政策の事例としては、日本の原子力発電

所（以下では、原発と呼ぶ）立地地域における経済発展政策を取り上げることができる。 

すなわち、条件不利地域に当たる周辺部地域では、経済資源の東京一極集中に伴う地域

間格差の拡大と、資本や人口の流出に伴う過疎と衰退を食い止めるための方策として、中

央政府が国策として進め、独占的な電力会社、大手の原発設備メーカー、スーパゼネコン

などが参加する「国策民営」の原発政策を支持し、原発立地を受け入れた。 そして、原

発立地に伴う原子力マネーの流入に、地域活性化の道を出したのだが、2011 年の福島第 1

原発の事故を契機に、福島県の原発立地自治体だけではなく、その他の原発立地地域にお

ける原発マネー依存型地域経済の脆弱性が改めて認識されるようになった93)。 

 

6.1.2 中国における地域経済政策の展開 

中国の地域経済政策は、日本の全国総合開発計画のような国土計画によって作られるの

ではなく、基本的 5 年ごとに策定されている中央政府の「国民経済と社会発展 5 カ年計画」

の中に反映されている。その計画の策定は、主に国務院に設置されている国家計画委員会

（1952 年に設置され、2003 年に国家発展委員会へと改組されている）が担当している。一

般に、計画の原案が作られてから、各地方政府との協議、調整をおこなった上で、日本の

国会にあたる全国人民代表大会で議決される、というプロセスを経て策定される94)。 

このように、中央集権の計画経済体制の色彩が強い中国の場合、中央政府が地域経済政

策の主導権を持っていることとなる。すなわち、地域経済政策の多くは、中央レベルのも

のであった。しかし、2000 年代の半ばから現在まで、中国の地域経済政策は新しい展開を

みせるようになっている。例えば、地域経済政策の対象地域が、沿海部・西部のような広

範な地域ではなく、省レベルの具体的な地域に限定され、それぞれの地域別の地域経済政

策が多く発案され、実行されている。 

                                                   
92) 輸出主導型成長は、しばしば為替レートの引き下げや賃金抑制などの政府の裁量的なコントロールに依

存しており、国内の労働生産性上昇の成果は国内の労働者に分配されず、海外に漏出する。さらに、輸出

相手国の貿易赤字を累積させ、場合によっては輸入国の産業空洞化を引き起こす可能性があり、貿易相手

国からの強い批判を受ける。さらに、輸出依存度の高い経済は、国際市場変動の影響も受けやすく、経済

の不安定性を拡大させるなどの限界がある。輸出主導型成長の基本的特徴とその限界性に関するさらに詳

しい議論は、厳(2011、pp.25–35)を参照されたい。 
93) 日本における原発立地の背景、原発立地に伴う原発マネーの流入実態、原発立地に伴う地域経済構造の

変化、および 2011 年の福島第 1 原発の事故が原発立地地域の経済に及ぼした影響などに関する詳しい議論

は、厳・朴(2012)を参照せよ。 
94) 張(2007)、pp.4–5 を参照。 
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すなわち、近年における中国の地域経済政策は、従来の中央政府が主導して画一的に作

成するのではなく、各地方政府の戦略策定部門（主に地方政府の発展改革委員会）が自ら

地域の経済発展戦略を制定し、中央政府のオーソライズの下で推進する、という新しい方

式に移行している。この地域主導の地域経済政策の策定は、中央政府の専門家の知識を借

りる場合もあるものの、地方政府が自主的に立案し、主導的な役割を果たしている。 

また、地域経済政策の目的も、「地域間格差の是正」から「地域発展モデルの形成」に変

化している。中国経済は、1980 年代以降の 30 年あまりの高度成長を経て、異なる地域に

それぞれ特有の市場要素が形成され、それに適合する発展戦略と政策を必要としている。

そして、地域経済政策の実施主体も中央政府から地方政府に移り、そのための資金は、主

に地方政府が調達している。すなわち、今日における新しい地域発展戦略の性格は、既存

のものと大きく異なっており、「地域特性重視」の地域経済政策に生まれ変わっている95)。 

このような中央主導の地域経済政策に基づく外来型発展モデルから脱却し、地方政府主

導の地域経済政策に基づく地域内諸アクター主導型発展への移行の事例として、「蘇南モデ

ル」の「浙江モデル」への回帰のことを挙げることができる。1980 年代以降、改革開放の

風に乗って、中国では、民営企業の急速な成長に基づく「浙江モデル」と「蘇南モデル」

が注目を浴びるようになった。しかし、近年では、政府主導型（外来型）の「蘇南モデル」

が行き詰まっているのに対し、地域内諸アクター主導型発展による「浙江モデル」が相変

わらず強い潜在力を示している。 

そして、中国の周辺部の 1 つである国境地域においても、市・県を中心に地方都市レベ

ルの地域政策が承認されている。国境地域における地域経済政策の策定と実施において、

中央と地方との間に協力関係はあるものの、双方の立場や利益所在の相違からさまざまな

矛盾もある。張・李(2012)は、地方と中央の利益調整における具体的矛盾を、主に四つの内

容にまとめている。第 1 に、経済発展を重視する地方と外交問題を重視する中央、第 2 に、

インフラ整備で国家支援を求める地方と地域間バランスを重視する中央、第 3 に、経済発

展の質より量を求める地方と産業構造の改善や国際連携の質を重視する中央、第 4 に、財

政収入の拡大・雇用の創出を重視する地方と環境保護を重視する中央、などの中央と地方

の方向性の違いが存在することを指摘した。 

また、国境付近の地域は、その地理的な位置により、対内的には他の地方政府と競争関

係にある一方、対外的には隣接国の地方政府と協力関係にあるという、国境以外の地域経

済発展とは大きく異なる経済的、政治的特性を持っている。本研究の主な実証分析の対象

                                                   
95) 中国における「地域特性重視」の地域政策の展開に関しては、穆・天野(2012)が詳しくまとめている。 
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地域である延辺地域は、まさにこのような地域特性を有する典型的な例である。すなわち、

中朝ロ三カ国の国境地域に位置し、また朝鮮半島の人々と同じ歴史的・文化的特性をもつ

朝鮮民族（中国少数民族の 1 つ）が集居し、近隣の諸外国と強い経済的つながりを持って

いる地域である。その結果、延辺の地域経済政策は、このような国境地域の特性を十分の

考慮し、またその経済地理的優位を存分に発揮しながら、中国国内の他の地域と、延辺の

周辺諸外国との経済交流の橋渡し役を果たせるような政策体系である必要がある。 

特に、外来型発展、すなわち全面的に国に頼るような地域発展戦略や地域経済政策の限

界性は、先にも言及したように、これまでの地域経済政策の歴史をみると明らかである。

例えば、日本や中国における公共事業など財政支出に頼るような地域発展政策が、地域経

済の量的な拡大はもたらしても、域内経済循環の形成に基づく質的成長には結び付かず、

結果的には持続不可能であることも明らかになっている。2008 年の世界金融危機に際して、

中国政府が実施した財政支出拡大型の景気浮揚策と経済発展政策が、全国各地における重

複、低効率投資の増加をもたらし、2012 年以降の経済成長率の低下につながっているのも

確かである96)。 

その一方で、社会主義市場経済システムの構築に伴う市場メカニズムの役割の重視は、

市場の自由競争が地域経済の盛衰に及ぼす影響を大きくし、中心部と周辺地域における過

密と過疎、および雇用・所得・機会における地域間不均衡を拡大させている。さらに、経

済発展における市場の自由な競争を促進する政策の下、資本や人口は周辺地域から中心部

の東南沿海地域に向けて移動し、中心地域における企業立地と産業集積がますます進み、

東南沿海地域と内陸地域との地域間格差は許容範囲を超えようとしている97)。特に、グロー

バル化に伴う国際間の垂直的な産業分業と企業内の国際分業が進み、「中心―周辺」構造は

一層強化され、企業の立地戦略に影響を受けるかたちで、周辺地域の産業構造や労働市場

の再編も進んでいる。 

これまでの各章の分析においても説明しているが、周辺部の国境地域としての延辺の経

済成長は、中央政府による国家経済と社会発展の五カ年計画に基づく国レベルでの産業政

策、財政政策、特区等の地域活性化政策、並びに地域間格差修正の経済政策に大きく依存

                                                   
96) 2008 年の世界金融危機の影響を受け、主な輸出先であるアメリカ、ヨーロッパ、そして東アジア諸経

済の停滞により、中国の輸出需要は大きく低下した。輸出需要の低下を補うべくおこなわれた大型財政投

資が景気を下支えし、2011 年までは投資主導で拡大を続けてきたが、2012 年以降では景気減速が明らか

になってきた（GDP 成長率は、2012 年と 2013 年は 7.8%、2014 年は 7.4%、2015 年は 6.9%）。 
97) 中国における中心部(東南沿海地域)と周辺部(内陸、辺境、国境地域)の間の地域間格差の拡大は、単に

国民経済発展のバランスの失調と後進地域の国民の不満を引き起こし、それによって経済全体の成長と社

会の安定に悪影響をもたらすことのみならず、国土の広い多民族国家であるが故に、周辺部に集居してい

る少数民族の中央政府に対する不満を拡大させ、国家秩序を揺るがす可能性もある（張 2008、p.134）。 
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していた。地方レベルでは、地域特殊な経済地理的要素を発掘しながら、中央の経済発展

政策を積極的に活用し、両者の最適な結合を図っているのが実情である。すなわち、地域

政府主導の地域経済政策の範囲も、効力は、依然として中央政府の地域経済政策の地域経

済発展への適用という枠組みに限定されたものである。 

そういう意味で、延辺地域は依然として条件不利の地域に属し、生産要素の中心部への

流出のリスクを抱えたままである。中央政府の地域経済政策の転換や地方政府の地域政策

の策定における自由性の拡大に伴って、一部の地域特殊な自然・人文条件、経済資源を有

効に活用しながら、地域の個性や優位性を活かした独自性の高い産業発展の事例もみられ

るが、国境地域経済の力強い成長には至っていないのが実態である。さらに、新しい産業

や企業の立地を促進するための地域産業政策も、その実効性を高めるためには、地域の産

業特性に相応しい地方レベルの政策手段を講じる必要がある。 

以上、周辺地域における地域経済政策に焦点を当てながら、一般的な地域経済政策と中

国の地域経済政策の内容と変化について、経済地理学的視点から整理した。特に、周辺部

地域における経済発展の外部依存的特質、すなわち、国レベルの地域経済政策やそれに基

づく外来経済要素―資本、産業、企業の移転―への依存が高い、という特徴を概括し、地

域特性重視の地域経済政策の必要性について、地域内諸アクター主導型発展の視点から議

論した。このような周辺部における外来型経済発展の限界性は、地域経済が内外部からの

さまざまなリスクへの耐性を考慮に入れるとより浮彫になる。 

以下の各節では、周辺地域の経済発展政策の中心となる工業立地政策を取り上げ、日本

と中国における工業立地政策の内容、変化、および将来展望に関して、自然災害と域外政

策依存リスクへの強靭性―レジリエンスの視点から考察する。 

 

6.2 周辺地域経済のレジリエンス 

 

近年、地域経済研究におけるレジリエンス(resilience) 98)の研究が着実に進み、レジリエ

ントな地域づくりが重要な政策課題となっている(Susan et al., 2010)。しかし、日本や中国

などの東アジア地域では、2008 年の四川大地震や 2011 年の東日本大震災の経験から、地

域経済と暮らしを破壊する各種のリスクのうち、主に巨大自然災害を中心にレジリエンス

が議論されている。その一方で、欧米では、自然災害はもちろんのこと、環境、政治、経

済などのさまざまな側面におけるリスク、例えば、グローバルな景気変動や金融危機など

                                                   
98) 英文の resilience に対する日本語の表記は、レジリエンス、リジリエンス、レジリアンスなどがある

が、本研究では引用以外のところでは、日本で一番広く使われているレジリエンスと表記する。 
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の経済リスクに対する地域経済のレジリエンスも議論されている。 

一般的に、レジリエンスとは、国、地域、コミュニティ、および家計が、生活水準を維

持、もしくは転換しながら、内外部からの衝撃やストレスがもたらす変化を管理・コント

ロールする能力99)、として定義することができる(DFID, 2011)。ここでいう衝撃やストレス

は、単に地震、津波、洪水のような自然災害に留まらず、環境・資源問題、少子高齢化、

過疎化と地域経済の停滞、財政金融危機など、さまざまなものが含まれている。少し敷衍

すると、ここでいう衝撃とは、巨大自然災害、経済危機、大型事故、疫病の伝染、テロの

発生など、「即座に、かつ目にみえるようなダメージをもたらす突発的で強力な事柄」を指

し、ストレスとは、少子高齢化、貧困と経済格差、インフラの劣化、地域の疲弊など、「緩

慢で、かつ目にみえにくいが、確実にダメージを蓄積させる慢性的な事柄」を指している。 

そして、Norris et al. (2008)では、内外部からの攪乱、ストレス、逆境への適応能力を強

調して、レジリエンスとは、撹乱後、機能と適応の正の軌道に向けての一連の適応能力を

結びつける過程100)、として定義した(p.129)。そして、レジリエンスを構成する要素として、

頑健性 (robustness)、冗長性 (redundancy)、迅速性 (rapidity)、および臨機応変能力

(resourcefulness)を挙げ、これらの要因がストレスに対する反作用として働くとき、危機の

影響を低減し、かつ危機から回復するレジリエンスが起こると指摘する。 

また、アルドリッチ(2012)では、自然災害の復興におけるコミュニティの役割に焦点を当

て、レジリエンスを自然災害後の地域復興の可能性、および速さを決める条件として分析

している。すなわち、レジリエンスの高い地域コミュニティの条件としてソーシャル・キ

ャピタル（社会関係資本）を取り上げ、地域社会に深く、かつ強く根付いている社会的ネ

ットワーク（家族、友人、団体、職場、行政による支援やサービスが利用できる環境）の

存在が、災害後の復旧・復興のコア・エンジンとなる、と指摘している101)。 

その他に、（発達）心理学では、レジリエンスをトラウマ、貧困などのリスクのために精

神保健上の問題を抱えた人が、困難で脅威のある状況にもかかわらず、うまく適応する過

程・能力・結果、として定義している。心理学におけるレジリエンスは、逆境に適応する

個人の能力(capacity)が個人の内在的特性に大きく依存していることから、それらの特性を

高めるためのエンパワーメントの志向を持つ。また、個人を取り巻く心理社会的環境の変

化の過程、逆境の文脈も考慮しつつ、変化に適応する過程・能力・結果が検討される(Masten 

                                                   
99) 英語による原文は、“Resilience is the ability of countries, communities and households to manage 

change, by maintaining or transforming living standards in the face of shocks or stresses”、である。 
100) 英語による原文は、“A process linking a set of adaptive capacities to a positive trajectory of 

functioning and adaptation after a disturbance”、である。 
101) アルドリッチ(2012)、pp.1–15 を参照。 
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et al., 1990)。 

このように、レジリエンスとは、一般的には危機に際しての耐性と迅速な回復能力を指

すが、その定義や評価指標、および分析の内容は、心理学、防災工学、経済学の分野によ

って異なる (Norris et al., 2008; Martin and Sunley, 2015 ; 藤井ほか 2012)。さらに、経

済学の中でも開発経済学、地域経済論、マクロ経済学、産業連関分析などの分野でそれぞ

れ異なる102)。特に、経済学の分野では、2008 年の世界金融危機とそれ以降における世界経

済の急激な停滞がもたらした外的ショックに対して、強靭な社会経済システムへの志向が

強まり、新自由主義や小さな政府への志向に対する修正の動きがみられた。すなわち、政

府による産業政策、地域政策、および社会政策における政府の役割の再評価がおこなわれ

ている103)。 

そして、地域経済のレジリエンス(regional economic resilience)の定義と分析対象、およ

び評価基準もさまざまであるが、地域の置かれた場所、時間的特殊性や地域発展の循環的

局面を考慮しながら、地域の持続的な発展を構想して、地域の競争力を高めるための地域

政策の必要性を強調している点では一致している104)。もともと、レジリエンスは強い地域

性を有し、地域政策によるレジリエンスの強化というのは、歴史・文化的、社会経済的、

および制度的経路依存性を持つ特定の地域に関する政策的な取り組みを指す。 

しかし、グローバル化の深化が、国境を越えたカネ、モノ、ヒトの移動をますます活発

にしたことから、地域経済のレジリエンスは、国境を越えた競争の脅威にさらされている。

すなわち、2008 年におけるアメリカのサブプライムローン危機が瞬く間に世界金融危機と

化し、その影響が世界の隅々まで波及していることに象徴されるような、グローバルな経

済的ショックの影響範囲の拡大は、地域経済のレジリエンスを弱体化させているといえる。 

そして、市場経済における競争力強化の視点では、地域経済のレジリエンスはしばしば

消極的に評価されがちだが、本来の地域の経済発展と産業立地政策においては、社会的包

摂され、環境の許容範囲で活動し、グローバル経済の進展にも対応しうる地域の能力とし

てのレジリエンスが重要な視点となる。また、外部からの衝撃に強い地域経済の構築のた

めには、地域内に大きな内需があり、景気循環に強い財の生産を拡大し、企業が不況に耐

えうる強い金融資源を持ち、迅速な政策的バックアップがあることが必要となる。 

このような経済のレジリエンスを高めるための経済政策として、Aiginger (2009)は、よ

                                                   
102) レジリエンスの概念や実証分析に関するさまざまな分野の研究成果に関しては、藤井ほか(2012)が詳

細に整理している。 
103) 藤井ほか(2012)、p.2 を参照。 
104) 代表的な研究として、Susan et al.,(2010)、Martin(2012)、Martin et al.,(2015)などが挙げられる。 
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りレジリエントな経済構造、経済成長の向上、より長期的な目標の強調、経済危機をもた

らす要因の回避、経済安定化に資する制度・インセンティブスキームの構築、という五つ

の側面に関する政策パッケージを取り上げ、それぞれの側面における具体的な戦略要素（合

計 23 項目）も提示している105)。さらに、それぞれの戦略に関して、経済成長を通じたコン

トロールの可能性、経済成長に対する効果、費用効果、および国内でコントロール可能か、

それとも国際的な事柄であるので一国レベルではコントロール不可能なのか、について詳

細に検討している。 

 そして、政策による経済のレジリエンスの強化は、よりミクロなレベルでの産業の成長

にとっても重要な意味を持つ。すなわち、産業レベルでは、技術の不連続、規制の変化、

地政学的衝撃、産業の脱垂直化・空洞化、消費選好の変化、非伝統的な競争相手の出現な

どによってある産業の成長が攪乱されるリスクに対して、政府による産業政策が衝撃を緩

和し、企業の倒産や失業の発生などを低減させる役割を果たせる。もちろん、ここでいう

産業政策による経済のレジリエンスの強化は、単に一度きりの危機に対応して景気回復を

促すための産業政策ではなく、地域のコア産業の成長を永久に損ねる可能性のある長期的

な趨勢を予見し、それに順応し、適応する能力を高めることを指す。 

 以上、社会経済システムが直面しうる内外的ショックやストレスに適応する能力として

のレジリエンスに関するさまざまな分野の先行研究を整理しながら、主に地域経済成長と

産業発展のレジリエンスと密接に関わる経済政策の重要性について確認した。次節では、

周辺地域の産業発展と経済成長の断絶をもたらす巨大な自然災害が起きた時に、地域の諸

主体が如何に対応しているかを分析することで、周辺地域の工業立地と産業発展のレジリ

エンスについて議論する。分析手法としては、経済の先進国であると同時に、課題先進国

でもある日本を 1 つの参照基準としつつ、比較研究の視点から中国の周辺部における産業

発展のレジリエンスを考察する。 

 

 

                                                   
105) 具体的に、第 1 の「よりレジリエントな経済構造」に関連して、産業構造の高度化、輸出先の多様化、

在庫確保とチャネルの多様化、自動安定装置（限界税率、失業給付）の引き上げ；第 2 の「経済成長の向

上」に関連して、研究開発・人材育成投資の強化、教育・訓練・技術革新・無形資産の向上に向けた政府

の税・予算体系、雇用・成長の同時達成；第 3 の「より長期な目標の強調」に関連して、人的資本､社会環

境活動の評価、起業支援、安定賃金政策、長期的価値の評価、所得再配分による消費の継続的安定化；第

4 の「経済危機をもたらす要因の回避」に関連して、国際的な規制の協調の活用による市場監視、研究開

発投資の補填、新規参入、独占企業の解消、自由競争の促進、投機的取引に対する課税強化、安定株主構

造化、地域分散；そして第 5 の「経済安定化に資する制度・インセンティブスキームの構築」に関して、

事前の財政余剰、即効性ある公共事業、持続性あるビジネスモデルの重点支援、失業抑制政策・積極的労

働市場政策、雇用維持・柔軟な雇用調整の評価、社会貢献活動の企業価値化；などの計 23 の戦略を提示し

ている（藤井ほか 2012、p.22）。 



119 

 

6.3 周辺地域における災害復興政策と経済のレジリエンス 

 

一国における工場の新規立地、およびその地域間分布は、雇用の創出、税収の増減、お

よび人口の流出入などのさまざまな側面から地域経済に影響をおよぼすことから、工業立

地政策は地域経済政策の重要な構成内容であった106)。したがって、大型自然災害のような

外的ショックの被害を受けた地域の経済復興においても、工場ないし企業が如何に迅速に

復旧・復興できるかが、被災地の雇用、経済発展、および社会安定の回復を促す重要な要

因の 1 つであると考えられる。 

特に、大型自然災害の場合、被災地の工業立地と産業発展の条件が大きく変容し、また

必要となる政策課題の中身も変化するので、従来の平時における政府の産業立地政策以外

のさまざまな緊急対策的な政策が講じられるのが一般的である。そして、国レベルであれ、

地方レベルであれ、復興に向けた立地政策を制定する過程では、災害による企業の被災状

況、被災地域における立地条件107)と立地要因、さらに新規工場の立地動向と変貌を十分に

把握した上で、適切な支援策を用意していく必要があると考えられる。 

しかし、レジリエンスの視点からみると、平時における企業立地と地域政策が、自然災

害のような外的ショックによる被害を最小限にとどめ、迅速に回復できるようなしなやか

地域経済構造を形成しているのであれば、被害は小さく、復興のスピードも速くなる、と

考えられる。ここでは、日本と中国の周辺部で発生した自然災害がもたらした被害と、災

害からの復興における工業立地を中心とする地域経済政策を分析することで、大型自然災

害のリスクに対する周辺地域経済のレジリエンスを考察する。 

具体的に、2011 年の東日本大震災と 2008 年の中国四川大地震108)という大型自然災害が

引き起こした、工業被害の実態、震災による立地条件と立地決定要因の変化、および工業

と経済復興に向けた支援策を比較検討する。工業立地に関係する諸政策は広い分野に及ん

でいるが、本章では、とりわけ大型自然災害からの工業復興に向けた各種支援政策（企業

誘致、産業基盤の整備、周辺地域社会の整備への支援）の内容と効果を分析し、それと周

                                                   
106) 戦後日本においては、過疎過密および地域間所得格差の変動などの地域経済の重要な問題のいずれも、

新規立地工場の地域間分布の影響を受けながら今日まで発展してきた(岳 2000)。そして、中国においても、

計画経済システムの下で地域間の公平性を重視する視点から、傾斜的な内陸地域発展政策が講じられ、沿

海部から内陸部への大規模な産業移転が推進されてきた（張 2007、p.5）。 
107) 立地条件とは、「立地主体に対して他の場所とは異なる影響を及ぼす、ある場所の持つ性質あるいは状

態」を指し、市場、用地、用水、原材料、労働力などの直接生産に関わる項目とともに、交通・通信施設

などのインフラの整備状況、自然環境、地域社会の特質など、多様多種な項目から構成される(西岡 1968)。 
108) 中国では、「汶川地震（ぶんせんじしん）」という名称を基本としているが、本章では、日本で一般的

使用されている「四川大地震」という名称を使う。四川大地震は、2008 年 5 月 12 日 14 時 28 分に発生し

た、四川省汶川県映秀鎮を震央とするマグニチュード 8.0 の大地震であった。 



120 

 

辺部経済のレジリエンスの関係について考察する。 

 

6.3.1 東日本大震災による工業被害と立地要因の変化 

日本の工業立地は、戦後から 1980 年代の後半までが成長期であった。バブル崩壊以降の

1990 年代では、海外立地が大きな流れとなり、日本国内における工業立地は優位性を失っ

ていった。2002 年における新規の工業立地件数は、844 件であり、1980 年代以来の最低記

録を更新した。そして、2004 年から徐々に回復に向かっていたが、2008 年以降のリーマン

ショック、世界同時不況、および円高の影響を受け、2010 年の日本国内の工場立地件数は

786 件となり、2002 年の最低記録を再び更新することとなった109)。東日本大震災は、こう

した厳しい経済環境の中で衰退が加速している周辺部の東北地域を直撃した。 

「千年に一度」とも言われる 3.11 の大地震と津波、およびそれによって引き起こされた

福島第 1 原子力発電所（以下、福島第 1 原発という）の事故は、東北の岩手、宮城、福島

の太平洋沿岸地域に甚大な被害をもたらした。これらの地域に立地していた企業の事業所

や工場が破壊され、生産設備の損壊や流出によって大きな被害を受けた。震災発生から 4

年以上が経過した今日に至るまで、東北地域ではさまざまな復興支援策が講じられてきた

が、復興の進展は緩慢で、被災地における震災前の有業者の 43%がいまだに離職や休職状

態にあるなど、東北地域の経済は依然として深刻な状況にある。 

特に、巨大地震に伴う大津波は、沿岸部に立地している港湾施設と産業施設の多くを破

壊した。震災以降、東日本の太平洋側にある主要港湾のうち、青森港を除いて、ほとんど

すべてが作業停止に追い込まれた。これらの港湾施設の破壊は、自動車と機械製造業など、

国内の他地域と海外との相互部品供給に大きく頼っていた東北地域産業のグローバルサプ

ライチェーンを断絶させ、東北被災地だけではなく、被災地以外の一部の製造業が被害を

受けることとなった。 

すなわち、日本および東北地域における工業立地政策、および産業配置は、自然災害の

リスクのみならず、世界的な経済変動のリスクへの耐性、つまりレジリエンスは低いと言

わざるを得ない。もともと、国と地域の経済、および産業のレジリエンスは、リスクが顕

在化し、社会経済システムや事業の全部、あるいは一部の機能が停止しても、全体として

の機能を速やかに回復できるしなやかな強靭さを保つことを意味する。そのためには、国

と地域の経済全体、もしくは個別企業の事業の空間的分散を必要とするが、後にさらに詳

しく説明するが、戦後日本の産業立地と経済成長におけるもっとも大きな特徴の 1 つが経

                                                   
109) 経済産業省(2011b)に基づく。 
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済資源の東海道メガロポリスやその延長としての太平洋ベルト地帯への政策的集中であっ

た。 

さらに、京大・NTT(2012)が指摘したように、災害・危機による経済活動の攪乱、事業

継続の断絶を避けるためには、産業と事業の自律分散協調によるしなやかな社会への移行

が求められていたが、1990 年代以降のグローバル化と輸出産業の成長促進過程において、

東京一極集中がますます進んでいた。また、空間経済学の視点から東日本大震災によって

露呈された日本経済の東京一極集中とサプライチェーンの脆弱性を明らかにした藤田

(2011)では、空間的にリスクを分散できるレジリエントなサプライチェーンシステムの構築

と、東京圏以外にも自立性を持った多様な地域が存在するレジリエントな多極連携型の国

土構造の再構築の必要性を説いている。 

東日本大震災による産業別の被害状況をみると、東北の被災地では、「通信機械・同関連

機械」、「電子計算機・同付属装置」、「電子部品」産業、特に電子計算機、電子部品関連産

業の被害が甚大であった。また、緊密なグローバルサプライチェーンに依存している日本

の自動車産業への影響もあり、震災直後に各自動車メーカーの東北地域に立地している工

場だけでなく、国内他地域や国外の一部の工場で操業停止や短縮に追い込まれた。そして、

東北以外では茨城県や千葉県など、「一般機械」、「産業用電気機器」、「その他電気機械」、「通

信機械」など、グローバルサプライチェーンを通じた部品調達に依存していた産業にも一

定の影響を与えた。 

さらに、東日本大震災では、福島第 1 原発事故に伴う電力需給逼迫、放射能汚染の懸念

による風評被害など、新たに取り組むべき課題も生じた。原発事故（それ以降の電力各社

の原発停止と海外からの化石燃料調達費用の増加）による電力コストの増加は、産業連関

を通じて産業横断的に生産コストの増加を招き、国内の一部の産業の国際競争力に悪影響

を与えた。また、日本の製造業は、「高品質・高性能」、「安全性」、「耐久性」という点で国

際的に高い評価を受け、その製品は「日本ブランド」として世界市場で認知されていたが、

震災とそれに伴う原発事故は、そのような「日本ブランド」の価値も大きく揺らがせた110)。 

すなわち、巨大地震と津波、および原発事故は、周辺部の被災地域における新規工場の

立地決定要因を大きく変化させた。表 6.2 は、「工場立地動向調査結果」、「新規工場立地計

                                                   
110) 震災以降、米国、英国、中国などにおける日本製品のブランド力に対する評価は、震災前と比較して

12%も低下したとされる。業種別に見ると、食料・飲料が 20%の低下で最も大きく、化粧品・トイレタリ

ーは 13%の低下、電子機器や自動車も評価が下がった。さらに、海外では、日本で生産される製品に対し

て放射能汚染を不安視する声が高まり、海外の顧客から、安全性に対する懸念が表明されることも多かっ

た。鉱工業製品については、輸出相手国の業者から、「汚染されていないという証明書がないと受け取れな

い」と拒否される事例が増え、事前に検査機関に放射性物資検査を依頼し、証明書を取得する時間と費用

が新たなコスト増をもたらした（経済産業省 2011a）。 
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画に関する動向調査」、および「企業立地事例調査」から、周辺部の東北地域における災害

以前の企業立地要因を整理したものである。日本経済のバブル絶頂期であった 1989・1990

年当時の東北地方への新設工場の立地地域選択理由の順位をみると、「労働の確保」が第 1

位であり、「県・市・町・村の助成・協力」が第 2 位で、以下「地元である」、「市場への輸

送の便」、「取引企業への近接性」が続いていた。 

そして、東日本大震災直前の 2009・2010 年当時の東北地域への新設工場の立地地域選択

理由では、「用地価格」、「既存近接」、「交通条件」、「優遇制度」などが上位を占めている。

1990 年と 2010 年の調査は、その選択肢において一部の変更があり、単純な比較はできな

いが、1990 年には、企業が東北地域への立地を決定するもっとも重要な要因が「労働の確

保」であったのに対して、2010 年には周辺地域の衰退に伴う土地価格の低下による「用地

価格」、過疎地における企業立地促進政策などの活用を目的とする「優遇制度」が重要な要

因となっていることがわかる。 

その一方で、東日本大震災後の「工場立地動向調査結果」および関連資料によると、「国・

地方自治体の助成」、「原材料となる資源の存在」、「復興特区の制度」などが、東北地域に

おける新規立地の決定要因の中でもっとも重要な要因として取り上げられている。既存の

労働供給、土地価格などの生産要素の重視から、震災復興に伴う国と地方自治体の産業立

地促進の優遇政策、規制緩和策が重要視されている。さらに、短期的な復興需要を取り込

むための建設資材の生産などをおこなう新規立地が増加しており、その短期性を窺わせる

ものとなっている。 

 

表 6.2 東北地域への新設工場の立地地域選択理由 

順位 (1989・1990)年 (2009・2010 年) 

1 労働の確保 用地価格 

2 県・市・町・村の助成・協力 既存近接 

3 地元である 交通条件 

4 市場への輸送の便 優遇制度 

5 取引企業への近接性 労働 

6 本社への近接性 用水 

7 経営者などの個人的つながり 産業集積 

8 原材料などの入手の便 リスク分散 

9 その他 その他 

10 他企業との共同立地 産学連携 

出所：（財）東北産業活性化センター(2008、p.63、図表 3-6)に基づいて筆者作成。 
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6.3.2 東日本大震災からの産業復興政策と工業の復旧・復興 

東日本大震災の被災地域である周辺部東北の中で、南東北の工業化は、1980 年代の東北

新幹線の開通や東北自動車道という立地条件の整備を機に、安価な労働という立地要因に

より首都圏などから多数の工業が、福島県・宮城県の全域や山形県南部・岩手県南部に進

出したことにより大きく進展した。特に、電子部品や半導体などの工場進出が多く、九州

の「シリコンアイランド」に対して、「シリコンロード」と呼ばれる工業集積地が、南東北

を中心に形成された。 

しかし、1990 年代以降、ものづくり産業のアジア諸国への工場移転によって、電子部品

や情報機械などの生産工場の閉鎖や縮小が相次いだ。近年では、これらに代わる産業とし

て、全国比では依然として小さいものの、自動車関連産業の工場立地が増加した。しかし、

2008 年のリーマンショックと 2011 年の東日本大震災によって、南東北の工業は大きな危

機に直面している。この厳しい現状を打破し、工業の復興を通じた東北被災地復興を目指

して、仮説工場・仮説店舗等の整備、復興特別区域法の制定、および産業集積の促進など

を内容とするさまざまな工業立地政策が講じられている。 

 第 1 に、仮設工場、仮設店舗等整備事業では、東日本大震災により甚大な被害を受けた

製造業の企業が、早期に事業を再開するための支援策として、中小企業基盤整備機構が仮

設工場、仮設店舗等を整備し、市町村を通じて原則無償で貸し出す事業を実施した。25 年

3 月末時点で、6 県 50 市町村において、522 箇所が竣工している（経済産業省 2013）。 

 第 2 に、被災地における復興を円滑かつ迅速に進めるために、「東日本大震災復興特別区

域法」が公布されている111）。特に注目されているのが、被災地の新規立地企業に対する 5

年間の法人税の実質的免除措置である。すなわち、2016 年 3 月末までに指定を受ける法人

は、指定日から 5 年間、各年度の所得を限度に再投資等準備金として積み立てた場合、そ

の積立金の損金算入が可能となり、法人税は免除される。しかし、5 年が過ぎた後は、準備

金を益金算入する必要があり、法人税の免除というよりは繰り延べとしての意味合いが強

いが、これまでの企業誘致を目的とした不均一税制、すなわち一部の企業に対する税制優

遇措置に比べて、優遇条件が大幅に拡大されている。政府は、この制度の投入を通じて、

大企業の新規法人設立による工場誘致や、地元の中小企業がグループで法人を設立するこ

となどを促したいと考えている（みずほ総合研究所 2012）。 

 第 3 に、地域の特性を活かした産業と企業誘致の促進に基づく産業集積に向けた復興戦

                                                   
111) 該法は、震災で被害を受けた 11 道県の 222 市町村を対象に、規制・手続き、土地利用再編、税制、

財政金融などの面で特例を設定したものである。具体的には、公営住宅の入居基準の緩和、津波避難建物

の容積率緩和、新規立地企業の法人税の実質ゼロ化などが盛り込まれている。 
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略が加速化されている。前節でも言及したように、2001 年以降における日本の産業立地政

策は、地域経済の自立と国際競争力のある新産業の創造、産業集積を柱にした立地促進政

策に重点が移されていた。このような国の成長戦略に基づいて、政府は東日本大震災の被

災地域における関連産業の集積に向けて、さまざまな支援策を強化している。例えば、福

島県における医療関連産業の集積加速化に向けて、医療機器メーカー等による研究開発・

実証・製造拠点の整備を支援する、福島県独自の新たな補助制度を創設している。 

このような復興支援策によって、震災直後に大きく落ち込んでいた岩手県、宮城県、福

島県の鉱工業生産は、2012 年には前年度の水準までに回復し、新規工場立地も増えてきた。

東北経済産業局が発表した『工場立地動向調査』(2012 年)によると、東北 6 県の新規工場

立地件数は、計 122 件であった。前年度の 91 件を上回り、3 年連続の増加となっている。

その内、福島、宮城、岩手３県で全体の約 8 割を占め、事業を再開した被災企業が牽引す

る形で、太陽光発電など再生可能エネルギーへの投資も活発であった112)。 

2012 年の岩手、宮城、福島 3 県における県別、業種別立地件数をみると、食料品の製造

業の新規立地がもっとも多い。その内、宮城県に 14 件、岩手県に 10 件、福島県に 4 件が

新規立地しており、宮城県における食料品の立地件数が東北食料品立地全体の 4 割以上を

占めていた。その次は、機械工業の立地件数が多く、被災地 3 県の機械工業の立地件数は、

福島県に 11 件、宮城県に 5 件、岩手県に 3 件であった。他に、金属製品業の新規立地が、

福島県に 10 件、宮城県に 4 件、岩手県に 1 件立地した（末吉 2012）。 

 

図 6.2  東日本大震災被災地域における工場立地件数の推移 (単位：件)

 

出所：（財）経済産業省・東北経済産業局(2012)に基づいて筆者作成。 

 

                                                   
112)『日本経済新聞』（2013 年 10 月 4 日、Web 刊）を参照。 
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図 6.2 に示すとおり、東北の岩手、宮城、福島 3 県の地域別立地件数の推移をみると、宮

城県は、2005 年から 2007 年におけて減少し、2007 年から 2009 年は少し増加したものの、

2009 年から東日本大震災が発生した 2011 年までに減少していた。しかし、2012 年では、

国と地方による復興政策の推進によって、少しながら増加に転じている。そして、岩手県

の工場立地件数は、2005 年から 2009 年におけては減少し、2009 年以降では増加傾向にあ

るが、2011 年以降における大きな変化はみられない。また、福島県における工場立地は、

2005 年から 2007 年におけて少し増加し、2007 年から 2009 年には半分以上に減少してい

た。しかし、2011 年からは、さまざまな復旧・復興政策の影響を受け、顕著に増加してい

る。 

 

6.3.3 中国の四川大地震による工業被害と立地要因の変化 

 2008 年に起きた四川大地震113)の被災地である四川省は、中国内陸部の中心地域として、

新中国成立以前より工業立地が比較的に多い地域であった。日中戦争の時代に、国民党が

臨時政府を南京から重慶114)に移していたのも、四川省が全国各省の中で人口が一番多く、

豊富な食料供給能力を有するうえ、一定水準の工業経済基盤が存在したことに由来する。 

しかし、1980 年代以降の改革開放と東南沿海部地域を中心とする輸出主導型経済成長時

代においては、内陸部である四川省の経済発展は相対的に遅れた。膨大な人口を有する四

川省から多くの出稼ぎ労働者が、故郷を離れ産業集積が進む東南沿海部へ移動した。そし

て、2000 年代に入ってからは、西部大開発戦略の中で重点開発地域と指定され、東南沿海

部の賃金コスト増を避けて内陸部に移転する輸出加工業の新規立地が増加し、経済は急速

に成長している。しかし、新規企業の立地は、産業発展の条件が比較的に整っていた成都

市や綿陽市などの都市部とその周辺に集中し、四川大地震の震源地と中心地である汶川県

や北川県など、従来からの条件不利地域の経済は停滞が続いていた115)。 

                                                   
113) 2008 年 5 月 12 日、四川省アバチワン族自治州（汶川県）を震源地とするマグニチュードは 8.0、最大

震度 11（日本の震度階級では 6 強~7 に当たる）の中国史上最大級の地震である。中国では「5.12 汶川大

地震」というが、日本では一般的に「四川大地震」として表記されているため、本文でも「四川大地震」

と記す。その被害状況を簡単にまとめると、地震による死者は 69,226 人、行方不明者は 17,923 人、負傷

者は 374,643 人、倒壊家屋が約 780 万戸、半壊家屋が約 2,400 万戸、という人類史上最大の地震被害の 1

つとなった。その直接被災総額は、約 9,000 億元（約 14 兆円）と推計され、日本の東日本大震災の直接な

被災総額（福島第一原発事故による被害額は計測不可能であるため、加算していない）の 17 兆円よりは小

さいが、日中両国の間の物価水準の違いを勘案すると、東日本大震災の被災額より遥かに大きい。震災は、

道路や橋梁などのインフラ施設に加え、学校、病院、企業の建物も甚大な被害を受け、もともと脆弱であ

った被災地（重大被災地域は中国西部地域の中山間地帯である）の社会経済基盤を完全に崩壊させた。 
114) 重慶市は、現在は直轄市となっているが、1997 年までは四川省の中で成都市に次ぐ二番目に大きな都

市であった。 
115) 朴(2014)、pp.230–232 を参照。 
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すなわち、四川大地震は、中国における 30 年以上続いた世界に稀にみる高度経済成長の

過程で、自然災害のリスクや域外経済変動のリスクに対するレジリエンスが低い周辺地域

を直撃したといえる。つまり、多くの青壮年労働は就労の機会を求めて東南沿海部へ移動

して出稼ぎ労働者となり、老人と子供たちが留守をしている村落、および地域経済のレジ

リエンスの低さは想像に難くない。また、2000 年代半ばからの東南沿海部の労働集約型産

業の内陸移転の受け皿となっているのは、省内の大都市であり、大都市の周辺地域では、

東南沿海部への労働流出に加えて、省内の大都市への流出も加わり、人口流出が止まらな

くなり、地域経済社会のレジリエンスを強化するための地域コミュニティの機能がますま

す弱体化した。 

中国の四川大地震による工業被害の状況をまとめると、以下のようになる。中国四川省

経済委員会の統計資料によると、2008 年 6 月 15 日まで、震災の被害を受けた製造業の企

業は 1.63 万社で、そのうち、大企業が 72 社、中小企業が 1.62 万社であった。工業におけ

る直接経済被害額は約 1,823 億人民元（約 2.5 兆円）で、建物の破損は、4,149 平方メート

ル、生産設備破損は 34.4 万台、商品と原材料の損害額は約 254 億元であった。もっとも被

害を受けた地域の被害状況をみると、徳陽市の工業被害がもっとも大きく、被災総額が約

309 億人民元で、被災された企業数は 4,118 社であった（表 6.3）。 

 

表 6.3 四川大地震による地域別の工業被害状況 (単位：社、億元) 

被災地域(市、州) 被災された企業数 財産損害額 被害総額 

成都市 4,352 85 66 

徳陽市 4,118 514 308 

綿陽市 2,410 158 178 

広元市 1,501 58 52 

アバ自治州 447 275 37 

出所：王(2010)などの資料に基づいて筆者作成。 

 

そして被害は主に、工場などの建物の破損と崩壊のよる生産設備、商品、原材料の破損、

および従業員の死亡などによる倒産、生産の停止によるものであった。特に、被災地域に

おける優位産業と重要企業の被害が大きく、北川など地震の被害が大きかった被災地域の

工業設備はほとんど破壊された。工業団地と小企業の操業設備も多くの被害を受けた。そ

のうち、川蘇都江堰科学技術産業団地、彭州工業開発区、什邡城南新区、綿竹剣南春工業

集中発展区域、江油工業団地、アバ工業団地など 14 カ所の工業団地における被害が大きか
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ったとされる。 

表 6.3 に示すとおり、四川大地震は四川省の工業に甚大な被害を与えたが、上記の中国全

体における経済発展戦略、および四川省が持つ戦略的・重点的な開発地域としての地位を

揺らがすまでには至っていない。すなわち、地震による四川省の工業立地環境が大きく変

化したわけではない。確かに一部の工業団地が大きな被害を被ったが、中心都市である成

都市とその周辺にある工業団地は、震源地と一定の距離があり、被害は小さかった。その

一方で、「国家主導の成長型復興メカニズム」116)の下、政府がさまざまな工業立地促進政策

を打ち出したことにより、その政策メリットを享受するための新規企業立地が増えた。 

一般的に大型自然災害は、被災地における産業基盤の崩壊や企業経営環境の悪化を通じ

て、新規企業立地を妨げるが、四川省の場合は異なる。とりわけ、復興による成長促進、

被災地の社会経済発展水準の大幅な引き上げ、さらには成長を強く意識した企業立地促進

政策により、新規企業立地の環境は改善した。その一方で、復興と成長の重要な条件とし

て、各地域に造成された新しい工業団地では、当初期待したとおりの新規企業立地がおこ

なわれておらず、工業団地の過剰状態に陥っていた。 

日本と同じく、国と地方政府による優遇政策と短期的な復興需要を取り組むための企業

立地は増えても、内陸山間地域が提供しうる経済発展のための原材料、労働、市場には限

りがあり、新規企業の立地に対する力強い、長期的な推進のためには、多くの課題が残さ

れていると考えられる。 

 

6.3.4 四川大地震からの産業復興政策と工業の復旧・復興 

中国の 2008 年四川大地震からの復興においては、国家主導の災害復旧と復興がおこなわ

れ、産業復興に関しても、「ペアリング支援」117)という形で、東南沿海部から被災地域に向

けた新規投資と工場移転の促進がおこなわれた。復興に向けた工業立地支援策として、ペ

アリング支援体制の下、東南沿海部の支援側が、被災地企業の早期復旧・復興に必要な資

金供給、人材派遣、技術・技能伝授をおこない、工業団地の造成を通じた長期的な連携を

目的とした企業立地促進がおこなわれた（表 6.4）。特に、工業建設用地が不足している県

や市は、管轄外の行政地域と共に工業パークを建設して、財政や税金を分けるなどの方式

                                                   
116) 厳(2014)、pp.171–175 を参照。 

117) ペアリング支援とは、中国における国家(中央政府と中国共産党)主導による復興戦略で

ある。すなわち、被災地の特定の自治体に、東南沿海部の特定の自治体を割り当て、一対

一の直接支援をおこなう仕組みである。すなわち、社会経済発展が先行している東南沿海

部の省（直轄市）が、その資金、人材、技術、および発展のノウハウを積極的に活用して、

発展が遅れていた被災地の県（市）の復旧と復興を支援する復興メカニズムである。 
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で、発展の成果を分かち合うような仕組みも導入された。 

これらの工業団地では、被災地固有の生産要素の優位を発揮すべく、現地の資源や労働

の知識・技能レベルに適した、労働集約型産業の立地を積極的に促す政策が講じられてい

る。とりわけ、東南沿海部における賃金上昇や産業構造の転換政策などにより競争力を失

った、労働集約型産業を戦略的に受け入れることが目指されている。その一方で、地質断

裂帯地域、河川沿岸地帯などの工業再建に適さない地域、とりわけ化学工業、冶金、小規

模水力発電産業を基幹産業としていた汶川県などでは、被災した産業の再建を行わず、代 

替産業を積極的に発展させた結果、2010 年の工業生産額は 42%も伸びた。 

 

表 6.4 中国四川大地震の工業復興に向けたペアリング支援（対口支援）一覧表 

支援地区(省・市) 被災県・市・地域 工業立地の支援・連携プロジェクト 

広東省 汶川県 広東・汶川工業団地 

山東省 北川県 北川・産業団地 

浙江省 青川県 広元青川―川浙合作工業団地 

江蘇省 綿竹市 江蘇工業団地 

遼寧省 安県 遼安工業団地 

河南省 江油市 河南工業団地 

福建省 彭州市 川閩工業団地 

山西省 茂県 山西・茂県工業団地 

湖南省 理県 湖南・下孟工業団地; 湖南・理県緑色経済集中団地 

黒竜江省 剣閣県 剣閣工業団地 

深圳市 甘粛省 深圳工業団地（甘粛省隴南市） 

天津市 陝西省 寧強県循環経済産業団地 

出所: 各種資料に基づいて筆者作成。 

 

中央と地方の企業立地促進政策では、被災地における工業パークや工業集中発展区の規

模や能力を発展させながら、特色ある産業パークの構築が図られた。特に、2009 年に策定

された「四川 7＋3 産業政策」118)では、現地の資源・環境条件および震災復興再建計画に適

                                                   
118) 2009 年 9 月 27 日、四川省政府は、四川省経済委員会が策定した「四川省工業『7＋3』産業マスター

プラン(2008～2020 年)」を公表した。同プランは、四川省の 2020 年までの経済発展のために重要な戦略

産業として、7 大重点産業―電子情報、設備製造、エネルギー・電力、石油ガス化学、鋼鉄、飲料・食品、

医薬品、および 3 大潜在力産業―航空、自動車、バイオテクノロジー・新材料産業の発展を力強く推進す

ることを決定した（日中経済協会 2010）。 
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合した優位産業の発展を優先的に支援することが示された。その効果は、大型機械基地化

を目指して政策的にサポートされた徳陽市が、全国の原子力発電設備関連製品生産の 60%、

火力発電設備関連製品生産の 30.0%を占めるほどに成長したことからも明らかである。ま

た、綿陽市では、「六大産業」（自動車、自動車部品、機械製造業、新材料業、化学工業、

食品加工業）が急成長し、2010 年の市全体の工業生産総額の 92%を占めるようになった。

さらに、広元県、雅安県、およびアバチワン族自治州の 3 つの地域の「7+3 産業」も急速

に発展し、当該地域の工業生産全体の伸び率を大きく上回るスピードで伸びている。 

被災地の経済は、国全体をあげた被災地支援と復興プロジェクトの推進によって急速に

回復に向かい、2009 年 6 月の時点において、四川省における被災工業企業の操業再開率は

98%に達し、2011 年 9 月時点で復興プロジェクトの 99% が完了した。図 6.3 に示すとお

り、震災以降における四川大地震の重災地域（もっとも被害が多かった地域）における工

業生産額の伸びは、震災発生の2008年に少し停滞したが、その後は増加傾向が続いている。 

 

図 6.3 中国四川大地震の重災地域における工業生産総額の推移 (単位：億元)      

 

注：成都市の工業生産規模が他の地域と大きく異なることから、わかりやすくするために、成都市の工業

生産額だけを右軸に示している。 

出所：四川省統計局『四川統計年鑑』(2013 年)に基づいて筆者作成。 

 

特に、省都である成都市の牽引的な役割が顕著であり、フォークスコン（鴻海）成都工

場（最終的に従業員総数 30 万人を計画）の誘致をはじめ、沿海地域から低賃金を求めて内

陸部に移転する電子・電気機械産業の大集積地となりつつある。昨今の世界的な成長停滞

の中でも、成都ハイテク産業開発区の 2012 年における総産出額は 2,230 億元で、四川省省
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内のインダストリアル・パークの発展を牽引している。現在、成都ハイテク産業開発区に

は、ハイテク産業の中小企業が 3,000 社、外資企業が 1,000 社、世界売上上位 500、および

国際優良企業 120 社以上が立地している119)。 

 

6.3.5 周辺地域における災害復興政策と経済のレジリエンス 

新しい工業企業の立地は、周辺地域における雇用機会の拡大、所得の上昇、研究・開発

機能の向上など、地域の経済発展に重要な意義をもつ。特に、自然災害によって工業立地

条件がさらに悪化し、周辺地域の被災地はますます条件不利地域になるリスクが高まる。

そのため、国と地方レベルでの災害復興政策は、災害によって破壊された社会経済インフ

ラの復旧をおこなうと同時に、被災地の工業立地条件の改善に政策的に取り組むことが復

興政策の重要な柱となる。 

日本と中国における災害復興における工業立地政策は、諸政策の背景と内容に一定の違

いがあるものの、初期段階における産業インフラの復旧、既存企業と産業の救済、および

周辺部の経済成長とそのための工業立地促進政策を打ち出す、などの側面では一致すると

ころが多い。特に、両国ともに大型自然災害の被災地が、産業立地と経済発展が遅れてい

た地域であったことから、中央政府の大型財政支援を通じて復旧を図り、立地支援政策を

通じて既存の不利な条件の改善を図り、それを被災地の災害復興につなげようとしている。 

しかし、その結果における共通点でもあるが、このような域外からの政策支援（中央政

府による政策措置）に基づく産業立地は、明らかな短期性の特徴を持つ。両国ともに、大

型財政支出による短期的な復興需要を取り込もうとする建設資材を生産する企業の立地が

目立ち、政府の特別措置による優遇制度の利用を目的とする企業の進出が多くあった。結

果的に、建設関連企業の立地は、中央政府の財政支援が終わり、復興需要が一巡すると撤

退し、復興のための一時的な優遇措置の期限が切れると、すぐに生産拠点を移す。厳(2012)

は、四川大地震から 3 年が過ぎた 2011 年時点で、四川省の被災地で造成された工業団地で

は、多くの企業が撤退し、空き地と空き工場が目立っていたことを指摘した120)。 

 日本の東日本大震災である東北の被災地と中国の四川省の山間部被災地の地域経済が、

その発展の経緯や実態から、大型自然災害の前からレジリエンスが低かった、ということ

は既に述べた。もともと、これらの条件不利地域における自然災害からの復興政策は、地

域経済のレジリエンスを強化し、周辺地域が独自の産業発展を遂げ、域内経済循環を形成

していく視点が欠落していたと考えられる。 

                                                   
119) 成都ハイテク産業開発区のホームページを参照。 
120) 厳(2012、pp.23–39)を参照。 
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 これまでに見てきたように、両国における災害復興政策は、周辺地域の地域性（歴史、

文化、産業、経済、および人文条件）に対する視点が不十分であった考えられる。すなわ

ち、災害復興政策による地域経済のレジリエンスの強化は、その地域の歴史・文化的、社

会経済的、および制度的経路依存性に基づく必要性があると考えられる。そして、復興政

策による経済のレジリエンスの強化は、よりミクロな視点から、産業、とりわけ工業立地

の促進においては、その地域特有の産業発展の条件に適応する産業の発展を促進すること

で衝撃を緩和し、企業の倒産や失業の発生が食い止められると考えられる。 

しかし、両国の災害復興政策における被災地である周辺部の産業発展の条件を逸脱した

工業立地政策は、新しい産業の立地を促進できないところか、限りのある資源の無駄を生

む可能性も高い。東北の被災地のほとんどの地域の東日本大震災からの復興ビジョンにお

いて、経済特区構想が盛り込まれ、多くの工業団地の造成が進んでいるが、中国の四川大

地震の被災地における工業団地の現状をみれば、その将来は自ずと予測することができる

のではなかろうか。 

このような自然災害に際して、特に災害復興の過程でみられる周辺地域の工業立地を中

心とする復興政策が地域経済のレジリエンスの強化に繋がっていない、という特徴は、日

本と中国における工業立地と産業発展政策の長い歴史の影響を受けている。次節では、そ

の歴史を振り返りながら、外来型発展の色彩の強い日本と中国の周辺地域における産業発

展と地域経済成長のレジリエンスについて議論する。 

 

6.4 周辺地域における工業立地政策と経済のレジリエンス 

 

6.4.1 日本における工業立地政策の展開 

経営者は、新規企業計画の策定、既存工場の再立地による改善、および工場の拡張など

を通じて企業の成長を図る際に、何よりも先に考えるのは、工場をどこに、どのような形

態で立地させるかである。この場合、経営者は、本来の目標である最大利潤獲得のために、

収益と費用を予測しながら、企業に最適な立地要因と立地条件を検討し、最終的な意思決

定をおこなうのが一般的である121)。 

このような、工業生産活動が営まれる場所、またはそのような場所の選択をおこなうこ

とを工業立地というが、経営者の工業立地選択を誘導し、それに影響を与えているのが、

工業立地政策である。工業立地政策も他の政策と同様に、個々の集団の力による政策形成

                                                   
121) 宮坂(1970)、p.13 を参照。 
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要素が、さまざまな過程を経て政治力を獲得し、現実に国あるいは公共団体の実践行為と

なって現われはじめて政策が展開される122)。 

資本主義の自由競争の時代では、新規参入の自由が前提であり、単独の工場の立地が主

要な問題とされてきた。しかし、現在のような少数の巨大寡占企業が市場を支配する現代

資本主義の時代においては、寡占企業間の立地の相互依存・競合関係を考慮し、しかも複

数企業・複数工場を対象とする、産業集積を念頭においた新たな立地論と立地政策が必要

となっている123)。戦後、日本における産業立地政策の変遷を概観すると、第 1 段階(終戦か

ら 1960 年代末まで)は、高度成長期にかけての重化学工業の基盤整備の時代であり、第 2

段階(1970 年代から 1990 年代半ばまで)は、工業再配置、最適な産業立地の推進時代であっ

た。そして、第 3 段階(1990 年代後半)は、産業空洞化の防止と新事業創出のための地域産

業政策の時代であり、続く第 4 段階(2000 年代以降)は、競争力強化とイノベーション創出

のための産業クラスター政策が推進される時代である。このような、日本の産業立地政策

変遷の時代区分に基づいて、工業立地政策の展開過程をまとめると、以下のとおりである。 

 

(1) 産業合理化と工業立地政策 (1950 年代) 

 

戦後日本における工業の本格的な立ち直りの契機となったのは、1950~1953 年の朝鮮戦

争であった。製鉄、製銅、石油、化学、機械などの重化学工業は、戦争特需による景気を

背景に、急速に設備を増強し、生産を拡大させた。この生産活動の活発化に伴い、老朽化

した生産設備や、道路、鉄道、港湾等の輸送施設の不備と不足が産業活動の大きな隘路と

して顕在化した。1952 年には「企業合理化促進法」が公布され、近代化に向けた設備投資

に対し、「特別償却法制」と「固定資産税の減免」が実施された。 

特に、経済基盤強化の四大重点産業に位置づけられた電力、海運、鉄鋼、石炭産業では、

活発な近代化投資がおこなわれた。そして、1955 年からはじまる高度経済成長期では、「経

済自立 5 カ年計画」(1955 年)の下、経済の自立と完全雇用の達成が目標に設定され、従来

の基幹産業だけではなく、合成繊維、合成樹脂、石油化学、機械工業などの新興産業が叢

生した。このような急速な産業発展と経済成長を支えたのが、政府の産業育成策による民

間投資の力強い促進と、積極的な海外先進技術の導入であった。 

 

 

                                                   
122) 佐藤(1963)、pp.1–2 を参照。 
123) 松原(2006)、p.50 を参照。 
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(2) 工業の地域分散化段階 (1960 年代～1970 年) 

1962 年には「全国総合開発計画」が策定され、全国各地に中規模、小規模の工業開発拠

点を整備することにより、過密都市、地域格差是正を図るとともに、農漁業などにも好影

響を及ぼしうる工業の発展が目指された。具体的には、政府主導で「新産業都市」や「工

業整備特別地域」を指定し、工業立地政策の推進を通じた経済開発の加速を図った。そし

て、1960 年代の後半には、重化学工業を中心とした輸出増加、第 2 次耐久消費財ブーム、

さらに民間企業設備投資などが相対的にバランスの取れた形で増大したことにより、日本

の製造業を中心とした産業発展の基盤が整備された。 

 

(3) 工業再配置、テクノポリス、頭脳立地など最適な産業立地推進の時代 (1970 年~1990

年代半ば) 

1971 年には「農村地域工業導入促進法（農工法）」が制定され、国土全体を範囲とする工

業立地の促進政策が講じられた124)。1970 年代後半から 1980 年代にかけて顕著になった産

業構造の変化に対応し、新しいタイプの地域開発を目指しつつ、国土政策として一貫して

目標にあげられていた地域格差是正を目指したのが、テクノポリス政策であった125)。しか

し、テクノポリス構想は、当時工業再配置政策の施行が一段落した通産省の産業立地政策

部局において、新政策として発案され、地域に軸足を移した工業立地、地域振興を図ろう

とする嚆矢となったものであり、その必要性や効果に関する検討は不十分であった。 

 

(4) 産業空洞化の防止と新事業創出のための地域産業政策の時代 (1990 年代後半) 

1990 年代になるとバブルの崩壊により国内経済は長期低迷期に突入した。一方、グロー

バル化や IT 化の進展によって、日本企業の高コスト構造が強く意識され、規制緩和に基づ

く経済構造改革を通じて、企業がより活動しやすい環境を整備することが産業立地政策の

重要な課題に設定された。90 年代には、生産コストの削減を目指した生産拠点の海外移転

が急増し、いわゆる産業空洞化の懸念が高まり、大都市でも地域経済の疲弊が意識される

ようになった。その結果、90 年代後半からは、日本の各地域が有する既存の地域資源を活

                                                   
124) しかし、後の産業立地研究会(1997)がまとめたとおり、「通産省は、農工法による一村一工場的な工業

団地整備では、加工組立型業種の立地の受け皿として不十分であるとの認識から独自の構想を模索してお

り、アメリカのインダストラルパークをモデルとした、都市機能を含めた工業団地開発の推進をあげ、25

万都市構想として取りまとめた」とされる。 
125) テクノポリス政策とは、1983 年の「高度技術工業集積地域開発促進法」の制定とそれによる「テクノ

ポリス」の計画を指し、先端技術産業（生産機能・研究開発機能）の地方への分散を促進させ、外来産業

型開発による地方都市の新興、既存大都市の過密の解消の手段と目された。テクノポリス構想は、地域を

指定して税制の恩典などのインセンティブを付与することにより、ハイテク産業の集積を目指したもので

あった。 
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用した競争力強化を通じて地域活性化を図ることにより、日本経済全体に貢献することが

求められた。 

 

(5) 競争力強化とイノベーション創出のための産業クラスター政策 (2001 年以降) 

21 世紀に入ってからは、グローバル化、少子高齢化、財政危機など、日本の社会経済構

造が大きく変化するなかで、産業立地政策はその効果が疑問視され、企業立地行動に対す

る市場的調整の役割を強化する考えが主流となった。2001 年には、「新産業都市建設促進法」

および「工業整備特別地域整備法」が、2002 年には「工場等制限法」が廃止になった。2005

年には、「中小企業新事業活動促進法」の中に、従来の「テクノポリ法」や「頭脳立地法」

を含んだ「新事業創出促進法」が統合され、2006 年には、「工業再配置促進法」が廃止にな

った。産業立地政策の誘導による工業の地方分散政策から、地域経済の自立と国際競争力

のある新産業の創造、産業集積を柱にした政策に重点が移されるようになった126)。  

以上の日本における工業立地政策の変遷から容易にわかるように、日本の産業発展は中

央政府による政策的な取り組みに強く依存してきた。国家の地域開発と経済成長戦略に強

く規定され、地域の諸アクターが産業立地政策の形成過程に主導的参加は限定的なものと

なり、国策への協力もしくは被動的な実施主体としての役割が付与されてきたといえる。

その結果、地域の産業発展、とりわけ工業立地は、地域の文化、資源などの独自性に根ざ

し、域内経済循環を形成するという内発的な発展の理念に基づく地域経済の発展につなが

らなかった。それによって、経済資源の東京一極集中と地域間格差の拡大、資本や人口の

流出に伴う周辺部の過疎と衰退はますます進んだ。 

 

6.4.2 中国における工業立地政策の展開 

その一方で、中国では 1990 年代以降、工業化が急速に進み、約 20 年の間に経済規模は

6 倍に拡大し、「世界の工場」と呼ばれるようになった。中国における工業開発にかかわる

地域政策の動向は、大きく 2 つの時期に区分される。すなわち、1949 年中華人民共和局成

立後の中央政府統一管理下における経済建設の段階と、1978 年 12 月の中国共産党第 11 期

3 回中央委員会全体会議三中全会以降の地方分権と市場メカニズムの導入による、改革開放

政策下での経済建設段階である127)。中国における工業立地政策の展開過程を簡単にまとめ

ると、以下のとおりである。 

 

                                                   
126) 松原(2012)、pp.172–176 を参照。 
127) 竹内(1997)、pp.1–6 を参照。 
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(1) 均衡分布と重工業優先政策 

中国の工業生産は、1952 年になってようやく建国前の水準に回復し、本格的な工業立地

政策が展開されたのは、第 1 次 5 カ年計画(1953～57 年)が実施されてからである。この時

期の地域開発政策は、ソ連型社会主義建設を唯一のモデルとして展開されていた。その特

徴は、第 1 に、中央集権的な部門別縦割管理体制を確立し、国家計画の下で均衡の取れた

国土利用が目指されたことであり、第 2 は、重工業優先が強く打ち出されたことである。

この時期の重点投資対象となったのは、基幹産業である鉄鋼業と軍需産業部門であった。

重工業建設の特徴は、包頭・武漢・太原の 3 大鉄鋼コンビナート建設に代表されるような、

原料地立地を指向しながらも、地域総合開発の核として金属工業、機械工業、およびエネ

ルギー産業等周辺関連産業の育成も同時に積極的に推進されたことである。 

このような分散型工業配置と重工業優先という中国の工業立地政策の特徴は、情勢の変

化により、多少の変更が加えられたものの、それ以降の改革開放政策が決定される 1978 年

までの産業立地政策の基本理念として維持された。しかしながら、第 1 次 5 カ年計画の末

期になると極端の中央集権的な地域政策により、予定した工業基地建設が思うように進ま

ず、工業生産の停滞が顕著になった。その結果を受けて、第 2 次 5 カ年計画(1958～62 年)

では、重工業優先という方針を堅持しながらも軽工業との調和を図り、中央と地方、大規

模工場と小規模工場の同時的発展を目指す工業立地政策が立案された。 

しかし、均衡ある国土開発と産業構造の確立を目指して取り組んだ第 2次 5カ年計画は、

生産効率の低さと地方分権体制による地方政府の財政的限界や企業の管理・運営の混乱に

より、計画期間における工業生産の伸び率はわずか 2%未満にとどまった。そして、1960

年に表面化した中ソ戦争気運の高まりにより、中国を取り巻く国際政治情勢は緊迫してい

た。こうした情勢の変化に対応して中国政府は、戦争に備えて沿海地域と大都市に集中し

ていた工業施設を、一刻も早く内陸部へ分散・移転するべきであると考え、東部沿海地域

が攻撃されたとしても、持久戦により戦うことを可能にする後方基地建設が目指された。 

 

(2) 改革開放政策の進展と工業配置 (1980 年代) 

 1978 年 12 月の三中全会において議決された「4 つの近代化」（工業、農業、国防、およ

び科学技術の近代化）を目指した経済改革と対外開放路線は、中国における工業立地政策

の大転換をもたらした。例えば、広東省の深圳、珠海、汕頭、および福建省の廈門を「経

済特区」に指定し、製造業を中心に広く世界から企業を誘致し、資本、技術、および管理

ノウハウを吸収することを通じた、輸出志向型産業の育成が図られた。そのために、財政、
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外貨管理、および投資等において、経済特区にはほかの地域にはない、さまざまな優遇措

置や自主権が与えられ、短期間で著しい発展を遂げた。そして、経済特区の成功例を参考

にしつつ、1984 年には、遼寧省の大連、山東省の青島などの 14 都市が、「沿海開放都市」

に指定され、対外開放政策は点から線への拡張を達成した。 

 

(3) 改革開放の全国的展開による工業立地政策 (1990 年代) 

1990 年代に入ってからも中国政府は、外国資本の積極的な導入に基づく沿海地域開発戦

略の基本的方向性を堅持した。1990 年には「上海浦東地区開発計画」(4 月)が発表され、同

年 9 月には中国で初の事例となる上海保税区128)が設置された。そして、上海市と広東省の

全面開放を起点として、長江と珠江の上流に遡りながら沿岸諸都市を漸次的に外資へ開放

していくという、「沿岸開放都市」の指定が進み、中国の対外開放戦略は、前記の点・線か

ら面へと拡大していた。 

東北地方の沿岸地域開発の最前線である大連市も、1984 年の沿海開放都市指定以来、日

本企業との連携を深めることにより急速な発展を遂げた。とりわけ、1991 年 11 月に調印

された日中合弁開発会社によって作られた大連工業団地は、日本企業誘致のための工業団

地であった。2003 年の中国共産党第 16 回大会では、東北地域などの「旧工業基地」の再

開発が決定され、東北地域工業振興と西部開発を、今後の中国における社会経済発展にお

ける 2 つの重大な戦略と決定した。それによって、多くの外国資本を利用して東北、西北

地域の重工業を振興し、地域間格差を修正し、バランスを取りながら経済成長を加速させ

ることを目指された129)。 

 

(4) 情報・技術産業化を強化する工業立地政策 (2000 年代) 

 2001 年の WTO 加盟以降、中国経済の発展、とりわけ外貨基準高の増加や一部の国内企

業の急成長に伴い、2002 年 11 月に開かれた第 16 回中国共産党大会では、「走出去」（海外

進出）戦略が提唱され、「比較優位のあるさまざまな所有制の企業が海外に投資し、実力の

ある多国籍企業と有名ブランドを作り上げることを奨励する」という目標が新たに設定さ

れた。2006 年 2 月には、中国国務院が『国家中長期科学と技術発展規劃綱要』（以下「規

劃綱要」）を公布した。この『規劃綱要』は、中国経済が「自主創新」能力の強化を目指し

                                                   
128) 保税区とは、外国から輸入する貨物について一時的に関税を保留することができる特権を賦与された

地域をいう。そこでは海外からの輸入原材料や部品を使って生産した完成品を輸出する際には、輸入品に

対する関税は徴収しないことから、多くの輸出品を生産する工業企業が立地した。 
129) 朴・藤本(2013)、pp.38 を参照。 
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た、今後 15 年の科学と技術発展を促すための戦略計画であると言われている。 

そして、同じ産業に属する企業の大量立地による産業クラスターの発展においては、発

展戦略の重点を労働集約型の輸出製造業クラスターから、ハイテク産業や環境産業クラス

ターにシフトすることを訴え、経済発展のスピードよりもその質的向上を重視する姿勢を

明確にしている。 

以上の中国における近代的な産業発展と工業立地政策の展開は、経済成長を強く意識す

る中央政府による、国際経済情勢と国内社会経済構造の変容への柔軟な対応の結果である

と考えられる。そして、このような国際経済情勢や国内経済発展段階に合わせて中央政府

が推進してきた産業立地政策は、市場競争主体である企業の経営戦略や立地決定に重要な

影響を及ぼす重要な要因となった。それは単に、外資優遇政策の恩恵の大きく受ける外資

系企業の立地のみならず、国有企業と民営企業の政策的な立地行動を規定したと考えられ

る。そして、地域の経済発展も中央政府による開発戦略に基づく工業立地政策への依存度

を高め、各地域の立地条件の変化がもたらされていることから、地域の自主的な発展能力

や地域独自の産業立地政策の推進の可能性は低下した。 

 

6.4.3 周辺地域における工業立地政策と経済のレジリエンス 

以上概括したように、日本と中国における産業立地政策は、各々の経済システムを取り

巻く国際的・国内的環境の変化に柔軟に対応して、中央政府が打ち出す経済成長と地域開

発政策の変化に強く依存している点では共通する。その一方で、日本では産業政策と企業

立地促進政策が、民間企業の主体的な役割を側面から誘導する役割を果たしているのに対

し、中国では現在もなお、政府の強い指導と許認可権限に基づく直接的・間接的関与がみ

られている点では、大きく異なる。ただし、このような政府が完全にコントロールできる

企業の立地決定は、国有企業130)の割合が徐々に減少するに伴い、中国における工業立地政

策の手法も許認可から政策的誘導へ変化しつつある。 

このような依然として国家の成長戦略と中央政府の政策的な推進に大きく規定されてい

る日本と中国の地域経済発展のレジリエンスは高いとは言えない。すなわち、地域経済の

発展は、地域固有の経済資源に基づく独自の立地条件の利用を目的とする企業や産業の立

地と成長に依存するが、中央政府による国土利用や産業発展政策は、地域独自の立地条件

の形成を妨げる可能性が高い。その事例としては、日本では前節で言及した東北被災地の

復興政策における経済特区構想を取り上げることができ、中国では全国各地に作られた高

                                                   
130) 国有企業の中には、中央政府や地方政府が発行済み株式の半数以上を保有している株式会社も含まれ

ている。 
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新技術開発区を取り上げることができる。周辺地域の経済発展水準や立地条件を超えた産

業立地政策の有効性は低いと言わざるを得ず、その結果もおのずと予測可能性である。 

そして、地域独自の比較優位から逸脱した企業立地は、今日のような経済のグローバル

化に伴う熾烈な競争の時代において、さらに技術の発展に伴う産業構造の変化が速い時代

において、外部経済の変動リスクに耐えうるレジリエンスを持てない。その結果、経営者

にとっては、企業立地失敗のリスクが高まり、地域経済にとっては経済成長失速のリスク

が高まる。さらに、地域独自の比較優位と地方政府主導の工業立地政策ではなく、中央政

府（域外）の政策によって促進された地域経済は、自然災害や経済変動による危機から回

復する能力も低い。 

その一方で、政府による産業政策、ないし工業立地政策の導入と遂行は、急激な技術革

新、国内外における規制の変化、地政学的衝撃、産業の空洞化、消費選好の変化、競争の

激化などがもたらす経済成長の攪乱リスクに対しては、一時的ではあるが、衝撃を緩和し、

企業の倒産や失業の発生を低減させる役割を果たす。ただし、ここでいう産業政策による

経済レジリエンスの強化は、単に一度きりの危機に対応して景気回復を促すための景気対

策を指すのではない。地域経済を取り巻く内・外部の攪乱要因を正確に把握し、地域の中

心産業の成長を構造的なリスクに落とし入れる可能性のある長期的な趨勢を予見し、それ

に順応し、適応する能力を高めるための政策が必要となる。 

 本研究の重要な分析対象地域となっている周辺部の国境地帯に位置する延辺地域の経済

は、上記のような中央政府による辺境地域発展戦略や優遇政策、および域外の資本誘致に

大きく依存していることから、経済のレジリエンスは高いとは言えない。さらに、国境付

近という地理学的な優位を図る地域政策が講じられているが、それは一方における地域経

済の国外経済変動への依存を高め、海外経済変動のリスクに対するレジリエンスの弱体化

の要因ともなっている。 

周辺地域、ないし周辺部の国境付近地域における経済のレジリエンスを高めるのか、に

ついて本研究では優れた政策体系を構築できてはいない。ただし、地域経済の発展に関す

るさまざまな事柄（地域政策を含む）の決定において、地域の諸アクター（地方政府、企

業、大学などの研究機関、住民、協同組合、NPO などが主導的に参加していくことが、地

域経済のレジリエンスを高める第一歩であることは確かであろう。 
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6.5 小括 

 

 本章では、日本と中国の災害復興政策と地域経済発展政策における工業立地政策に焦点

を当て、工業立地の促進に基づく地域経済発展の可能性について検討した。その際に、大

型自然災害や外部経済の変動などの地域経済成長の攪乱リスクへの対応可能性（耐性と回

復能力）について、地域経済のレジリエンス、という視点からアプローチした。まとめる

と、日中両国における地域経済発展政策、とりわけ工業立地政策は、その中央政府の地域

開発と経済成長戦略に基づく産業政策に強く依存していることから、レジリエンスが高く

ないと考えられる。 

 

図 6.4 地域経済のレジリエンスにかかわる諸要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者作成 

 

これまでの各章と本章の分析に基づく地域経済のレジリエンス強化策としては、以下の

ような 4 つの対策を取りあげることができる。 

第 1 に、地域経済の独自性、並びに企業立地の条件に対する正確な認識と、その比較優

位に基づく地域政策が必要となる。すなわち、中央・地方レベルでの地域経済政策、中で
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も特に工業立地政策は、地域特有の経済要素の賦存や経済成長の条件を正確に把握し、経

済と人口動態の変化の実態や長期的傾向を考慮しつつ、域内経済循環の構築を目指す内発

的発展の道を模索することが、地域経済のレジリエンスの強化につながる。 

第 2 に、地域経済政策の形成における地域主体の主導的な参加を促進することである。

そのためには、地域主体の能力を強化する政策的な取り組みが必要となる。すなわち、地

域労働市場の労働者、なかでも若年労働者に雇用と所得保障を付与し、これらの人々が地

域に留まり、かつ潜在能力を十分に発揮し、地域の産業立地と集積、およびそれに基づく

地域経済成長の中核を担っていくことが必要となる。 

第 3 に、地域経済が直面するさまざまな制約とリスク要因を克服し、継続的な成長を促

すための知識への投資とイノベーションの促進が必要となる。これは、地域の発展水準や

地域主体の能力を遥かに超える高新技術開発区などのような無謀な挑戦を意味しない。地

域における人的資源の形成を促進しつつ、それに基づく利用可能な知識や技術への投資に

基づく漸次的な地域イノベーションの創出が望まれる。 

 第 4 に、地域経済のレジリエンスの強化は、独立した 1 つ、2 つの政策によっては達成で

きない。図 6.4 に示したような、中央政府、地方政府、立地企業、および地域住民などの諸

主体が各自の役割を十分に果たし、長期的な視点に立つ統合的な地域経済政策の推進が必

要となる。従来の中央政府主導の政策体系から、地域の主体が主導する地域発展政策と工

業立地政策の形成と、諸主体の協働による持続的な取り組みが必要となると考えられる。 
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終  章  

 

 

 

本研究では、経済地理学と空間経済学および企業立地論の視点から、中国における空間

的な地域間格差の発生メカニズムとその実態、および影響を明らかにした。また、立地条

件が異なるさまざまな地域における産業発展の実態、地域経済構造の変容、およびそれと

関連する地域政策の実証分析をおこなった。特に、東北の中朝ロ三カ国国境地帯に位置し

ている延辺における産業立地と地域経済政策の展開を事例に、周辺地域における産業立地

と経済発展の可能性を明らかにした。 

そして、地域構造論の分析枠組みに基づいて、周辺地域経済の衰退を裏付ける産業の地

理的分布における地域間格差、周辺地域における産業と企業立地の実態、企業の立地決定

に影響を及ぼす立地条件と因子、さらに中央と地方政府の地域政策に大きく依存する地域

経済のレジリエンス、という地域経済の四つの側面を分析した。それによって、中心―周

辺構造の下で衰退が進み、中心部との地域間格差を拡大させつつある周辺地域において、

産業と企業の立地条件の改善に取り組むことを通じて地域経済発展に資する地域経済政策

の課題について検討した。 

本研究のまとめであるこの終章では、これまでにおこなった周辺地域における産業立地

と地域経済政策に関する理論的、実証的分析から導き出した結論と、その含意について経

済地理学の視点と地域構造論の理論的枠組みに基づいて整理する。そして、時代の変化と

共に変容し、それぞれの地域的独自性を持つ地域問題へのアプローチの将来を展望し、本

研究の残された課題を述べる。 

 

1 本研究の結論 

 

今日までの経済地理学の理論的深化と研究対象領域の拡張は、本研究の分析課題である

周辺地域における産業立地と地域経済政策の研究のために多くの分析枠組みを提供してく

れた。これまでの各章では、これらの経済地理学の分析枠組みを駆使しながら、これまで

には研究されていなかった中国の周辺部国境地域における企業立地と産業集積の条件を考

察し、企業立地条件と立地要因の変化に及ぼす国土政策と地域政策の中身について分析し

た。本研究の分析に基づく主な結論は、以下の五点にまとめられる。 
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第 1 は、経済地理学、とりわけ空間経済学と産業立地論の分析枠組みに基づいて、企業

立地と産業集積の変容をもたらすさまざまな要因を検討した結果、国境付近の周辺地域に

おいても産業立地と集積は十分にありうる、ということを明らかにした。 

従来の封鎖経済条件を前提にして周辺地域の立地問題を論じた古典立地論においては、

熟練労働者の供給が可能で、大きなローカル市場をもち、高い成長力を保持している中心

部地域が投資家にとって魅力的な立地地域であり、国境付近の周辺部は、企業経営者の立

地決定因子が欠如している地域にされていた。しかし、現代的産業集積論である空間経済

学の理論は、輸送費の低下に着目しながら、輸送費の十分な低下により、製品市場や中間

財の供給地に接近して立地するメリットが低下し、産業と企業の立地が周辺部に向けて分

散していく可能性があることを指摘した。 

さらに、周辺地域における産業立地と産業集積の可能性は、グローバル化や地域統合の

進展、さらには技術変化に伴う輸送費の低下などにより、従来の産業立地の条件不利地域

である周辺地域の地理的な不利要因は改善されている。また、国際的な経済連携に伴う国

境を跨いだ経済活動の拡大によって、国境地域が大きな産業集積を形成しうる可能性は高

まっている。 

第 2 は、中国における地域際収支と工業立地の分析に基づいて、改革開放以降の経済成

長過程で形成された中心―周辺構造の実態を明らかにし、周辺地域の産業立地と経済発展

を促すための地域産業政策と不均衡是正策の役割がなお不足している、ということを指摘

した。 

2000 年代以降の中国の国土政策は、国の主導による「国土の均衡ある発展」と「地域間

格差の是正」を理念とし、地域振興、産業立地振興、大都市圏・地方圏・国境地域の開発

を推進しているが、国土開発政策、産業政策、および財政政策の役割はなお不十分である。

すなわち、地域間不均衡の是正を目指す国土開発政策は、その手段としての地域間財政移

転政策を強化・充実する必要があるし、地域総合開発政策とでもいうべき地域産業政策は、

政策目標の集約と政策実施のための条件整理が必要である。 

中国における産業立地の空間分布をみると、巨大国有工業企業の多くは、経済・行政・

社会などの全部門の中枢管理機能が集中している首都北京の周辺と上海周辺地域に集積し、

私営企業の多くは南部沿海地域の江蘇省、浙江省、広東省に分布しており、企業の所有形

態別の大きな相違が確認された。しかし、首都機能との接近を図っているか、否かの点で

は異なる立地行動が見られるが、立地条件が優れている東南沿海部地域に立地している、

という点では共通している。すなわち、中国における産業立地の空間的格差は、立地条件
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の地理的格差に基づいており、条件不利地域である周辺地域の企業立地を促進するために

は、依然として非経済的要因、とりわけ政府による地域政策による立地条件の改善が課題

となっている。 

第 3 に、周辺部の国境地帯に位置する延辺地域の企業立地よ産業集積の具体的事例分析

を通じて、東アジア地域の経済統合に伴う輸送費の低下と国境貿易の増加が、初期の経済

規模が小さい内陸国境地域でも、産業集積が徐々に現れている事実を明らかにした。 

東南沿海部地域とは異なる立地条件や立地要因を有する内陸国境地域の産業集積は、主

に国境地域特有の近隣国の市場と資源へのアクセスの利便さ、地域独特な歴史的、文化的

要因の存在、および地域間格差の修正と内需主導型成長への転換に向けた地域産業政策の

影響を強く受けている。そして、交通インフラの整備、および情報通信技術の発達などに

よる輸送コストは低下したとはいえ、海外直接投資や国際貿易の規模はまだ小さく、国際

物流の通関手続きが依然煩雑であり、輸送時間の短縮につながっていない。すなわち、輸

送費を十分に低減させるまでには至っていない。 

さらに、国境付近の延辺地域に立地している産業のように、付加価値がまだ小さく、国

際・国内市場での競争力もそれほど高くない。したがって、延辺における産業集積を維持・

発展させるためには、域内製造品の販路拡大、付加価値の向上、自主ブランド力の向上、

研究開発の強化、および人材育成の強化などの企業努力が必要となる。そのためには、内

陸部の国境地域の持続可能な発展を促進するための中央と地方政府による更なる政策的支

援に大きく依存している、といえる。 

第 4 に、周辺部の延辺地域における工業立地にかかわる雇用・労働環境に関する定性的、

定量的分析を通じて、周辺地域と中心部（東南沿海地域）の間の労働市場の地域間格差を

明らかにした。さらに、周辺地域の雇用条件や労働因子の優位性が中心部より低いが、労

働者個人の雇用満足度は中心部より低くなく、適切な政策的な措置を通じて周辺地域の労

働因子を改善する可能性は十分にあることを明らかにした。 

周辺部の延辺地域における製造業の経営者に対するインタビューでは、優秀な人材の確

保の難しさが指摘されており、労働因子が周辺地域での企業立地におよぼす影響の大きさ

が確認された。その一方で、雇用者を対象に行った雇用満足度に関するアンケート調査の

結果は、延辺地域における雇用の安定性、賃金水準、職業訓練システムのアクセス可能性

は、中心部の東南沿海部より優位性が低いにもかかわらず、雇用満足度の水準は、東南沿

海部より低くない。これは、延辺の地域労働市場における諸制度の整備水準が、東南沿海

部のそれを若干上回っていることと、生まれ故郷で就労していることに起因するワーク・
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ライフバランスに対する満足度の高さの影響が大きい、という事実を確認した。 

このような周辺部の延辺地域と中心部の東南沿海部における製造業の立地決定に影響す

る労働条件と立地要因に関する比較分析の結果は、周辺地域の雇用・労働環境の整備、と

りわけ人材確保に向けた地方政府の積極的な取り組みの重要性を浮き彫りにしている。す

なわち、周辺地域の地方政府主導の職業訓練の提供、社会保障制度の充実などは、地域労

働市場の労働者の雇用満足度の現状に好影響を及ぼすことは明らかである。そして、この

ような地方政府によるマクロ的雇用環境の整備が、より多くの企業の立地を促し、域内雇

用の増加と賃金水準の向上が、雇用形態別の格差の修正や雇用安定性に結びづく、という

企業立地と雇用の間の好循環の創出が望まれる。 

第 5 に、日本と中国における大型自然災害や外部経済の変動などの地域経済成長の攪乱

リスクへの対応可能性、すなわち、地域経済のレジリエンスに関する分析では、日中両国

における地域経済発展政策、とりわけ工業立地政策は、その中央政府の地域開発と経済成

長戦略に基づく産業政策に強く依存していることから、レジリエンスが高くない、という

ことを明らかにした。 

もともと、災害復興政策と地域経済発展政策における工業立地政策は、地域経済の独自

性、並びに企業立地の条件に対する正確な認識と、その比較優位に基づく地域政策が必要

となる。すなわち、中央・地方レベルでの地域経済政策、中でも特に工業立地政策は、地

域特有の経済要素の賦存や経済成長の条件を正確に把握し、経済と人口動態の変化の実態

や長期的傾向を考慮しつつ、域内経済循環の構築を目指す内発的発展の道を模索すること

が、地域経済のレジリエンスの強化につながる。 

そのためには、地域経済政策の形成における地域主体の主導的な参加、および地域主体

の能力を強化する政策的な取り組みが必要であり、地域経済が直面するさまざまな制約と

リスク要因を克服し、継続的な成長を促すための知識への投資とイノベーションの促進が

必要となる。特に、地域経済のレジリエンスの強化は、独立した 1 つ、2 つの政策によって

は達成できず、中央政府、地方政府、立地企業、および地域住民などの諸主体が各自の役

割を十分に果たし、長期的な視点に立つ統合的な地域経済政策の推進が必要となる。 

このよう周辺地域が有する地域独自の自然・地理的要因、歴史・文化的要因、および社

会経済的要因に基づく企業立地条件の実態を正確に把握することを通じて、本研究では、

グローバル化に伴う社会経済環境の激変や自然災害の多発などの攪乱要因によるリスクに

耐え、さらに危機後の迅速な回復を可能にできる地域主導型の発展のために必要な地域政

策の導出を試みた。 
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以上のような本研究の五つの結論は、周辺地域の経済成長や自立における産業立地の重

要性と、そのための立地条件の改善における地域経済政策の必要性を強調してくれる。す

なわち、本研究の考察に基づくと、地域ないし周辺地域経済の活性化と成長において、も

っとも重要なのは産業の立地である。そして、どの地域にどのような産業が立地するかは、

単なる当該地域における生産要素の賦存状況だけではなく、新しい産業立地を誘導し、ま

た既存立地企業の自立的な経営活動をサポートする中央と地方政府による地域経済政策に

大きく依存している。 

産業立地や産業活動は、地域における付加価値の創出を通じた経済的豊かさだけでなく、

地域に暮らす人々の精神的豊かさも創出する。つまり、産業活動が作り出す新しい価値は、

地域の物質的豊かさに立脚した精神的豊かさをもたらす。さらに、地域において産業が担

う独自の役割は、社会全般における役割に加え、地域個性の創出による地域活性化である。

すなわち、地域が有する自然的・地理的優位性、高度な技能を有する人材、都市・交通基

盤、独自の文化・歴史、学術・研究機関など、地域産業を支える地域資源を有効に活用し

て地域の優位性を発揮し、独自性の高い発展を通じて実現することである。 

 これまでの各章の分析にもとづいて、周辺地域の産業立地に資する地域経済政策の課題

は、以下のような 3 つの点に整理できる。 

第 1 は、周辺地域の優位性を活かすこと、すなわち、周辺地域が従来から有する地理的、

人文社会的、政治経済的な特徴に加えて、国土開発政策の転換、グローバル化や地域経済

統合の進行など、周辺地域経済をめぐる国内外の環境の変化によって新たに生まれる優位

性の発見と活用が必要である。 

第 2 に、中央と地方政府による地域経済政策は、周辺地域の産業、交通、社会インフラ

の整備にとどまることなく、その次の段階の企業立地の力強い促進を意識する必要がある。

すなわち、産業と交通インフラの整備は、企業の立地条件の改善に寄与するが、それだけ

では、中心部の立地条件に比べた優位性は見出せない。地域経済と産業発展の方向性と目

標を定め、域内産業連関の形成や熟練労働の供給などに政策的に取り組み、地域独自の産

業立地促進が必要である。 

第 3 に、地域内アクターの主導的な役割に基づく自主的な地域発展の道を提示する必要

がある。特に、周辺地域、ないし周辺部の国境付近地域における経済のレジリエンスを高

めるためには、地域経済の発展に関するさまざまな事柄（地域政策を含む）の決定におい

て、地域の諸アクター（地方政府、企業、大学などの研究機関、住民、協同組合、NPO な

ど）が主導的に参加していくことが必要である。このような周辺地域の諸アクターによる、
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周辺地域の独自性を活かした、周辺地域の産業立地の可能性の促進こそが、地域経済政策

の新しい姿ではないか、と考えられる。 

 

2 今後の研究課題 

 

最後に本研究の今後の課題について整理しておく。本研究ではさまざまな経済地理学の

分析枠組みに基づいて、周辺地域における産業立地の可能性とその向上に向けた地域政策

の中身を議論してきた。これまでの経済地理学研究では疎外されていた国境付近の周辺地

域における産業立地と地域経済政策に、地域構造論的にアプローチしながら、新しい分析

視覚として周辺地域経済のレジリエンスを考察するなど、既存の立地論、国土政策と地域

政策論、および中国における地域経済分析の枠を超える試みを行った。そして、前節に整

理したような、新しい知見も得られることができた。しかし、以下のような研究課題が残

されている。 

第 1 は、分析対象地域のさらなる拡張である。本研究では、主に中国の周辺地域、とり

わけ国境付近の周辺地域としての延辺地域を事例に、周辺地域の産業立地と地域政策のあ

り方について議論した。他に、西部地域の各省、四川省などの周辺地域に関する言及もあ

るが、限られた論述にとどまっている。今後、内モンゴル、新疆、雲南省など、延辺地域

と同じ特徴、例えば少数民族が集居している国境地帯にも分析対象を広げることで、これ

までの周辺地域と中心部の間の地域間差異のみならず、周辺地域の間の地域間差異も明ら

かにする作業を行っていきたい。 

第 2 は、産業立地と経済成長における産業間、地域間リンケージの分析が課題として残

されている。本研究では、中国の経済成長と企業立地の実態に関する統計データや企業経

営者や労働者に対するインタビューやアンケート調査から得られたデータの分析を行って

いるが、産業間、地域間のリンケージに関する分析は、地域際収支の分析における地域間

財政移転の分析だけになっている。企業立地の決定における重要な因子が、関連する企業

の立地と産業の集積であることを勘案すると、分析対象の周辺地域内における産業間のリ

ンケージ、および他の地域とのリンケージに関する分析が、今後の大きな課題となる。 

第 3 に、ミクロな企業分析、つまり周辺地域に立地した企業の経営実態に関するよりミ

クロなアプローチが課題として残されている。産業立地は、政府でも個人でもなく、企業

の戦略のなかからきまってくる。すなわち、産業立地はは企業の製品戦略、投資戦略、工

場立地戦略の中で形成されるのであって、企業が中心であり、立地条件を改善するための
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地域政策の正確性と効率性は、このような企業経営実態に関するより精密な把握に依存す

る。本研究の一部の論考と結論は、企業経営者へのインタビュー結果に基づいているが、

その結果は、非常に限られたものである。立地企業の実情の把握し、効果的な地域経済政

策を考案し、実施していくためには、さらに多くの企業に対する、より包括的な調査と分

析が課題として残されている。 
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