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経 済 学 研 究 45イ
北海道大タ 1995.5

「局地経済圏」の構造仮説
「連結の経済註J概念による空間・経済・制度の構造化一一

北村倫夫

しはじめに一本論の背景と目的一

機数の笛家聞や援i境を跨る特定のま告竣間にお

ける，交易・直接投資・労f動力移動・知識移較など

をともなった経済的交流露域(経済関)の形成が，

世界的な期流となりつつある。

一つの大きな流れは，罷家を基本とした地域

経務統合による経演醤形成の護さきである。 90年

以降に限ってみても，欧丹、i迷合(EU)，北米自由

貿務協定(NAFTA)，調米南欝共河市場{メノレコ

スール;Mercosur)，議海経誇協力機

(BSEC)など，世界の様々な地域で地境経済統

合及びそれと一体化した，鰻済閣の生成が顕著と

なっている。

これに加えて，近年特に控践すべきは，

ジアな中心に「馬場経諦醸J と呼ばれる，高い

成長力をもった経済的交流関域が形成されてい

ることである。これは前述の地域経済統合によ

る経済関とは異なり，苦手j度的枠極み(自由緊易協

にもとづかない，経接交流の笑揺が先行し

たより地域性・白樺性の強い経務閣である。広く

認知されているものとしては，華南経済圏，海

鞍湾岸経務額，

どがあげられる。策アジア以外でも， NAFTA 

の契機となった，米国・メキシコ国境地帯に形成

されているマキラドーラ経済闘などが存在する。

ところで，ダイナミックな成長後遂げている

いくつかの局地経祷留の実態を概観すると，

なる閣の地域安一つの経済簡として一体化させ

発展させている，共通普遍的な欝造・メカニズム

きるo しかしながら， 1閑々

地経苦闘についての後れた実鰹分析は数多いが，

それらを横断的に分析し路地経済額の構渇や務

成メカニズムを解明しているものは，筆者の知

りうる駿りそれほど多くはない。

現在わが践では，地域対世界の交流の枠組み

の中で，たとえば九州を中心に環繋海経済慢の

議論が，また日本海{費i1:f:-rg域をや心に環

済圏〈交読圏)の議論がi言発におこなわれているo

その擦に，焦点となるのは，経済醸の静成と発

展に向げでどのような条件整髄と描策膝揮が必

という点である。局地経請圏の構造解明は，

それらを考える織に示唆を与えるものとなろう。

以上の背景と問題意識を緩まえて，ヱド論考は，

地場経済統合との対比から賂地経済閣の援;念を

暁確にするとともに，いくつかの代表的な島地

経済閣の比較分析をi議して，窮地経済璽の講造

佼説を提示することを主な昌的とする。

n .冨境~超えて形成ðれる経済盤の概念

1.地域経済統合による「関家共関経済欝J

の概念

て形成される経済襲警は，地譲経済

統合(regional配 onomicintegration)の分野に

おいてこれまで論究の対象となってき

的になるが，地域経済統合の枠組みの中で捉え

られる経済塵としては，概ねつぎのもりがあげ

られる九

1)地域経済統合につい、ては次の文献を参照。

一張紀塁手「中箇の意義層的円形型解放戦絡とアジアの

路地経務関」現代アジア研究会繍『東アジア経淡
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Q)経済協力機購{地域)

2カ国以上の機数屈が，譲定を結び、相互に

経務協力や開発協力を，緩やかな連合的体

制のもとで進めることを散り決めた地域。

窃自由繋易地境 [fr悦 -tradearea] 

2カ臨以上の護数調が，相互に関説や数震

鰯罷等の券関税障壁の撤廃を教り決めた地

域，自由貿易連合とも呼ばれる。加盟関慌

の関税と非関税障壁まは撤揺されるが，

は域外諸国に対してそれぞれ独自の関税を

課する。

争関税同盟 [customsunion] 

加閥障が相互に憐税を撒蕗 を誕進さ

せる一方で，非加蝦属に対しては共院で共

通関税を設定することをそ敢り決めた地域。

命共同市場閤 [commonmarketJ 

加理盟関では関税及び非関税障壁が撤廃さ

れるのにととまらず，労協などの生還を要素

の移動に対する制関も隷瀦され，また域外

に対しでは共通の関税と通商穀策が溜用さ

れる議議。

@経済共同体/経糠同盟 [economicunion] 

共関車場闘の条件である貿易障壁や生産主要

素の移動に対ナる制限の轍廃にとどまらず，

財致・金融等の経務政策の統一

イむなどを加盟国障で実現している地域。

を超えて形成さFれる経済閣は，以

上の地域経済統合の緩念に相当するものが多く

みられる。たとえば，欧娯連合ほめは，経務共

同体を目指したものである。北米自由貿易協定

(NAFTA)，バルト三三国.EU自由貿易協定など

は由自貿易地域に該当する。高米南部共河市場

{メノレコスール〉は共同甫場閣の製設を目標とし

ている。その飽，経誇協力機構として，南部ア

フリカ鰐発協力機構(SADC)，呉海経済協力機

文芸主党， 1ち例年， 3~4J言。

所総也他 r際際経済繁入門』中央経済社， 1992年，
160~161頁。

_r体系経済学辞典第6版JJ較洋経済新報社， 1992年。

構(BSEC)，潔カスピ海経済協力機構などがあ

げられる。

これらの地域経務統合による経済蜜の特徴は，

つぎの点に集約される。

a) ，-望家J を経済閣の構成単位としている。

説経済瞳形成を窓留した明確な制変約枠組

み{条約等による規定)が存在する。

{例:詣由貿易協定，経済統合条約など)

c)域舟市場の甚大など簡域内の経済発撲を

覆先させる内向型経擁壁である。

このような腎性そもつ経済圏安ここでは，

家共同経済璽J と呼び、，つぎ合ように定畿する。

菌家共持経済麗とは，-接数の悶家をその講成単

位とし，暁識に規定された制度的枠鑑みのもと

経済的統合と発展の実現者d~1指した圏壌J

のことである。

2. r局地経済態j の概念

一方で，現荘東アジアなどでは，華I翁経普圏，

海挟両捧経済閣，環黄海経携関，パ…ツ経務留

などと呼称される臨境を紹えた経済圏が形成さ

れつつある。これらは，諮述の臣家共同経詩璽

の駿念とは，つぎの点で明らかに異なった特性

をもっている C

詩境を題えて形成されているが必ずしも

を単位としておらず，ある限定された地理範間

の中での地域開の経接的結びつき として

いる。

霊祭南経済閣は，香港及び、中間広東省の珠江

デルタ地域を主な経済題の範冨としている。

海峡両岸経済陸警は，台湾と

を主な範囲とする。環黄海経済閣は，中富山

東半島から遼東半島，韓患にききるま鈴講・黄海治

岸地域において形成されつつある。これらは

いず、れも，必ず、しも国家を構成主券経と

ニとのにやの特定の地域が中心となって形成さ

れているという特撤をもっている。

に地構需の自由な経済交法(結五重譲投資，

貿易等〉を謀本とした実譲先行・制度追繍型の経

る。
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華南経諮問では，呑港全識の広東省への委

(後述)や藍接投資，それにともな

う広東省を経由しての輸出などの民間企業活

勤が先行し，徐々に経務圏として形づくられ

てきた。鵜峡湾岸経済関もほぼ同議に，中堅

が70年代末に解放政策へ較換して以後，民間

ベースでの貿易・人的交洗・投紫の分野を中心

に経済交流が先行し，台持政府側がこれを追

るという形で発躍して~た。このように，

これらの経済閣は，自出貿易論結のような包

括的制度のもとに発捜したというよりは，む

しろ企業等による経済活動が笑態として先行

していたということができる。

ただい民陪ベースの経談交流を提す制渡

く無かったということではない。

政府之容によって，た之えば外資f愛護策(税制，

外嶺為替等〉などの含守護措置はなされてき

しかし乙れらは，閤家関で結ぼれる自自貿易

協定などのように明畿に経滋麗の形成を問的

としてつくられる包括的な制度ではない。あ

くまでも部分的あるいは支援鈎なものとして

られるものである。

昏経締闘の経済交読は，闘騒需で閉じておらハ

むしろ讃極的に欝域外との交流を指向した外向

型の交流となっている。

海峡再岸経緯題では，

び台湾会議の中揺に対する

接投資による輪出型企業の設立をとおして，

中国本ごとへの再輪出や先進揺を中心とする世

界市場への車接輸出が活発におとなわれてい

る。また，このような輸出代替的な産業立地

のみならず，

地も進んでおり，周地経議題外との経済交流

が大きな比撃を占める外fP.r翠!経済を'発麗'dせ

ている。

誌上のような特性をもっ経済爵そここでは，

r路地経済圏』と呼び，次のように定義する。

馬地経済醤と l九「主として臨む一部地域安その

構成単粒とし，複数国に跨り，主に外向裂の経

済的交流によっ く結びついた地理的にまと

まった闇域」のことである O 局地経済閣は r自

然な経善寺地域 [NET:NaturalEconomic Terri-

tories] J (経済の粧びつきが政治的な境界線な

飛び越える路地的な経欝鶴)2)に泣い概念であ

る。なお r局地経済醤Jという活語は，すでに

様々な文献等で愛用されかなり定着しつつある

と鞘断されるため，ヱド論考でも使用することと

した。ただし，主主義は新たに与えた。

ところで，局地経諦圏は，富家共同経済醸の

ように制度的枠組みのもとで形成されるもので

はなしまたオ←ソライズされたものでもない。

し，たがって，霊界における岡家共同経済壌の存

寵はかなり正確に認知できるのに対して，

経務麗の認知は観灘者均三主観によりかなり

的にならざるそ得ない。たとえば，中菌に関わ

る路地経務欝だ、けでも

環黄海経諦閥，大よ海経済関(長江デノレグ経諸

国入湖海経演関，大中華経済額など様々な叩称

が存者する。

語地経接関の厳密な定義と存在の議室Hま怖に

譲り，本論考では，文獄や報遵等によってその

実体が広く認められていると判断怒れる華南経

識峡両持続済醸，環黄海経許闘，マ"fラ

ドーラ経済額(筆者命名);を代表的な島地経済額

としてとりあぜ比較分新をおこなった。対象と

した局地経許圏の額要は，表 1に示すとおり

である。比較卦析からつぎに示すような壌造俄

説を導いた。

蕊.局地経識障におけるさ雲間・経済・製度の構造

""r連結の経済性J

の創出と発揮~

路地経済闘が形成され発展していくための，

も根幹となっている構造票理は「連結の経諜

性」の餅出と発揮である。

2)朝日新聞経淡審者 Fブロックイじする世界経済』務日新

間社， 19号2主f.， 55頁。

主!ミカヲブォノレニア大学のスカラピーノ名誉誉教授{ア

ジア学)が擬起したとされている。
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比絞分析の対象とした潟地経済留め概要

海
終
…
湖
岸
経
済
側
関

要

香浴と中国広東省の関で形成される経済問。事香
港企業と広主誌を雪:1E.業の間では，議き託加工生産や
E支援投資等による生産・交易商ぜそ中心とした栂
Ji渡携が緩瀕されているο 綴済重裂の範屈が香
港一芸家慧nエリアから毒素江デルタ地域へ拡大しつ
つある。

台罪事と度内経済特E王者中心とずる中殴福建う裁の
関で形成される経済関。台湾企業から編建省へ
の委託加工，直接投資と，それにともなう貿易
による経済交流会ま活発化している。

綴

差是一 l

芸品

磯
十
荷
経
済
滋

l一 一 関 等 間 関 同 る 糊
海沿浮地域を恥がこ形成される経済皇室。中韓交
流の活発fおそ背章受に急速ぷ発展しつつあり，日
本や緯毘からの直接投資が機大している。仔ヱド

jの九郊を合める考え方もある。

米関とメキシコの綴境地機に形成会れる緩済閣。
メキシコ倶!の労働集約的主主γ キラドーラ({泉税
加工工場〉と，米関根uの技術集約約な工場が「ツ
イン・プラント」の彩で11.地し t主総連携凌形成
している。メキシコ燃は特にすキラドーラ・ゾー

ン(輸出保税加工地区)と呼ばれるo

2.局地続済盤におけるさ芝詩的連結の構造

題地経済難は，隣家共同経算額と異なり，あ

る限定された地離的範関の中で密度の高い経演

活動が行われているところに一つの特設がある。

その経済覇域控揮は単一ではなしいくつかの

特性タイプに分かれる。局地経務圏は，プロト

タイプとして「中松拠点J r中心;地域J r後背地

域j の 3つの経済活動空間から講成会れている。

さらに，ぞれらは相互強立的ではなく，携能的

なつながりによって密接に関連し，局地経清盛

全体の経済活力安高めている。これが，易地経

済圏におげる空間的連結の構造である。各々に

ついて論じてみよう o なお，分析の対‘象とした

「連結の経語性Jは，に産業組織論の分野で

捷用怒れている概念・用認である。車業組織論で

いう「漣結む経済性」とは，

無コストあるいは母コストで転用可能であるこ

と，cg:情報・ノウハウが核となって組議開・主体

問の結合によって相乗効果が艇と告されること，

告企業内・組織内心得部資援だげではなく他企

業等の外部資畿と結びつけることによって経、済

性が発揮されること，ゆ複数主体「熊J の結び、

つきによって知識・投講の多量有用による経街

並を発樫できること，などとされている 3)。

このような「連結の経済'e生」の概念は，昂域

経済圏におりる構造鯨理を導出するよで非常に

有濯である G 局地経務閣では，外資と内資の結

よる合弁企業の設立，部コスト労働力と生

産管理技術の結合による低価格製品の生産，部

品・原材料供給一組定加工生産一検査・配送等の

工程間分業など，

が効率的に連結し，ま

多様な経務主体か犠能的に連結し，大きな経務

的成果が達成されている。このことは，島地経

誇舗がまさに「漉結の経済詮j のダイナミズム

によって営まれていることを示唆している。

局地経詩曹における「連結J は，大きくつぎ

の3つの分野から成る。

①空間的連結:異なる経済活動さ夜間の連結

争経済的連結:生産要素の議結，経済機能の

連結，国内外市場の連結等

告制度的連結社会制度・社会システムの連

結{整合)

これらの複数の「連結」の構造が，馬場経諮

簡の中で議層的に形成さFれることによって，経

詩的相乗効果が生み出されているのである。

国家共同経済閣であるNAFTA等の自由貿易

地戦， EU~撃の経済共間体，メノレコスール等の共

岡市場関は， '議論すれば経済統合による大市場

の利益を事受するなど「麗撲の経幸子役j

したものであるo これに対して，潟地経捺留は

明確に態留されているいないにかかわらず「連

結の経済性J が主に追求されているといえる。

以下では，局地経詩圏の講造鼠理である

絡の経済'性j をき夜間的・経済的'1IiUf:l霊的f!!ij菌から

詳しく論じることとする。

3)筏害事健一「昔話j度と情報の経済学』有斐閣.1993年，
64~70真。
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き健一 2 路地経済閣における空間構成

潟地経済額

毒装南総務長雪

海峡荷洋経済鐙

潔護者海経済圏(注}

中核拠点

滋

深刻{経済特区}

t 霊祭海(経草寺特区)

東発，広州，マカオ毒事
会~~， ~議雄 毒事
際門(経淡特区)

福州

fUl頭(絞済特区) 等

仁川1，護学山，光州，

中心地域 | 後背地域

香表選

珠江デルタ地械 |広東後

(珠江デルタ経済関放区)

台湾全土

矯建省治岸地域一一寸蚕蓮苔
広東省E義務沿岸地域 i 広東省一部

威海 毒事 1;至る激海・言言語善治岸地竣
マギ子ラドーラ経済欄 サンディエゴ，エルパソ 国墳から概ね2ぬ槌襲撃 |カリブ珪ルニア，アリゾナ，

等ニューメキシコ，テキ サスの 名1'11
一一一

ティブァナ，ブアレス等符よ e 

(波)自立ドの九州事E含めた塵域とする晃11もあるが，ここでは含めていない。

(出所)各局地経済関関連資料より作成。

路地経務調の窓際構成は表一 2

ある。

とおりで 省が台湾資本の積額的な導入を居指して麗容の

I )中核拠点

「中核拠点Jとは，局地経済閣内の経済活動と

相友交流の展開において中核となる諾撰能が集

中的に立地した，経済閣の中継センターのこと

である。中殺となる磯能とは，具体的には中継

管理接能(企業や行政の意思決定・管理・金鍾等

のヘッドクウオータ部門)，生産加工務整能(組立

加工等の基幹工場等)，知識・情報機能(情報収集

提棋サーピス，研究開発機関等)，流通取引機能

，間際物諸機能

などである。

中拡拠点の形態としては，①都市拠点{通常の

都市全体が拠点となっている)，@経済集中地区

拠点(経清特区・技能開発区・自由貿易保・輪出加

工区・投資イ足進区など)，金交流基鍵拠点(臨際潜

どの経祷交流の基盤が整備された拠

点)の 3つがあぜられる。

華i有経済醤では，香港・深開.$州・珠鶏などが

都市拠点であり，さらに深ガI1や珠海の中の経済

特産が経済集中地誌拠点にあたる。特に香港と

探ガ11は讃南経済閣のビジネス1!ンターとしての

設割を担っている。海峡揖岸経済閣では，

経済特区(慶門など)に「台湾商人投資程J の建

設を進めておりそれらが拠点となりつつある。

環黄蕗経済臆でも，中国傑では脅鳥・煙台・成海・

天津・大連などが，韓器倒では仁II[・群!lJ.光州、!な

どが都市拠点とし けられる。

マキラドーラ経減額では，米間企業の「ツイ

ン・プラント J (留境の爵到に樟椿関係の生産拠

占 を一元化するというもの;後述〉

米国・メキシコ喜号墳を挟んだ双

子関係の都市，たとえばサンデイヱゴとテイブ

ァナが都市拠点となっている。

2 )中心地域

「中心地域J とは，複数の中核拠点、や，中核

拠点と堅苦密に連携した機能(雑穀)

広範に立地集積し，経務交流の中心となってい

る広域エリア後指す。中心地域には，特に局地

を支える輪出型製造業(工場)な

どが紫績する傾向がある。

華南経済麗においては， ら中層への委

託加工先は，概ねつぎのようになっておりヘ

4) Hong Kong Monthly Di伊stof Statistics， S叩.

1991. 
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ほとんどが広東管内，特に課均1)，東燕，広列、!な

どの所在する珠江デルタ地械で行われているこ

とがわかるo

香港からの餐託ー…

加ヱ先(100%)

j五策省内
(94.4%) 

広東省外
(5.6%) 

深刻(43.9%)

B反発(16.1%)

広州(4.2%)

その他地域
(30.2%) 

このように，華南経済圏では，広東省の大部

分的委託加工工場，外資企業，地場輸出企業等

が集積している珠江デルタ地域(グレータ

が中心地域である。また，政江デJレタ地域と

中核拠点である香滋との陪には，

方式などによって機能的な漣携が形成されてい

る。

環議海経済額では，中悶側では中核主義点とし

ての脊島・理台・大連などのある山東半島や遼東

にかけての環激海・讃海沿線地域，韓器棚で

は仁JIIから木i擦に至る西海岸一帯が中心地域に

る。特に，韓留は西鐸岸地域安，

岸との経済交流の増大を;念顕においた，毘土開

としている。また，マ

キラドーラ経務盤では概ね国境より20km以内が，

マキラド」う?のツイン・プラントが集中する中

心地舗として位援づけられる。

謁地経済額の中心地墳の形成過程をみ

ると，中核書道点、の機能が時間経過とともに徐々

に広域に分散することによって，中心地域が誌

がっていくというf媛向がみられる。たとえば，

楽南経誇癌では当初探ガ1/に集中していた委託加

工工場が，最近は探軒以外の珠江デルタ内へ広

域分散立地するようになってきている。

3 )後青地域

「後背地譲」は，中隷拠点，中心地域において

おこなわれる経詩的交捷を開接釣に支える地域，

あるいは交流によって影響や諌及告と受ける地域

のことである。後背地域では，や該拠点、や中心

地域に立地ずる工場での生産に必要な原材料・

中間財・労f動力等の鈴給がおこなわれている。

たとえば，華南経済轄では，中岳地域に立地

する外資企業や委託加工全産工場は，原材料や

中間慰を香港以外にもZ江東省内や潟辺地域から

している。また，寄港からの委託加工生療

や蛮接投資が急速に選んだ85~87年ごろには，

華南経済関への労嶺力供給地域は主として広東

省の珠江デルタ地域以外の農村地域であったと

されている針。これらのことから，

は珠江デノレタ地域以外の広東省及び一部調辺省、

が概ね後背地域に該当すると考えられる。

環黄縄経葬欝では，中心地域から内睦に広が

る議寧省，河北省，山東護地域が後背地域とし

て援ね位置づけられている九

3.局地経済額における経済的連結

馬場経済閣では，中該艶点・中心地域・後背地

域という空間的な連結構波とともに，ぞれと

体となった経罪的連結の構溜が形成されている。

経済的連結とは，市場綬誇システムを構成ナる

要素・機能・行為等の障の響接なつながりのこと

である。特に，局地経済罷においては，つぎの

ような経務的連結の構惑が認められる。

①資本・労働力・技術・情報・土地等の生産要素

の連絡

②管理・生巌・物流等の経済機能の連結

@直接投資と貿易{輸出)の連結

@域内・閣内・謀議外等の市場への連結

これらの経済的連結が，局地経済塵の形成お

よび発議の原動力となっているのである。各々

についてi夕、下に論じる。

1 )生産喜善策及び経済機能の欝での遼結

昂地経済騒での生産要索・経撰機能は密接に

しながら， る構議そ形成している。

5)厳後平「霊祭織における労働市場の形成」渡辺利夫綴

『霊祭溺経済…中国改ま算・解放の最前線ょ動禁事懇房，
l鉛3年， 158賞。

6)学奥弟「経済プロック化の流れと潔資海室豪語専圏J(財)

国燦液アジア研究センタ_ r潔賞機緩済薗禽q~主の謀

議と島義主選五九州大学出絞会， 1992年， 226真。
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「襟完分祖霊の連結」と「移軽議

合型の連結J 占こ分かれる。

(1)補岩手子担型の連結

とは，湾地経済畿を構成

る地域簡でき主産婆紫(資本・資金，労働力，生

産技術，経費知識・構報，土地等)の換給や，

諦機能{中継管理，生産揺ヱ，販売流通，物混等)

の立地などの簡で輯立に補完あるいは分担の関

係が形成されることである。

補先分担君主の連結は，華南経済闘におげる香

潜とrt東省の問で，また海峡両岸経済醸におけ

る台湾と撞鶏省の関でおこなわれている

加工生産方式J，マキラドーラ経諦鶴で定義して

いる「サブコントラクグ一方式J や fシェルタ

などに端的にみることができる。

撃高懇話守閣発展の原護主力となってきたのが委

託加工生産方式である九これは，香港企業(外

国企業の香港現地法人を含む)が認を識や外器全

業から受主主し を広東省の企業等へ委託生

躍し，完成製品を引滋敬って香港経由で再輪出

するというものでるる。委託部工の静態は r三

来一様Jと昭ばれる，(D来科加工{香港企業から

の原材料を使った加工入金来犠加工

からのサンプルイ士様にしたがった加工入苦手来

件装配(香港企業からの部品や半製品の組立部

工ニノックダウン方式入也捕磐貿易(中罰金業

が技術と設備の導入代金の支払いと

品の競売を擢殺する紫易方式ニカウンターパー

チェス方式)の 4つである。

これを生産要素の分主主関係でみると，

ノウハウ・資金調達撃手段・ビジ

ネス構報・デザイン・設備などをもっ香港企業が，

それらそ委託加工の際に中関に一時釣に提侯ず

る。これに対して中罰剣は，安舗なごとま告と労働

力の提供をおこなう。罪者の生諜要素の相互補

7)護委託加二[:=to芝方式については次の文献を参照。

f関かれる中間…投資・重苦易の;j{イント JEl本貿易

機喜奏会， 1994年。
一渡辺郡I夫「符が叢商経済を主役成させたのかj 渡辺

利夫綴 f禁商経済ーや悶改宣車・解放の長霊前線」動家

事警房， 1993年。

完によって，効率的な生産がおこなわれている

のである。

このような生産要素の分担関係は，経済機能

の分控関係にも蓋接反映されている。香滋には，

生産管理や財務管理などの経営管理，

国際読通販売参デザイン開発， '1繁華長坂集，車場

どの手IK撃をな部門(中樫釣な機能}が醤かれ

ている。…方，L広東債には，香語審の中拡機能か

らの生援管理に従う，低賞金労働力を導入した

{生意義機議}が立地している。

委託施工生産によって，中国広東省側では，

謀関を中心とする広東省の生産技術レベルの向

上(コニ員の熟練度，生産設備水準等の向上)，

託加工収入や輸出による所得の増加などの効巣

がもたらされた。地方，呑瀦1fliJにとっては，抵

黄金コストによる低鍾格商品の生産，広東省へ

の販発yレ←トの需拓などの効果が発生したので

あるo

以上のような委託加工生産方式による犠完分

担関係以外にも，芸書簡経済懇では脊携と部対ilの

間でどジネス上の補完関係がつくられている。

広東省を含む中匡の金業は，香港企業との提携

等のための接触そ求めて深刻lに拠点そ設けてい

る。その結巣，深ガ11(特に経済特区)は，香港と

のビジネス交流を展開する中原舗のビジネスセ

ンターとなっているのである。

海峡両岸経済閣も と陪嫌に福

建省の労繍力・土地に加えて，台湾の資本・生産

技調，海外必華人・懇績の流通取引Jレートなどが

ることで発畏している。

マキラドーラ綬摂菌では，メキシコのマキラ

ドーラ{保税加工工場)を米関企業が利用する

式として，全額出資による子会社方式以外に，

ントラクグ一方式やシェルタ一方式と呼

ばれる艶約形態がある九サブコントラクター

方まえば，う|ミ鹿全識がメキシコの既存立地のマキ

ラドーラを下詰け先として懐い，必要な部品・半

製品等を製造させるというものである。シェル

8)マキラド…ラの契約方式については次の文献を参照。

一(財)日;本立地センター「日本企業の海外立地ーメ
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タ…方式は，マキラド

道ヲ労{勤者の襲用

ピスの全てをおこない，

水

業{買れま生患に直接関連のある原材料，機械・設

備，生産管理ノウハウ等を提供するというもの

る。

いずれの方式においても，メキシコ倒的マキ

ラドーう?と盟墳を挟んで、立地ずる米露企業iJ!iJと

の擦には，生産要紫及び経済機能の面での補究

分担関採が形成されている。その関係は，具体

的には「ツイン・プラント」として現れている D

これは，米間企業が国境の爵倒に一つずつ双子

鴎係の生産工場安賓さき，メキシコ側の工場に原

材料や部品を投入して生渡部工そ行い，生主主さ

れた半製品やほぽ究成品に近い製品

製品，衣料製品等)を再度米国側工場に移し，

懇の検査等を経て米露圏内市場等へ投入すると

いうものである。マ"fラド

釣な生産を担当し，米関側は資本集約的，ある

いは技繍集約約な工粧や管土盟国を担当するとい

う分担際係となっている。

このように，マヰヤラドーラ経済閣においても

生産要梁や経消機能の分翠籍先関絡による

の構造が形成されており，これがマキラドーラ

経済閣の発麗に結びついている。

(2)移転融合霊の連結

とは，

成する地域間で，主に生産撃を索の…つである資

本(外棄)や専門的労働力が移転し，移転先醸の

現地資本(的資)との合弁や藤男などの形で融合

するタイプの連結である。現在の局地経欝鞠で

は特に資本の移転滋合が中心となっている。

このような移転融合裂の連結による効果は補

完分担型のそれより大きし先進的な授荷・設鎮

の移転，経営管理・生産管関等の知識・情報の移

転がもたらされ，より現地に定着する結果とな

キシコのマギラド…ラJ"産業立地JVOL.27，NO‘ 

7， 1988年， 44~47]言。

…滞日向…長~rマキラ}"-ラでの生鐙の実態とメリット J

rこと主義管滋.JVOL.34，NO.10， 1988年， 17~19J言。

つでいる G

外資による富接投資に焦点そ当ててみよう。

統計上む爺j約があるため島地経済題全体の動指

は正謹にはつかめないが，路地経済圏内の中接

拠点における外資の導入の状視そみたのが表-

3である。

中寓の関連する局地経誇薗の外醤投資受入れ

形惑は，合資:企業(合弁企業)，合作企業{合作経

，独資企業(100%外資企業〉のいわゆる

である。 いずれの籍地経溌

圏でも外菌慨の経営方針が貫きやすいというメ

リットから100%外資企業の持ぴが組対的に大

きくなっているが，これまで中心であったのは

合弁及び合作経嘗企業であり，伸びも怯黙とし

る。外資の移転及び、内畿との融合

が進んでいることを示じている。

禁予言経済謹についてさらに詳しくみると，香

港から広東省への外資進出〈香瀦企業及び外間

企業の容器現地法人による)とともに，広東省を

含む中出資本の容港への蓋接投資も

でおり，双方向の移転融合濯の連結構造が形成

されている。

における外関投資については，

銀行によれば，特に中閣の対香港投資(合弁や企

の伸びが目覚ましく，92年10月末で総投

資額は120憾ドゾレを紹え，畿大の投資国となって

いる。中国企業の香港企業紫綬の主な理由は，

資金寵達や控界へのビジネス爆開を容易にする

ためである九

双方向の移結融合型の連結による中国iJ!Uから

みた効果は，①香港企業から先進的な技術・設欝

がrt東脅へ移較され定着した，争香港企雪誌の経

営管理等の知識.1警報がもたらされ，

生産・経営管理水準の舟上と爵際市場の欝拓能

力の拡充につながった，ことなどである。

さらに加えると，筆高経済躍における移転融

合型の連結は，外資と内賓の連結だげではない。

9) E三本貿易援鍵会編 FジェトロセンサーJJ 1ヲ93年s月
号，
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表… 3 馬主役経済閣における外資受入れ形態別件数の推移(契約件数}

潟地経済霞 !外資受入形態
1987年 89年匁年 915f.構成比 91/87年平均 投資上位国

({，牛) (件) (件) (%) {中てF型転(%) (91年契約金額ベース)

合弁 213 品長2 477 68.3 22.3 1.香港
1_""，， 山町済特125:) 合作経営 45 58 61 8.7 7.9 2.日本

100%外繁 17 56 161 23.0 75.4 3.台湾

合計 275 556 5号吉 100.0 26.3 

海奪実両岸経済濁 合弁 31 55 54 25.4 14.宮 1.台湾
{度門緩済特区) 合作経営 6 10 34 16.0 54.3 2.~季滋

1 100%外資 13 136 125 58.6 76.1 3.議問
d広bz民基0'ふ 50 201 213 100.0 43.7 

環災海経済閣 合弁 93 267 627 67.4 61.1 上空診滋
(天津市，青島市 創作経営 16 36 83 8.9 50.9 2.米国
怨台市，大連市の言十) 100%外資 1 45 220 23.7 2き5.1 3‘台湾

合計 110 348 93合 100.0 70.5 4‘緯国
マキラドーラ緩済額 米国・メキシコ合弁 489 19.4 1.米国

{主主)t米国10告%出資 834 33.1 2. Eヨ放

メキシコ100%出資 1，告76 42.6! 3.カナダ

その他外密出資 l 123 4.91 

合 計 2，522 100.0 

{注) マキドーラ経済翻については?今ドーラ後録数。

(出所 rcド悶データファイル第8ffi恥]ETRO海外総資シリ…ズぬ319，1993若手

U.S.General Accounting Office，"U.S.-Mexican Trade説鈴改 Inv告はmentDataぺS日pt，19き2

華構経済閣の中核拠点である深刻では，外資だ

けではなく広く中間国内食業との連携(1内欝j

と呼ばれる)も閣られている。内聯の形式として

は，深刻企業と内経部企業による連合，探料金

と科学研究磯構等を連合させて設立する科学

新党，生産・飯売の一体先した企業集団などがあ

る。これらは，園内の各種の生態要素をと深捌で

結合させ，新しい形態の経済的連講を生み出し

ていると分新されている 10)。

マキラドーラ経清闘でも，米留意業とメキシ

コ企業の合弁による移転融合裂の連総がみられ

る。91年現在で登錬dれているマやラドーラ

議数2，522)の所有形態をみると，メキシコ100

%出資が全体の42.6%，米国100%出資が33.1

%，米鵠・メキシコ合弁治宝19.4%となっている。

メキシコ100克出資を除くと，外資系1，446件の

うち米罷・メ.:f-シコ合弁は約34%に達している。

マキラドーラへの外衰の移転融合によって，

メキシコ慨にとっては，議罵機会額出(91年現在

10)張燐や「アジ7沼小首震を屈指す経済特区と珠江デル

タ経済解放区 Jjl給部稔・5義元元綴Z飛躍する広東経済J

3もiや議案， 1994主ム 136~137頁。

でマキラド…ラ羅用数は約47万人入生産投街の

どの効果が生まれた。蒋に，最近のマキ

ラドーラでは，これまで一般的であった単純な

労働集約的加こにから，自動家やエレクトロニク

スそ中心に先端技荷を伴う

されつつある O ζのような，技術移転と

より高麗技指製品の生麓と輸出が可能となるな

どの効果が期待されている1九

ただ、し，マ.:f-ラドーラにおける技情移転の評

価として r進出企業内?は，たとえばQC

などを通じてある穂震技術移転が起きているが，

問題は議出企業から地元メキシコ企業への技術

移転のないことだりという見方もある 12)。これ

は一つには，マキラドーラ全体として100%内

100%外資の工場が相対的に多く，合弁に比

較して技術の務軽・定着が丹滑におこなわれて

いないことによると考えられる。

11)佐々水澗『一体化する北米経済-NAFTA時代の到

ぅ長…』日本貿易振興会， 1994生ふ 55真。

12) r日経産芸能楽庁間五四91年8112日，紙豪語30 ハパ・カリフ

ォルニニア自治大学のベラスケス教授の発言。
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表-4

107‘91 32.4 
33.61 50.9 
17.71 40.3 
7.51 39.9 

2 )箆接投資と貿易(輸出}の連結

島地経済圏における特徴的な連絡の務織とし

て，産接投資と輸出貿易の連結があげられる。

これは，外資を中心とする直接投資による生長室

加工磯能(工場〉の集積と，そこで生産主された完

成品の対外輸出が連動し，担乗的に拡大すると

いうメカニズムを意味する。その結果として，

局地経務額全体の生産額，貿易による外貨獲得

額が増大し，経済翻の成長が達成されてきた。

中国の関連する局地経済盤的中接拠点(都市・

経務特区)について，輸出総額に占める

{合弁企業，合作経営企業， 100%外資企業)の輸

出割合をみたのが表-4である。いずれの崩地

経済閣においても，ご三資企撲の輸出警合が全盟

平均に比較してかなり高い。探芳H特区では50%
を趨える水準に遣している。これは，

接投資と輪出が密接に連携していることを示し

ている。

主義務経誇踏の広東省では，香瀦からの委託加

よる建接投資は，ともに輸出指舟型

産業(輸出内替産業)の立地と成長をもたらし

家電製品(洗議機，鴎風機等)，衣料品(アパレ

ノレ，メリヤス等)，軽工業品{玩異，プラスティ

ック製品等)などの腐葉である。これらの輪出製

品の 8鵠強が香港に輸出され，そのうち 8割程

度が米酉に輪出されている O このような実患に

よって，投資と輪出の好橋環が生み出されてき

た。

海挟河岸経諮問では， 88年どろから台誇資本

の対中盤投資によって設立された工場が急増し，

それにともなって完成品・半製品の輪出が増え

るようになった。合湾企業の描総省選室内経草寺特

肢を中心とした対中顎投資と輸出の特徴は，輪

出摺製遊業への投資が多く，

で加工生産して，番遊を通じて米国等に輸出す
るケースが多いということである。このように

海戦両岸経済閣においても，投資と

リンケ)ジによる成長の構図がみられる。

マキラドーラ経済閣については，当初はマキ

ラドーラ製品は全て輪出が義務づけられていた。

外資による直披投資と輸出による外貨獲得のメ

カニズムの部出が明確に意図されていたのであ

る。

3 )世界・濁内・濁丹市場との連絡

島地経捺盤においては，世界市場・国内市場・

盟域内市場との連結構識が移成されており，こ

れが経済圏の形成と発震を促す護喪な条件とな

っている。ここでいう市場との連結講造とは，

局地盤語圏がこれら 3つの市場に聞かれており，

たとえば経済舗に立地する工場で全産された襲

品が， どのレベノレの事場へもアクセス可能であ

り，かつ投入されていることを意味する。

潟地経欝醤は全て世界に関かれている，すな

わち外向型であるととは先に述べた。しかし，

設界に関かれているだけでは輪出加工芭あるい

は忠由貿易地区などと変わらず，発艇と拡大に

も罷界が出でくる。より議獲であるのは，局地

経捧露における生産・繁易・物流などの経済活動

が，世界市場に加えて，間丹市場及び額。域内市

場に対しても鰐かれていることである。

当初は貿易を還して世界市場

を主な対象としていた。近年は中国国内や拡大

する華南経済醸の消費市場としてのポテンシャ

ルの高まりから，ぞれらに対する全産・嬢売が増

加しつつある。その結果，閉経済践の中心地域で

ある珠江デルタでは，製品の3分のlが国外に寂
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~-1 華務経済圏における市場への意義結構逃(様式隠}
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図-2 マキラドーラ経済閣における市場への連結構造(模式弱)
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され， 3分のlが中国内密部に威発され，残り3

分の1が広東省内で薮指されるに至っている問。

せられていたが，マキラドーラの活J性化を調っ

て規制jは徐々に綾和され閣内員長予言も認められる

ようになった。これrによって，マ今ラド…ラの

生懸拠点から，米国市場，世界市場そしてメキ

シコ市場に同時にアクセスが可能になった。

マキラドーラ経済醸では，メ二千シコ側におい

て，当拐は生産さ5れた製品の100%輪出義務が課

13)烹光機「改革・椅放の一歩先を行く広策経済」総務稔・

張元元綴 f飛践するjぶ際経済』発洋番勝， 1994年，
136~137威。

ある呂ヌドの大手家電メーカーは，マキラド

ーラ経済闘のツイン・プラントで生産きれたテ

レどの約3暫そメキシコなど米間以外の市場マ
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していた1九

華南経済圏及びマキラド…ラ経済患にみられ

る，市場への連結構造そ製品の流れとの関避で

示したのが翻-1及び図 2である。

造は類献している。路地経諦閣の中殺拠点・中心

地域で行われる委託加工(橋完分担嬰の連結)や

直接投資(移鉱融合裂の連結)によって生議され

る製品が，盟内車場・世界市場e圏内市場へ流還

する議事すなわち市場への連結権造が明白とな

る。

4.潟地経済盟における鱗護的連結

局地経撰醤は，異なる国家に属する地域によ

って構成される。このため，相涯に社会観箆や

社会システム{金融制震，企業会計指w芝，税制

度，不動産制度等〉の体系や水携の異なる場合が

一毅的である。このような「斜蜜・システムの不

は，外資の進出やビジネス活動にマイナ

スに{動き，経済圏内の経務員守連結，

~担害することにもつながる。

しかしながら，実繋の局地経済盟においては，

このような臨家の違いによる制護・システム

整合はかなり緩和され，制度の連結，すなわち

制度・システム謂の離欝の調整がなされている O

これが，銭度的運轄の意味である。

海峡湾岸経済鴎，環黄海経諦騒

など?は r経済務長三Jや「対外解放蔀市Jが中

国鎮の中核拠点となっている O 中級拠点は，中

冨の中で部分的に自由市場経済システムが機能

る地域として位置づけられる。すなわち，単

に外資鐙識や保設などの揖置がとられている拠

点、ではなく，交流指手地域{冨〉であ

湾，韓欝などの島由市場経済閣との社会能療や

社会システムの質的な格競や不獲合を最小限と

する機能をもった拠点として捉えられる。

崎地経撰轄においては，自治市場経誇メカニ

ズムを効果的に発陣容せていくために，つぎの

分野での社会制度・社会システムの連結(整会性

14) r日本経済新開s朝刊， 1992年10月21九紙綴11。

の確保)がおこなわれている。

〈じ弁連捜索市場に関わる制度・システム

労轍カの移動・雇用の自由保証，短患資

本市場形成，土地・不動産の所有権現定な

どに関連する制度・システム

舎商品市場に関わる都度・システム

生境問・潜費財の錨格決定，

の自由を保証するための制度・システム

禁南経済閣の広東省では80年代以時，外資の

積額約導入や輸出の譲興そ語的として，様々な

制度・システムの改替が密られてきた。たとえ

民外貨車場の適正北のための外貨讃整市場の

創設(80年)，企業の雇用の自由を録証した契約

努舗制度の導入(83年)，短期資本市場の形成な

どであるο

さらに， 90年以持深刻lでは勉の関丹都市との

麟争敦化を背霊堂に，市場経済メカニズムを一層

充実させるために，生産財車場の繋髄{外資企業

を遇じての主主謹対購入の自由化)，不動

産市場の盤鏑(土地使朋擦の譲渡などを認めた

「探ガ11特区土地管理条例」の公布)などがおこ

なわれたo

マキラドーラ経解題のメキシコ側では当初は，

認地範揮の限定〈罷境沿いの20キロ以内)や，製

品の国内販売の禁止などの観約があった。ぞれ

らが徐々に緩和され， I今謹での立地が認められ，

許可を条件に国内での販売が可能になるな

地や薮売市場の~由度が高まり，それを契畿に

一設と発震したという経緯がある。

W.結論及び今哉の課題

以上の論考をとおして，つぎの点が明らかに

なっ

。これまでの地域経静競合の枠組みで形成'd

れる「臨家共陀経済翻J とは，明らかに特

にした成長力に富む「持地経務鴎」

が形成されている。

@燥場経減額とは，主として国の一部地壌を

構成単位とし，護数匝に跨り，
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の経済的交流によって強く結びついた地礎

的にまとまった麗域のことである。

窃局地経済醸の構造原理として強幹にあるの

は r遊撃結の経済性j の創出と発揮であり，

それによって高い経捺パフォーマンスが達

成されている O

④勝地経済麗における「連結J 講造は，主に

空間的連絡，経諮的連結，制度的連携の 3

つから成っている。

告潟地経務闘のさ史詩的連結とは，異なる属J性

をもっ「中核拠点J r中心地域J r後背地譲J

の3つの経済揺動空間の連絡のことであるo

e見地経済閣の経善寺的連結とは，労イ毅カ・資

本・技繍等の生震要素滞の漣結，

物流等の経済機能閣の連結，碇接投資と

易(輸出)の壊結，閣議J13-閣内-t詮界の市場

への連結を主意味する。

⑦局場経済留の制度的連結とはラ自由経済市

主君システム シ

ステム等)を機能させる社会制度・社会シス

テムの地域開での驚異を整合住するという

ことである。

以上が，比較分析そとおして導上ちされる島地

経務闇の事議選イ反説である。これそ踏まえて今後

対応す吋ぺき謀題としては，大きくつぎの 2点を

指摘しておく。

CD本論で示したイ反説は，局地縁夜間がかなり

の程震発隈した段階での静態的な構造を主

に示したものである。局地経済閣の生成か

ら発畏に至るメカニズムを動態的構造とし

らかにすることが課題である。

命わが簡の地識が関わり，今後大きな発撲の

可能性を秘めている，環黄海経辞鶴や環日

本海経済関{交流鴎〉を対象に本絞説を産、揺

し，経務国形成のための条件整縫や施策展

開の方向を具体的に示唆していくことが課

題である。




