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アルフレッド ・ウ ェーパーの立地論（Weber 1909）は、生産拠点（工場）の立地選択につ

いて先駆的に研究したものであり、現代の企業の立地行動を考える際にも参考となる。ただし、

ウェーパーの立地論は、 1つの生産拠点が国内のどの場所に立地するのかを論じたものであり、

国内外に複数の拠点（生産拠点だけでなく研究 ・開発拠点や販売 ・マーケティ ング拠点なども）

を有するような現代の企業の立地行動を分析するのには限界もある。

本稿では、現代の企業の立地行動（とくに海外立地行動）を分析するためのフレームワ ークと

して、ウェーパーの立地論をどのように理論的に展開するべきかを考察する。第1に、サプライ

チェー ン（供給網）の視点からウェーパーの立地論の考え方を再整理するとともに、ウェーパー

の立地論の理論的展開を試みる。第 2に、日本企業のアジア立地とサプライチェーンを事例にし

ながら、ウェ ーパーの立地論の国際的適用（企業の海外立地行動への応用）について検討する。

2 ウェーパーの立地論の理論的展開

2.1 ウェーパーの立地論

ウェーパーの立地論は、生産拠点（工場）の立地を決める「立地要因」（立地因子）につい

キーワード：ウェーパーの立地論、サプライチェーン、日本企業のアジア立地
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図 1 ウェーパーの立地論の考え方
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出所） Weber (1909）邦訳書69～119頁を参考にして筆者作成。

て、費用の最小化の観点から考察しており、図 1に示されるように、立地要因として輸送費用

要因と生産費用要因を挙げているl）。

ウェーパーの立地論によれば、立地の輸送費用要因については、「原材料供給地からの原材

料の調達に関する輸送費用」と 「市場への製品の出荷に関する輸送費用Jをトータルて、最小化

するように考慮する必要がある。たとえば、原材料の輸送費用が製品の輸送費用に比べて高け

れば、生産拠点は原材料供給地に近接立地することが有利となり、逆に、製品の輸送費用が原

材料の輸送費用に比べて高ければ、生産拠点は市場に近接立地することが有利となる。

また、立地の生産費用要因については、労働費用を考慮することが重要である。低賃金労働

力が獲得できる地域（低賃金労働地）に立地すれば、労働費用が節約できるため生産費用は小

さくなる。 低賃金労働地を目指した立地は「労働指向立地」と呼ばれる。ただし、低賃金労働

地が輸送費用などの面で不利な場所であり、労働費用の節約以上に余分な費用がかかるなら、

労働指向立地は行われない。

もう 1つ重要な立地の生産費用要因として「集積の利益」がある。ウェーパーによると、集

積の利益とは、 1カ所で集中して生産規模を拡大すると生産費用が低減することであるが、生

産拠点の規模が拡大する場合と、複数の生産拠点が集積する場合がある。産業集積地では、 交

通 ・通信・電力・水道などのインフラストラクチャー（社会的生産基盤）が充実しており、ま

た、関連企業群も集積しており、このことが生産費用の低減に役立つ。ウェーパーは、複数の

生産拠点が集積する「社会的集積」を特に重視しているが、複数の生産拠点が輸送費用や労働

費用を考慮して偶然的に集積した 「偶然集積」と集積の利益を求めて必然的に集積した「純粋

集積」に分類している。

2.2 サプライチェーンの視点、

以上のようなウェーパーの立地論は、物流（原材料の調達や製品の出荷）や産業集積といっ
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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、現代の企業の立地行動

を分析する際にも基本的な理論となる。ただし、ウェーパーの立地論では 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）において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 ーパーの立地論を展開することが、事業

拠点の立地選択の論理を明らかにするために必要である。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2）。

図 1のウェ ーパーの立地論の図式における原材料供給地とは、原材料を供給する事業拠点

（原材料の供給業者や自社の原材料生産拠点）の立地場所であるとも考えられる。また、市場

とは、製品を購入する事業拠点（製品を購入する顧客企業や自社の販売 ・マーケティング拠点）

の立地場所であるとも考えられる。いいかえれば、図2に示されるように、上流の事業拠点か

らのインプッ ト（原材料の調達）と下流の事業拠点へのアウトプッ ト （製品の出荷）といった

事業拠点聞のサプライチェーンとして認識できる3）。 立地分析の焦点となる事業拠点にとって、

主要な原材料供給地 （上流の事業拠点の立地場所）と主要な市場（下流の事業拠点の立地場所）

とを把握することが基本となる。

図2 サプライチェーンの視点、

＝つl事業拠点

インプッ ト
｜＝ゴ＞
アウトプット

（原材料の調達） （製品の出荷）

出所）筆者作成。

事業拠点聞のサプライチェー ンは地理的には 2つのタイプがあると考えられる。 1つは、 事業

拠点聞が地理的に近接したサプライチェーンであり、特定の地域内でサプライチェーンが編成

されるので、 ローカル・サプライチェ ーンと呼ぶこともできる。もう lつは、事業拠点聞が地

理的に離れたサプライチェ ーンであり、とくに国境を越えてのサプライチェ ーンはグローパル ・

サプライチェ ーンと呼ぶこともできる。実際のサプライチェーンは、2つのタイプが複合したも

のであり、サプライチェーンのある部分はローカルに、ある部分は夕、ローパルに編成されている。

事業拠点聞が地理的に離れたサプライチェーンにおいては、原材料の調達や製品の出荷といっ

た物流上の問題が重要となる。 一方、事業拠点聞が地理的に近接したローカル ・サプライチェ ー

ンでは、物流上の問題は小さい。むしろ、ローカル ・サプライチェーンにおいては、集積の利

益（とくに複数の拠点が集積する利益）の獲得が注目される。ウェーパーは、費用最小化の観
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点から立地要因を考えているため、関連企業群の集積が生産費用の低減に役立つというように、

集積の利益も費用低減要因としてとらえている。だが、ローカル ・サプライチェ ーンを通じた、

事業拠点間での対面接触型のコミュニケーションは、取引費用などの費用低減だけでなく、収

入（売上高）増加や事業活動の高付加価値化にもつながる可能性があり得る九

2.3 小括

以上のように、本稿では、サプライチェーンの視点からウェ ーパーの立地論（とくに物流お

よび産業集積の考え方）を再整理することで、現代の企業の立地行動を分析するフレームワ ー

クとして活用できるよう理論的展開を行う。

理論的な展開のポイン 卜を再度、確認する。第 lに、企業の複数拠点立地や企業間ネッ トワー

クを念頭において、ウェ ーパーの立地論の想定する原材料供給地や市場をとらえ直す。つまり、

原材料供給地をサプライチェーンにおける上流の事業拠点（原材料の供給業者や自社の原材料生

産拠点）の立地場所として位置づける。また、市場をサプライチェーンにおける下流の事業拠

点（製品を購入する顧客企業や自社の販売 ・マーケティング拠点）の立地場所して位置づける。

第2に、地理的に離れた事業拠点とのサプライチェーンと地理的に近接した事業拠点とのサ

プライチェーンの 2つの側面を把握することで、ウェ ーパーの立地論での輸送費用と集積の利

益といった立地要因の議論を統合的にとらえ直す。つまり、地理的に離れた事業拠点とのサプ

ライチェ ーンにおいては輸送費用に着目する一方で、地理的に近接した事業拠点とのサプライ

チェーン（ローカル ・サプライチェーン）では輸送費用に加えて集積の利益にも着目する。集

積の利益には、ウェーパーが論じていないような、収益増大や事業活動の高付加価値化も含め

ることにする5）。

なお、 上流の事業拠点（原材料供給地）と下流の事業拠点（市場）、地理的に離れた事業拠

点と地理的に近接した事業拠点といった 2つの切り口から、サプライチェ ーンの区分と立地要

因について、表 lのように整理できる。

表 1 サプライチェーンの区分と立地要因

地理的に離れた事業拠点と 地理的に近接した事業拠点

のサプライチェーン とのサプライチェーン

上流の事業拠点（原材料供給 インプット（原材料の調達） インプット（原材料の調達）

地）とのサプライチェーン に関わる輸送費用が大きい に関わる輸送費用が小さく、

集積の利益も獲得できる

下流の事業拠点（市場）との アウトプット（製品の出荷） アウトプット（製品の出荷）

サプライチェーン に関わる輸送費用が大きい に関わる輸送費用が小さく、

集積の利益も獲得できる

出所）筆者作成。
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3 ウェ ーパーの立地論の国際的適用

以上のようなウェーパーの立地論は、企業の海外立地行動を分析する際にも応用（国際的適

用）できる6）。 以下では、日本企業のアジア立地を事例にして、ウェーパーの立地論の国際的

適用について検討する。

3.1 日本企業のアジア立地とサプライチェーン

日本企業のアジア現地法人のサプライチェーンについては、ウェーパーの図式を応用した図

3から検討することができる。日系アジア現地法人にとって、主要な原材料供給地（上流の事

業拠点の立地場所）が現地なのか、日本なのか、第三国なのかに着目する。また、主要な市場

（下流の事業拠点の立地場所）が現地なのか、日本なのか、第三国なのかに着目する。上流や

下流の事業拠点が自社（親会社）なのか、日系の供給業者や顧客企業なのか、地場等の供給業

者や顧客企業なのかにも着目することになる。

図3 日本企業のアジア現地法人のサプライチェーン

現地or日本or第三国 現地or日本or第三国

アジア進出国

一二〉｜ 日系現地法人 ｜仁二二〉

インプット アウトプット

（原材料の調達） （製品の出荷）

自社or日系の供給業者

or地場等の供給業者

出所） 筆者作成。

自社or日系の顧客企業

or地場等の顧客企業

次に、日本企業のアジア現地法人（製造業）の仕入高内訳および売上高内訳のデータ（経済

産業省「海外事業活動基本調査」）を使って、日本企業のアジア現地法人のサプライチェ ーン

の特徴を見てみる。

図4は、日系アジア現地法人の仕入高内訳データから、原材料の調達物流の特徴について示

している。2010年度において、日系アジア現地法人は、仕入高の 24.6%を日本の親会社から

輸入している。また、現地の日系企業からの調達は仕入高の 17.5%を、現地の地場企業等か

らの調達は 41.2%を占めている。第三国（アジア域内）からの輸入も 10.6%ある。

また、図 5は、日系アジア現地法人の売上高内訳データから、製品の出荷物流の特徴につい

て示している。日系アジア現地法人は、売上高の 16.8%を日本の親会社に輸出している。ま

た、現地の日系企業への販売は売上高の 24.8%を、現地の地場企業等への販売は 34.8%を占
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図4 日系アジア現地法人の調達物流 （2010年度の仕入高内訳データ）

アジア進出国 日本

第三国から輸入
（アジア域内）

10.6~色

現地調達（地場
企業等）

ll41.2% 

LJ17.5% 

現地調達（日系
企業）

白本から輸入
（親会社）
24.6% 

出所）経済産業省「海外事業活動基本調査」より筆者作成。

図5 日系アジア現地法人の出荷物流 （2010年度の売よ高内訳データ）

アジア進出国

第三国への輸出 ｜現地販売（地場
（アジア域内） ｜企業等）

15.8号色

6.5呼色
第三国への輸出
（その他）

出所）図4と同じ。

T % 

！日系現地法人 1

1 24.8% 

日本への輸出
（親会社）

16.8% 

日本

表2 日系アジア現地法人（製造業）の現地調達・現地販売の割合

現地調達の割合 現地販売の割合

2001年度 43. 9% 47. 9% 

2004年度 50. 6% 49. 5% 

2007年度 58. 3% 56. 5% 

2010年度 58. 8% 59. 5% 

出所）図4と同じ。
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めている。第三国（アジア域内）への輸出も 15.8%ある。

以上のデータから、日本企業のアジア現地法人は、日本（とくに親会社）との間でサプライ

チェーンを構築しているだけでなく、現地の日系企業や地場企業等との間でサプライチェーン

を構築していることが認識できる。表 2からも確認できるように、 2000年代以降、日系アジ

ア現地法人の現地調達 ・現地販売の割合は増加傾向にあり、アジア進出国におけるローカル ・

サプライチェーンの編成が急速に進展してきたといえる7）。

3.2 日系中国現地法人の沿海部立地とサプライチェーン

日本企業のアジア立地を国 ・地域別に見てみると、中国（香港を除く）の割合が高く、また

割合が上昇してきた。東洋経済新報社編『海外進出企業総覧（国別編）』の海外現地法人数デー

タでは、 2001年において、日本企業の中国現地法人数は 2647杜であり、アジア現地法人数

(9989社）全体の 26.5%を占めている。2011年においては、日本企業の中国現地法人数は 5695

社に増加し、アジア現地法人数（14577社）全体の 39.1%を占めるに至っている。近年、中国

での反日リスクなどを背景にして日本企業の 「脱中国依存」の動きもみられるものの、市場規

模の大きさから中国立地は今後も軽視できないと考えられる。

日本企業の中国立地は、沿海部の特定の大都市部に集中立地している。 2001年の中国現地

法人数（2647社）のうち、上海市に 736社（中国全体の 27.8%）、江蘇省に 372社 Cl4.1%）、

広東省に 346社 (13.1%）が立地しており、これら上位3地域で中国全体の 54.9%を占めてい

る。 2011年においては、中国現地法人数（5695社）のうち、上海市に 1996社 （中国全体の

35.0%）、広東省に 903社 (15.9%）、江蘇省に 878社 (15.4%）が立地しており、上位3地域

の中国全体に占める割合は 66.3%へと拡大している。近年、日本企業の中国内陸部への立地

も進みつつあるが、沿海部の特定地域への集中立地は依然として顕著である。

日本企業の中国への事業展開が本格化したのは 1990年代以降であるが、日本企業の中国立

地が沿海部に集中している背景としては、日系中国法人のサプライチェーンの初期の特徴が挙

げられる。 1995年度の日系中国現地法人（製造業〉の仕入高内訳および売上高内訳のデータ

を見ると、原材料の調達では、日本からの輸入の割合が 49.1%を占めており、第三国からの

輸入の割合も 21.8%ある。一方で、現地調達の割合は 29.1%に過ぎなし、。また、製品の出荷

では、日本への輸出や第三国への輸出の割合がそれぞれ 29.0%、26.3%を占めており、現地販

売の割合は 44.7%と比較的小さい。

以上のように、日本企業の中国現地法人は、当初、日本と第三国を含むグローパルなサプラ

イチェーンの中に位置づけられており、国際物流上で有利な中国沿海部に集中立地したと考え

られる。この初期条件が、その後も、日系中国現地法人を沿海部に持続的に立地させる原因と

なっていると推測される8）。

日系中国現地法人の現地調達や現地販売が拡大しでも、取引先の供給業者や顧客企業も中国
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表3 日系中国現地法人の沿海部立地とサプライチェーン

1990年代 2000年代

サプライチェーン 日本や第三国とのグローバルな 中国沿海部に偏ったローカルな

の特徴 サプライチェーンが中心 サプライチェーンが編成

沿海部立地の主な インプット（原材料の調達）やア インプット（原材料の調達）やア

要因 ウトプット（製品の出荷）に関わ ウトプット（製品の出荷）に関わ

る輸送費用 る輸送費用および集積の利益

出所）筆者作成。

沿海部に立地しているのならば、輸送費用面で沿海部立地が有利であり、中国内陸部に立地展

開することにはつながらない 9）。すなわち、中国圏内でのサプライチェーンの編成は、主とし

て、沿海部の主要地域に偏ったローカル・サプライチェーンとなっていると考えられる。中国

沿海部の賃金が高騰するなかで、中国内陸部市場の開拓を進めようとする日本企業が一部の事

業活動の立地を沿海部から内陸部へと転換していくと推測されるが、沿海部立地はローカル・

サプライチェーンを通じた集積の利益の獲得の面でも有利であり、内陸部への立地展開は限定

的にならざるを得ない 10）。つまり、日系中国現地法人の沿海部への集中立地の主な要因は、

1990年代においてはインプッ ト（原材料の調達）やアウトプット（製品の出荷）に関わる輸

送費用であったが、 2000年代においてはインプット（原材料の調達）やアウトプット（製品

の出荷）に関わる集積の利益も重要になってきたと考えられる（表3を参照）。

3.3 グローパル・サプライチェーンの政策的側面

日本企業の中国現地法人などアジア現地法人において、現地販売の割合が高くなってきてお

り、現地の市場をターゲットとした立地の側面が強くなってきているが、現地の市場をターゲッ

トとした生産拠点の立地としては、現地に立地する以外に、日本に立地し、日本から製品を出

荷（輸出）する方法も考えられる。また、第三国に立地し、そこから製品を出荷（輸出）する

方法も考えられる。

アジアの現地の市場をターゲットとした日本企業が、日本の生産拠点から輸出するのでなく、

現地に生産拠点を立地する論理を整理するために、アジア諸国政府の輸入代替型工業化政策に

対応した日本企業のアジア立地のケースを考えてみる 11）。

大手の電機メーカーや自動車メーカーなど日系大手企業によるアジア諸国（主に、タイやマ

レーシアなど東南アジア諸国）への現地生産拠点の設置は早くも 1960年代には開始されたが、

主として、アジア諸国政府の輸入代替型工業化政策に対応したものであった。輸入代替型工業

化政策は、外国からの輸入を圏内生産に代替することにより自国の工業化を進める政策である

が、関税などの保護貿易措置と法人税の免除などの外資優遇措置によって、現地販売を目的と

した多国籍企業（外資系企業）の現地生産拠点を誘致する。
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この時期のアジア諸国は、労働費用上の利点があるにしても、インフラストラクチャーが未

整備で、また、所得水準の低さから市場規模も小さいなど、立地環境は良好ではなかった。し

たがって、アジア諸国政府により輸入代替型工業化政策（保護貿易措置や外資優遇措置〉が行

われていなければ、日系大手企業も生産拠点を設置することにはならなかったと推測される。

輸入代替型工業化政策による日本企業のアジア立地に対する効果を整理すると、以下のよう

になる。

日本での生産費用を町、アジア諸国での生産費用を Pa、日本からアジア諸国への製品の輸

送費用を Tf、日本からアジア諸国への原材料の輸送費用を Tmとすると、「Pj+Tf<Pa+Tm」

であるならば生産拠点を日本に立地した方が有利であり、逆に、「Pj+Tf>Pa+Tm」である

ならば生産拠点をアジア諸国に立地した方が有利である。輸入代替型工業化政策が行われると、

保護貿易措置により Tfが政策的に引き上げられ、外資優遇措置により Paが政策的に引き下

げられることになる。そのため、「Pj+Tf>Pa+Tm」といった条件が満たされ、日本企業の

アジア立地が促進されると考えられる（図6を参照）。

図6 輸入代替型工業化政策に対応した日本企業のアジア立地

アジア進出国 日本

製品の輸送（Tf)

.... @ 
J ・1圏内生産拠点（Pj) 

川 原材料の輸送（Tm)

現地生産拠点（Pa)

出所） 筆者作成。

なお、上記のケースでは、原材料供給地は日本にあり、日本国内での原材料の調達に関する

輸送費用は無視できるほど、小さいと想定している。また、同様の理由で、アジア進出国内での

製品の出荷に関する輸送費用も省略している。

輸入代替型工業化政策に対応した日本企業のアジア立地のケースからわかるように、現地政

府の保護貿易措置により製品の輸送費用が政策的に引き上げられるなど、グローパル・サプラ

イチェーンの編成においては政策的な影響を受けることになる12）。 こうした政策的な側面は、

ウェーパーの立地論を国際的に適用する際に留意すべき点である。

3.4 日本企業のアジア立地とサプライチェーンの再編成

日本企業のアジア立地とサプライチェ ーンは、大まかにいえば、段階（1)「日本から原材料

を現地に持ち込み、現地販売のための製品を現地生産する形」から、段階（2）「日本や第三国
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への輸出のための製品を現地生産する形Jへ、さらには段階（3）「現地の市場規模が大き くな

るのに伴って、再度、現地販売のための製品を現地生産する形」へと再編成してきたと考えら

れる13）。段階（3）においては、原材料の現地調達も進展してきた。また、段階（3）では、日

本企業が多数立地するアジアの特定の大都市部においてローカルなサプライチェ ーンも強化さ

れつつあると考えられる14）。

今後の日本企業のアジア立地とサプラ イチェー ンの動向を考えるうえでは、日本 ・アジア諸

国におけるグローパル ・サプライチェーンに影響を与える政策的側面にも着目する必要がある。

東南アジア諸国の地域経済統合など、アジアにおける地域経済統合が進展していくと、各国政

府が保護貿易措置により政策的に輸送費用を引き上げるのは難しくなる。

たとえば、日本企業の東南アジアへの立地先の候補としては、タイやマレーシアなど東南ア

ジア中心国だけでなく 、近年、ベトナムやミャンマーといった東南アジア周辺国が注目されて

いる。ただし、労働費用は中心国よりも周辺国のほうが安いが、周辺国はインフラストラクチャー

が未整備で、関連企業群（供給業者や顧客企業）の集積が脆弱であるため、周辺国が中心国よ

りも立地環境上有利であるとは必ずしもいえなし、。現在は、保護貿易措置（つまり、政策的な

輸送費用）が存在するため、日本企業が周辺国の市場を確保するうえで、現地販売向けの現地

生産拠点の設置が有利であるにしても、東南アジア諸国の地域経済統合が進んだ場合、中心国

の生産拠点から周辺国市場へと製品を出荷した方が有利となる可能性もあろう。なお、相手国

市場に近接して複数の日系企業が立地し、現地でローカル ・サプライチェーンが構築されると、

集積の利益が発生し、それが現地の市場開拓に不可欠な要因になる可能性がある。そのため、

地域径済統合が本格的に進展する前に、東南アジア周辺国にどの程度、ローカル・サプライチェー

ンが形成されるのかも、今後の日本企業の東南ア ジアへの立地戦略を左右して くると考えられ

る15）。

4 おわりに

本稿では、サプライチェ ーンの視点からウェ ーパーの立地論を再整理しながら、ウェ ーパー

の立地論の理論的な展開や国際的な適用を試みた。日本企業のアジア立地を分析し、今後の展

開を読み解くためには、日系アジア現地法人のインプット（原材料の調達）やアウトプット

（製品の出荷）といったサプライチェーンを検討することが重要である。日本企業のアジアに

おけるサプライチェーンは、ある部分はグローパルに編成され、ある部分はローカルに編成さ

れると考えられる。グローパル ・サプライチェーンの編成には、インプットやアウトプットに

関わる輸送費用が関係しているが、こうした輸送費用には保護貿易措置といった政策的な輸送

費用も含まれる。一方、ローカル・サプライチェーンの編成においては、イ ンプッ トやアウト

プットに関わる輸送費用とともに集積の利益が関係していると考えられる。

日本企業のアジア立地とサプライチェーンの編成について、より具体的に検討するためには、



ウェーパーの立地論の理論的展開と国際的適用について（鈴木） 127 

事業活動の特徴（業種や企業機能など）を踏まえた事例研究を積み重ねていく必要がある。ま

た、日本企業の立地先であるアジア諸国・諸地域の立地環境上の特徴を掘り下げて把握する必

要がある。こうした点は、今後の課題としたい。

注

1）ウェーパーの立地論についての論述は、 Weber(1909）邦訳書 69～71頁、 94～96頁、 113～119頁を

参照した。ウェーパーの立地論の考え方については、すでに鈴木 (1994）で論じている。

2）現代の企業の立地行動を分析するために、ウェーパーの立地論をどのように展開すべきかについては、

鈴木（2009）でも論じている。

3）供給業者や顧客企業との取引関係の視点などは、マイケル・ポーターの競争優位論（Porter1986, 1990) 

を参考にしている。なお、サプライチェーンは、物流以外の様々な関係を含めて、ビジネスチェーンと

呼ばれることもある。

4）ローカル ・サプライチェーンを通じた集積の利益は、より具体的にいえば、地理的に近接した各事業

拠点のスタッフ（技術情報を有するエンジニアや市場情報を有する営業スタ y フ等）が対面接触型のコ

ミュニケーションを行うことで発生すると考えられる。特定地域内に立地する事業拠点のスタッフ相互

のコミュニケーションは、滋在的な取引関係にある事業拠点（新たに取引関係となる可能性がある事業

拠点）を含めて行われ得るところが、とくに重要である。

5）ウェーパーの立地論は立地の費用要因しか取り扱っていないが、その後の立地論研究者は立地の収入

要因も考察している。たとえば、グリーンハッ 卜 （Greenhut,1956）は、顧客との密接な接触が製品の

需要を増加させる影響に注目し、顧客の気まぐれや迅速な配送の必要性などを原因とした、立地の収入

増大要因（市場への接触の利益）について論じている。また、フーヴァ ーとヴァーノン（Hooverand 

Vernon, 1959; Vernon, 1960）は、 ニューヨーク大都市圏の工業立地研究を通じて、外部経済型の生産

活動（とくに関連する企業群との対面接触が不可欠な 「コミュニケーション指向型」の生産活動）が産

業集積の進んだ核心部に立地し続けることを論じており、外部経済（集積の利益）を活用した事業活動

の高付加価値化を示唆しているとも考えられる。

6）立地論は、もともと企業の圏内地域における立地行動を分析するものであるが、企業の海外立地行動

の分析に応用することは十分に可能である。ヴァーノン（Vernon,1966）が、ニューヨーク大都市圏

の工業立地についてのフーヴァ ーとの共同研究をベースにして、アメリカ多国籍企業の海外立地行動を

先駆的に研究している。また、多国籍企業論を体系化したダニング（Dunning,1988等）は、多国籍企

業研究に不可欠の視点として、企業優位性（所有優位性）や内部化とともに立地の重要性を指摘してい

る。ただし、立地を正面から研究した多国籍企業研究はまだまだ不足していると考えられる。なお、デイツ

ケン（Dicken,1998, 2011）は、生産連鎖やグローパル生産ネッ卜ワークという概念で、世界的規模で

の産業集積簡のネッ トワークについて論じているが、ウェーパーの立地論のようなミクロの企業の立地

行動の観点からの考察が弱い。

7）アジア進出国におけるローカル・サプライチェーンの編成においては、現地調達 ・現地販売の拡大と

ともに、地場等の供給業者や顧客企業との取引拡大も進んできたことが挙げられる。

8）日本企業の中国立地については、鈴木 ・李 ・萎（2005）や鈴木 ・朱 ・張 （2011）などを踏まえて論じ

ている。

9）とくに日系の供給業者や顧客企業は中国沿海部に集中立地していると考えられる。また、日系中国現

地法人がターゲットとする現地の富裕層が沿海部大都市に集中していることも関係していると考えられる。
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10）日系中国現地法人（製造業）の現地調達の割合は、1998年に 41.4%、2001年に 45.8%、2004年に

47.7%、2007年に 58.6%、2010年に 64.6%と上昇してきた。また、現地販売の割合も、 1998年に 52.4%、

2001年に 53.1%、2004年に 53.5%、2007年に 60.6%、2010年に 69.2%と上昇してきた（データは、経

済産業省「海外事業活動基本調査」）。本稿では、こうした現地調達 ・現地販売の増大にもかかわらず、

日系中国現地法人が内陸部に立地せずに沿海部に立地し続けるのは、主な供給業者や顧客企業も沿海部

に立地しているために、輸送費用の面で‘沿海部立地が有利て、あるのに加えて、中国沿海部でのローカル ・

サプライチェーンを通じた集積の利益が原因であると考えている。

11）アジア諸国政府の輸入代替型工業化政策に対応した日本企業のアジア立地については、すでに鈴木

(2009）等で論じている。

12）関税などの保護貿易措置は、「政策的な輸送費用」と呼ぶこともできる。フーヴァー（Hoover,1948) 

が市場地域モデ、ルを使って、国境を越える際に輸送費用が政策的に引き上げられることを論じているO

13）段階 (1)は、主として輸入代替型工業化政策に対応している。段階（2）は、現地のインフラストラ

クチャーが整備され、生産費用上の優位性が高まってきたことが背景にあると考えられる。ただし、業

種によっては、このような段階的な変化が明確ではない場合もある。たとえば、自動車産業においては、

現地市場をターゲッ卜とした生産拠点としての役割が一貫して高く、段階（2）においても輸出拠点の役

割は相対的に低いと考えられる。一方、アパレル産業においては、段階（3）においてもアパレル製品の

日本市場向けの輸出拠点の役割が相対的に大きいと考えられる。

14）なお、段階（2）から段階（3）において、中国への立地が増大してきたことも、日本企業のアジア立

地とサプライチェ ーンの再編成に影響を与えている。 日本企業のアジアにおけるサプラ イチェーンは、

シンガポールやバンコクなどをハブとした東南アジアでの経済圏に加えて、上海などをハブとした中国

での経済圏に対応した形で再編成されてきたと考えられる。

15）日系アジア現地法人がどのような種類の事業活動をどの程度、東南アジアの中心国から周辺国へと立

地展開していくのかが、重要な論点となると考えられるO
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The Theoretical Development and International 
Application of Alfred Weber’s Location Theory 

Y otato Suzuki 

Summary 

This paper reassesses Alfred Weber’s location theory from a supply chain 

perspective while describing the theory’s development and its practical applica 

tion, in an international context, for explaining companies’decision-making 

process in choosing overseas locations. 

When analyzing Japanese company locations elsewhere in Asia to predict 

potential new locations, it is important to consider local operations’supply 

chains in terms of inputs (raw materials procured) and outputs (product ship-

ments). 

Japanese companies' supply chains in Asia are in part, globally configured 

and in part, locally configured. The global supply chains are influenced by trans-

portation costs relating to inputs and outputs. These transportation costs usu 

ally include such items as policy-based protectionist tariffs. The local supply 

chains are influenced by economies of agglomeration as well as by transportation 

costs. 
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