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中国企業のイノベーション戦略 

～美的集団を事例として～ 

１．はじめに 

中国は 1978 年からの「改革開放」政策の実施によって、海外直接投資（FDI）とともに技術の移

転を積極的に誘致してきた。もともと資金もなく、技術もなく、貧困な中国はこれによって、飛躍

的な経済発展を成し遂げ、「世界の工場」となり、すでに世界第二の経済大国となった。 

しかし、世界経済の減速と情報技術のプロセスの加速のコンテキストによって、中国の伝統的製

造業における、人口学的配当とコストの優位性はもはや過去のものとなった。現在、中国の産業を

見ると、インターネットの爆発的な普及を背景に、外資系企業の遮断といった保護政策の下で、百

度（Baidu）・阿里巴巴（Alibaba）・騰訊（Tencent）などのインターネット企業が急成長を遂げた。

また、華為（Huawei）・中興（ZTE）をはじめとした ICT 企業も独自の発展を遂げた。これらの一

部の産業では「高度化」ができたが、多くの雇用を生み出す製造業でどこまで進んだかは、中国経

済の構造転換にとって、さらに重要である。そこで、事例を観察し、必要な理論的整理を試みるな

かで、中国の製造業において伝統的なビジネスモデルがどのように変更され、開発モデルが変化し

たかを明らかにしたい。 

 

２．問題意識 

 報告者はこれまでの研究において、国家戦略の視点から、中国が政策主導で、段階的に海外の資

金・技術・人材をうまく利用し、経済発展を促してきたことを明らかにした。すなわち、中国にお

ける技術移転戦略の展開について、まず、計画経済期におけるソ連との関係の変化に沿って時期を

区分してまとめた。そこから、ソ連の援助により構築された技術移転戦略を明らかにした。こうし

た歴史的検討から、この時期に中国における技術移転戦略の原型が確立されたことを明らかにした。

すなわち、①政府が意図的に技術を選別し導入する、②重工業製品の生産財を補足し、工業基盤を

形成する、③技術の共有化、④機械・設備などのハード技術と技術情報・人的資源などのソフト技

術の両立した導入、である。さらに、1979 年からの「改革・開放」政策の展開における、中国の技

術移転戦略の変遷についても、それを原点として検討した。すなわち、経済特区から経済技術開発

区、そして「三沿」開放都市、高新技術開発区という特定地域への外資導入政策の変遷に伴い、移

転の主体となる企業の形態も「合作企業」から「合弁企業」、「独資企業」へと変化したこと、さら

に移転の対象も機械・設備から管理ノウハウ、研究開発技術と変化してきたことを明らかにした。 

 本報告では、これまでの研究を踏まえ、さらに Midea 社のケーススタディーを通じて、経済転換

期に向っている中国の伝統製造業企業がどのように、イノベーションを行い、自らの技術力を育て

ていくのか、また、国際競争力を高めていくのかを検討したい。 

 

 

卫娣（同志社大学） 
WEI DI (Doshisha University) 
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３．美的集団の事例 

こうした問題意識に基づき、報告者は、2016 年 11 月に広東省仏山市順徳区を訪問し、中国の家

電産業を代表する美的集団（Midea）で、聞き取り調査と資料収集をした。 

 家電業界は、中国各産業のなかで国際化と市場化の度合いが最も高い産業の一つである。1980 年

代から、中国の家電産業は技術移転・安価な労働力によって、大きな優位性を発揮し、「世界の工場」

を代表する分野であった。Midea 社も 1980 年代から 90 年代にかけて、外国企業との「合作」・「合

弁」によって、新製品・技術を導入した。 

 2000 年代に入ると、ますます熾烈になる競争だけでなく、外資企業がハイエンド技術を封鎖した

ため、中国の家電業界が生産を維持するためには、低コストの優位性のみに頼ることができない。

業界の画期的な変革が差し迫っている。こうした状況の下で、Midea 社を含む多くの企業は、イノ

ベーションがいかに重要であるかを認識している。 

 Midea 社では資金調達・人材誘致の面に力を入れ、企業内でのイノベーションが展開しやすい環

境が整備されつつある。また、2012 年に順徳本部に設立した美的全球創新中心（美的グローバルイ

ノベーションセンター）をはじめ、世界各国に研究センターを設立した。さらに、中国の科学研究

機構だけでなく、国際科学研究機構と連携をとり、自らのイノベーション力を育てている。そして、

海外への投資と M&A の利用は、Midea 社の海外市場影響力と国際競争力の向上、労働集約型の製

造業からファクトリーオートメーションへのアップデートを促進した。具体的な内容は、予稿集で

は紙幅の制限上、掲載できないため、報告同日に詳述する。 

 

 

参考文献 

卫娣〔2014〕｢中国における外資導入政策と技術移転｣（『経済学論叢』同志社大学経済学会第 66 巻第 2 号，223-254

頁）。 
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経営学会編『比較経営研究』第 40 号，76-96 頁）。 

徐航明〔2014〕『リベース・イノベーション 2.0 世界を牽引する中国企業の「創造力」』CCC メディアハウス。 
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躍進している中国スマホ企業の光と陰 

―国内トップだった小米の盛衰を中心に― 

 
陳晋（立命館大学） 

Jin Chen (Ritsumeikan University) 

 

本研究では中国のスマホ市場において、2014年、2015年に 2年連続で市場出荷台数トップの座を占め

た中国新興企業小米（Xiaomi＝シャオミ）の急成長から減速・衰退へ転換した事例を中心にして、世界

市場で躍進している中国スマホ企業の成長要因と潜在問題を分析する。これにより、日中企業へのイン

プリケーションを探りたい。 

中国のスマホ市場は 2012年にアメリカを超え世界最大の規模になり、現在では世界市場の約三割を占

めている。同時に、中国スマホ企業の出荷台数について、世界市場でのシェアは 2011年の 20％未満から

2016年の 40％以上に急速に躍進している１
。中国スマホ市場におけるメーカー別のシェアを見ると、2013

年まではトップになったのは全て外資企業だった。その中で、小米は 2011年後半からスマホ販売を開始

すると、わずか 3年で中国スマホ市場出荷台数のトップに踊りだし、2年連続トップの地位を維持した。

しかし、その成長率から見ると、2013 年には前年比 184%、2014 年には同 187%と急成長したが、2015

年には同 24%増と成長速度も緩やかになり、さらに 2016年には同 36%減と衰退し始め、市場順位もトッ

プから 5位に落ちた。（図 1参照）。 

 

   (％)                                          (百万台) 

 
図 1 中国携帯電話市場の出荷台数と上位 5社のシェアの推移（2010〜2016年） 

      注：2014年～2016年のフィーチャーフォンの出荷台数は非常に少なく、かつ資料不足で省略。 
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      出所：米 IDCとドイツ Statista及びニュース上などの公開資料に基づき、筆者作成。 

 

中国では小米の成功要因を論じた本は 2014年から 2016年 12月までに、すでに 20冊以上に達してい

る２。日本での小米の研究については、破壊的イノベーションの成長プロセス（陳 2014）、顧客価値志向、

構成要素の連動、ダイナミックな変化など競争優位をもたらしたビジネスモデル（胡 2014）、中国のニ

ーズに合わせてサービスで利益を追求する企業戦略（陳 2015）などがあげられる。ただし、いままで小

米を研究した文献はほとんど急成長段階でその成功経験からまとめられたものであり、その成長減速と

衰退を加えてトータルに分析する文献はまだ見られない。 

本研究では中国スマホ市場とスマホ業界の変化を外部環境の要因として、小米ビジネスモデルの形成

と移り変わり、およびその強みと弱みを内外上位他社と比較しながらトータルに分析していきたい。ち

なみに、中国スマホ企業の成長パターンの分析から、中国企業のグレードアップ戦略や日本企業の対中

戦略に対するインプリケーションを示したい。 

競争優位には、基本的にコスト・リーダシップと差別化の二つのタイプがある（Michael E. Porter 1985）。

競争優位の確立は、経営戦略論の観点から企業内部と外部の諸要因の適合（fit）が欠かせない。企業の

競争優位を分析するバリューチェーン・フレームワークは、企業の事業活動を機能ごとに分類し、どの

部分（機能）で付加価値が生み出されているか、競合と比較してどの部分に強み・弱みがあるかを分析

し、事業戦略の有効性や改善の方向を探る。 

 企業間の競争パフォーマンスの格差は、中長期的に見た場合、個別の企業戦略との違いよりは、むし

ろ深層的な経営資源(resource)や競争能力(capability)の格差に基づく（藤本 1995）。一方、インターネット

やモバイルの時代、企業が成功するためには、消費者の共創やコミュニティ化、およびキャラクターの

構築がますます重視されるようになってきた（P.Kotler他 2010）。 
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１ THE WALL STREET JOURNAL 2017年 6月 8日 B1頁の記事による。 
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電機産業界における日本企業および東アジア企業間の比較経営について 

１．研究の目的 

経済成長著しい ASEAN 等の新興国市場での中国，台湾および韓国の東アジア３カ国の企業の深

耕は注目に値するものである。この３か国の主要電機メーカーであるサムスン電子，エイサーおよ

びハイアールは 1980 年代以降のアジアの経済成長と共に急速な躍進を遂げている。一方，1980 年

代には，日本は“世界の工場である”と称され，ものづくり企業は強い国際競争力を保持し、その

中でも電機産業は成功した事例であったが，バブル経済終焉以来，競争力の輝きを失い始め，2000

年以降，各社にて大幅な構造改革が迫られ実施してきたが，2008 年のリーマンショックで大きな赤

字に陥り事業構造改革を余儀なくされた。今年，米国子会社 WH 社が事実上倒産し、原発事業で総

額１兆円以上もの損失を計上した東芝は債務超過となり、企業解体を余儀なくされている。この東

芝の事例が顕著な事例であるが、世界の電機産業界は「新」である東アジア企業と「旧」である日

本企業との間で新旧交代を迎えている。このような状況下，2008 年に永池克明が上梓した「東アジ

アの代表的電機メーカーの企業戦略とわが国電機メーカーの対応戦略」に掲載されている韓国サム

スン電子，台湾宏碁電脳社（エイサー），中国海爾（ハイアール）および東芝の東アジア各国を代表

する電機メーカーを比較分析した内容へのレビューと 2017 年度時点での比較検証を行い，日本の大

手電機メーカーが今後向かうべき方向性について論じる。 

 

２．先行研究 

永池は，サムスン，エイサー，ハイアールおよび東芝の東アジアを代表する電機メーカーを抽出し

比較分析を行い，サムスン，エイサーおよびハイアールの３社は，1980 年代以降の東アジアの経済

成長と同期し急成長を遂げたと指摘した。一般に，韓国企業は自社ブランド戦略を志向し，台湾メ

企業は OEM 戦略が多く，中国企業は２つの戦略が並立した形を志向するが，この３社は自社ブラ

ンドに拘り成長してきた。永池は，従来の経営戦略論の潮流は，外部環境重視か内部環境かという

二者択一であったが，1990 年代以降のグローバリゼーション，デジタル化・ネットワーク化，サー

ビス経済化の３つの潮流により企業行動は従来と大きく異なるとした。グローバル市場で生き残れ

る企業は限られており，内部化理論の限界を指摘すると共に，内・外部要因結合戦略としての戦略

的提携の重要性を大手電機メーカーの事例を示したものである。永池は日本の大手電機メーカーの

共通的課題として次の３つを挙げていた。 

（１）高度経済成長時の横並び体質 

（２）総合化 

（３）効率重視の競争戦略 

 

３．日本企業と東アジア企業間の比較経営分析 

１）2008 年当時の永池分析 

サムスン，エイサーおよびハイアールの３社に共通している経営手法は，①自社ブランド主義②

江崎康弘（長崎県立大学） 

Ezaki-Yasuhiro (University of Nagasaki) 
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強いリーダーシップ ③スピード重視 ３点である。理論サーベイに従うと，オープン・モジュラ

ー型製品戦略であり，国際競争優位性を意識し，選択と集中を講じたポジショニング戦略を取って

きた。一方，日本の電機メーカーの戦略に関して，永池は「1980 年代までの業界横並びである業界

同質競争を経て，グローバル競争下での独自性追求，差別化戦略の徹底によって，勝ち組と負け組

に二分化される傾向がある。特に，守りから攻めの経営へとなり，選択と集中と業界再編の進行が

見られる。」と指摘した。永池は，自身の出身である東芝を例に取り，2005 年当時の社長であった

西田氏が，成長戦略の実行と資源の戦略的配分を通じ，経営のスピードを更に上げ，「攻めの経営」

に転じることを明示し，それを断行すると明言，フラッシュメモリーを中心にした半導体事業に３

年間で１兆円強の投資を決断し，また 6200 億円を投じて原発専業企業である WH を買収した。こ

れは「先行するインテル，サムスンの追撃」や「世界の原発の主流である PWR（加圧水型軽水炉）

市場への展開」への決断であった。東芝は総合電機の看板を下ろし，世界で勝ち残れる事業へ経営

資源を集中させ，国内電機再編の先頭を走っているとした。2008 年時点での永池の論調は事実であ

った。 

２）2017 年時点の現状分析 

永池が, サムスン，エイサーおよびハイアールの東アジア３社に東芝を加えた論文を上梓したの

は 2008 年であった。その後，2008 年 9 月のリーマンショックによる世界的な経済不況や 2011 年

3 月の東日本大震災後の「六重苦」，そして原発停止等を経て，永池が研究対象とした東アジア企業

３社および東芝を含めた日本の大手電機メーカー８社に関して，大きな変化を迎えたのである。 

永池論文を再度検証すると，サムスンとハイアールの２社は永池が想定した以上に業績が伸び，

逆にエイサーと東芝の２社は永池が評価した内容が虚しく大幅に業績を悪化させた。エイサーでは，

スマホやタブレットの出現によるパソコン販売不振，東芝は東日本大震災後の原発停止および世界

的な原発新設中断等ともに外部環境の劇的な変化に起因するものではあったが，研究対象の４社が

２つのグループに分かれ極端な格差が広がったのは興味深い。なお，永池の研究対象ではなかった

が，シャープに関しても劇的に業績が浮沈した企業であった。 

      

４．まとめとインプリケーション 

 日本の大手電機メーカーは，バブル崩壊後，新興国メーカーの台頭，アナログからデジタルへの

転換による後発メーカーとの技術差縮小，投資判断の遅れ等により，半導体，液晶テレビ・パネル

等の主要分野で新興国メーカーに次々とシェアを奪われ，世界市場におけるプレゼンスを低下させ

た。この結果，家電メーカーは液晶テレビ等の主要製品の市場価格の下落で苦戦を強いられ，テレ

ビ事業からの実質的な撤退を余儀なくされたのである。また，重電各社はインフラ分野の需要拡大

で業績堅調が見込まれる。発電，鉄道，工場，通信網等の社会インフラ市場は，過去 30 年間市場成

長が停滞していたが，先進国の更新需要や新興国の新規需要により再び需要が拡大している。この

社会インフラ分野での競合は主に欧米企業であり，急成長を遂げている東アジア企業の参入は少な

い。日本の大手電機メーカーは技術力やノウハウの蓄積で東アジア企業を凌駕しており，この分野

で活路を見いだすべきであろう。 
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中国における農業機械産業の発展と日系企業の経営戦略 

１．はじめに 

 13 億の人口を抱える中国の農業は、食料の供給という意味で、発展が必須の産業分野である。農

業生産の効率を高め、生産規模を拡大するためには、様々な農業機械の活用が欠かせない。中国で

は、1990 年代後半から始まった大規模な都市化により、農村部の出稼ぎ労働者が生み出された。政

府は、都市部への人口移動による農業の人手不足を解消するため農業政策を実施し、農業の機械化

を加速させてきた。本報告では、中国の農業機械産業の発展状況を明らかにすると同時に、中国市

場に進出している日本企業の戦略動向も検討する。 

２．中国の農業機械産業 

（１）農業機械工業の近況 

 中国の農機産業は WTO 加盟後の十数年において大きな発展を成し遂げ、既に世界最大の市場と

なり、2014 年の市場規模はおよそ 534 億ドルに上っている。需要拡大に伴い、農機の生産も急速に

伸びてきた。2011 年以降は、生産の成長率は減速しているものの、2014 年には 629 億ドルに上り、

世界農機生産額の半分を超えている。貿易状況では、2014 年の輸出額は前年比 10%増の約 297 億ド

ルに達しており、生産総額の 5 割弱を占めている。一方、輸入額は前年比 8%増の約 158 億ドルを

計上しており、国内需要の 3 割になっている。輸出品には、ローエンドの製品が多く含まれている

ことから、中国の農機産業の競争力は主としてコスト競争力にあると言える。 

（２）農機業界の現状とトレンド 

 中国の農機メーカーは 2010 年以降、8,000 社を超えた。代表的な製品としては、トラクターとコ

ンバインが挙げられる。これらの生産量は他の国のそれを大きく上回り、世界の首位となっている。

2014 年の大中型トラクターの生産量は 62 万台で、前年比約 8.2%減であった。今後は大規模農業化

の進展に連れ、トラクターの大型機種の需要はさらに増えていくと考えられる。 

３．農機産業の構造 

（１）主要製品の需要構造 

 農機の製品分野には多くの種類があるが、作付け作業機械は中国の農機工業の中心的な製品分野

である。生産できるこの分野の製品は 3,500 種余りに及ぶが、主な製品として、トラクター、耕耘・

整地用機械、播種・移植用機械、田植え機、防除・管理用機械、収穫機械などが挙げられる。 

 現在、各種製品は国内市場需要の 9 割を満たしている。個別製品の市場需要構造では、例えば 2014

年の収穫機械の場合、約 30 万台の販売台数のうち、トウモロコシ用収穫機械は 37%、水稲用収穫

機械は約 32%、小麦用収穫機械は約 25%、その他の収穫機械は 6%を占めている。 

（２）企業類型の構造 

 WTO 加盟後、中国の地場企業は急速に発展してきた。2012 年時点では、年間売上が 2,000 万元以

上ある約 2,000 社の主要企業の中に、完成品企業と部品企業も含まれており、産業ネットワークが
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形成されている。現在、中小企業の数は多いが、一部の大型企業集団は国際競争力を持つようにな

り、産業高度化やイノベーションにおいて業界を牽引する役割を果たしている。特に、山東時風集

団や中国一拖集団などのような大型企業グループは、比較的強い競争力を持っている。 

 これらの主要企業を類型別に見ると、民営企業は 1,600 社余りで、主要企業の販売額の 82%を占

めている。国有企業は 65 社で、販売額の 7%しか占めていない。そして、三資企業（外資系企業+

香港・澳門・台湾企業）は 149 社で、販売額の 11%を占めている。 

４．日系農機メーカーの中国戦略 

（１）日系大手４社の進出戦略 

 日系農機メーカーの得意分野は、稲作関連の農機である。中国の年間米生産量は世界１位で、世

界一の稲作国であるため、中国は日本の農機メーカーにとって極めて重要な市場である。日本企業

は 1990 年末から中国市場を本格的に開拓し始めた。三菱マヒンドラ農機は、提携先の印マヒンドラ

農機の中国拠点を通じて現地市場の開拓を図っているが、ヤンマー、クボタ、そして井関農機は、

それぞれの進出戦略で現地生産と販売を開始した。ヤンマーは地場企業との合弁形式を選んだ。こ

れに対して、クボタは日本企業同士の合弁形式を採択した。そして、井関農機は 100%出資の形式

にした。進出戦略の相違により、必然的に具体的な取り組みの差異がもたらされた。この４社のう

ち、クボタは最も市場を重視し、何よりも顧客（賃刈屋）のニーズに応えることを最優先にしてき

た。結果として、クボタの中国ビジネスが現段階では最も発展していると言える。三菱マヒンドラ

農機については、まだ大きな進展が見られていない。 

（２）井関農機の戦略動向と取り組み 

 井関農機は 2011 年に東風汽車と合弁企業を設立し、50%の出資を行った。2014 年には、常州と

襄陽両子会社の業務を統合し、合弁事業のさらなる相乗効果が図れるようになった。いわゆる「独

資」形式から合弁形式への戦略転換である。世間一般から見ると「合弁」から「独資」へと事業を

展開するのが通常だが、同社は一定の中国ビジネスの経験を積んでから、次のステップへの布石と

してこの合弁を選んだのである。合弁企業は湖北省襄陽で新工場を建設し、中国現地と ASEAN 向

け主力となる乗用型トラクターの生産を 2017 年 6 月に開始した。今後、日系企業同士の市場競争は

ますます激しくなっていくと予測される。 

５．おわりに 

 以上のように、中国の農業機械産業は世界最大規模であり、一部の分野において一定の競争力を

持っている。現在、国有企業を含む大型企業集団が業界を牽引している状況であるが、民営企業の

全体規模は拡大してきており、業界の主力となっていると言える。今後、中国企業は農機製品のコ

スト競争力を維持しながらも、技術競争力の向上を図っていくことが予想される。 

 一方、三資企業に含まれる日系大手企業は、本格的に中国市場を開拓しており、欧米や地場企業

との棲み分けを図りながら、日系企業間で激しい競争が繰り広げられている。例えば、クボタのよ

うな顧客ニーズの最優先を一貫したケースがあれば、井関農機のような「独資」から「合弁」への

「逆戻り」のケースも見られる。日系企業の今後の動向にも注目していく必要があるだろう。 

参考文献 
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中国における双創構想とメイカーズスペースの新展開 

１．はじめに 

この報告の目的は，近年中国で話題に上がる双創（「大衆創業・万衆創新」）の構想とメイカーズ

スペースの新しい展開および両者の関連について，それぞれの含意と実態をめぐる議論に焦点を当

て，先行研究と若干の調査から，今後の研究課題の出発点となりうる材料を提示することにある。 

 

２．双創の構想について 

「双創」とは「大衆創業・万衆創新」の略称であり，李克強国務院総理が 2014 年 9 月のダボス会

議で提起した構想である。その趣旨は文字通り，「大衆による起業，万民によるイノベーション」と

解せられる。その後，政府活動報告で頻繁に言及されたり，『中国中小企業青書 2016』で「経済発

展への新たな推進力」（李・劉，2016）と謳われたり，存在感を示すキーフレーズになっている。 

この構想とそれに対応する実践状況について，中国はもとより日本の実務家や研究者も視線を注

ぎ始めた。とくに広東省深圳のメイカーズスペースの状況をめぐるリポートが活況を呈している。

ただし，双創構想とビジネスとの直接的関連性をいったん留め措き，深圳の有する製造業における

基盤とオープンイノベーションの動向との関連から新たな可能性を検討する論調が少なくない。 

報告者は 2017 年前半に深圳と北京の 2 地点を訪問し，①双創構想とビジネスとの関連性，ならび

に，②両地点にみられる共通点と相違点を探るべく，簡単な聞き取り調査を行った。現在も継続中

である。実際，現段階では①と②に関する確たる結論を導出するに至っていない。とはいえ，既発

文献等を参考にし，今後のための分析用具が徐々に得られつつある。この報告では，メイカーズス

ペースの現状に焦点を絞り，張(2016)から得られる示唆を参考にしつつ，整備を進めていきたい。 

 

３．中国におけるメイカーズスペース 

（１）メイカーズスペースとは何か 

はじめに，「メイカーズスペース」という用語をめぐる確認が必要であろう。前半部分「メイカー

ズ」の単数形「メイカー」は，英語の“maker”に対応する日本語であり，中国語の「創客」がこれ

に当たる（わざわざ「メーカー」と表記しないのは，両者が異なる概念であることを強調するため

である）。また，後半部分「スペース」は空間を指す。ここから，「メイカーズスペース」とは，コ

ンピュータや科学に関心を持つ人々が集まり，３D プリンター等の設備やネットを利用し，お互い

に情報を交換しながら，何かを築き上げ，何かを創り出す空間を指している。ここでの「メイカー

ズ」の用法は Anderson(2012)の「メイカームーブメント（Maker Movement）」に関連している。 

ただし，中国での用法に焦点を当てると，「メイカーズスペース」に相当する言葉は，単に「創客

空間」と翻訳されるほか，「衆創空間」と表記される場合も多い。ここでの「衆創」には「万衆創新」

の語感もあるが，実際は多くの「創客」の参画による「創新」という意味から「クラウドイノベー
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ション」に近いと解せられる。ここから「衆創空間」を翻訳すれば「クラウドイノベーション・ス

ペース」ともいうべき内容であり，「衆創空間」が「創客空間」の発展形であることが垣間見られる。 

（２）日本における議論 

 双創構想をめぐり，金(2016)はその目的を「究極的には中国社会におけるイノベーションの理念・

精神や起業文化の形成にあろう（7 頁）」と指摘し，政府主導による開発体制や民間大企業・大学に

よる既存分野の量産製品・サービスのイノベーションに加えて「草の根（大衆）によるイノベーシ

ョン」を位置づけるほか，「衆創空間」を「創新サービスプラットフォーム」として要約する。 

木村(2016)は調査研究のなかで深圳の変化を取り上げ，これについて「エコシステムの充実によ

って，新製品開発に携わる企業の層がその層の厚みを増した」こと，そして「世界のハードウエア

系スタートアップ／メイカーの製品開発・製造拠点になっている」ことを指摘する。そのほか，深

圳の実態をめぐっては，高須等(2017)が逸早くその状況をスケッチしている。趙(2017)は，「地域の

先行モデル」として北京中関村創業ストリートと深圳を取り上げつつ，今後の課題を析出している。 

（３）中国における議論 

 張(2016)の整理によれば，「衆創空間」の定義として，国務院弁公庁「低費用・便利化・全要素・

開放式の新型創業サービスプラットフォーム」，科技部「四化（市場化，専業化，集積化，ネット化）・

三結合（創新と創業，ネットワークと実店舗，インキュベーションと投資）・四空間（活動・ネット・

交流・資源共有）」が抽出される（46－47 頁）。また，「衆創空間」のさらなる変化の特徴を「１つ

の転換・５つの拡張」と捉え，①起業メカニズムの転換，②起業空間の拡張，③起業理念の拡張，

④起業主体の拡張，⑤起業活動の拡張，⑥起業サービスの拡張が指摘されている（49－50 頁）。 

 

４．若干の事例の検討    （☞紙幅の関係上，当日配布いたします） 

５．おわりに         （☞同上） 
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中国における日系自動車部品メーカーの取組みについて 

――デンソーと地場完成車メーカーの取引を中心に―― 

１．はじめに 

本研究は，中国における日系自動車部品メーカーの事業展開について，デンソー中国を主体とし

て，他国のメガサプライヤーとの比較を通して考察するものである。デンソーは日系最大手の自動

車部品メーカーであり，同社の取組みは業界のことを最も示唆できると思われる。日系部品メーカ

ーの中国進出は，当時日系完成車メーカーの現地部品供給の要請に応じて，現地生産をはじめるケ

ースが少なくなかった。市場規模の拡大につれて，生産のみならず，現地での技術対応なども求め

られ，評価，開発機能なども逐次に現地に移転することも増えつつある。 

２．問題意識と分析枠組み 

中国の自動車市場は，2008年以降にアメリカを越え，世界一の自動車生産消費大国になった。年

間生産台数は 2013 年に 2000 万台を超え，2020 年までに 3000 万台を超えると予測されている。グ

ローバルの完成車メーカーは中国に殺到し，JVの形態で現地生産を行っている。近年地場完成車メ

ーカーも成長してきており，中国消費者の嗜好に合わせて SUVモデルを生かすことで，市場シェア

を拡大させている。日系以外の市場シェアは全体の 70％以上を占めている。これは日系自動車部品

メーカーにとって，日系完成車メーカー以外とのビジネスを拡大させる絶好の機会だと考えられる。 

これに加えて環境規制への対応という面からも機会が開けている。中国政府は自動車メーカーに

対して，先進国並みの厳格な排気ガス規制を導入している。グローバル完成車メーカーは既に先進

国で規制に対応してきており，その経験と技術を持っているため，中国の規制に満たす懸念が殆ど

ない。しかし，地場完成車メーカーにとっては，どのように規制に対応するかが重大な課題になっ

ている。地場完成車メーカーは排気ガスをクリーンにする技術を持っていないため，その技術を持

っているグローバルメガサプライヤーと提携する必要性が生じてくる。日系自動車部品メーカーが

クルマ作りに豊富な経験と高い技術を持っており，このような提携に大きく活躍できると思われる。 

しかし，日系部品メーカーにとっては，中国市場の特性があるため，先進国進出と異なるアプロ

ーチが求められている。先進国における完成車メーカーは事業展開の歴史が長く，規制がある前か

ら技術を構築してきている。日系部品メーカーが先進国完成車メーカーと提携する際には，先行開

発への関与による先進技術の提供と高品質部品の供給が求められている。また，後発国の韓国にお

いても，現代自動車は国内競争相手が殆どいないのと，完成車メーカーに有利な自動車産業政策に

よって早く成長してきた。競争力を強化するために，同社は日系部品メーカーと提携し，先行開発

から協力し合い，クルマ作りの最適化を追求している。総じて見れば，日系部品メーカーは，これ

らの先進国において，いずれも有力な地場完成車メーカーが新規モデルを開発することを前提に取

引をしている。したがって，製造への関与から開発の関与へ，下流からより上流への関与へという

発展方向が捉えられている。中国は上述の先進国と異なり，地場完成車メーカーは競争と規制が併
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存する状況で苦戦している。なお，技術不足にも関わらず即戦力が求められている。日系自動車部

品メーカーが地場完成車メーカーとどのように引合いしているかを解明する必要がある。 

事業開拓と言えば，よく検討されるルートは概ね二つに分けられる。一つは日系完成車メーカー

以外のグローバル完成車メーカーの JV 向けであり，もう一つは中国の地場完成車メーカー向けで

ある。前者の場合，完成車メーカーは本国で既に取引が存在し，それがフォローソーシングの形式

で中国においても継続される可能性もあるが，後者のほうは全く新規ビジネス扱いになる。ただし，

いずれも従来の日系メーカー間で形成された取引方式と異なり，そして JV 資本関係の変化，商習

慣の違いなどに合わせて調整しなければならない。これをどのように調整して現地の取引慣行に達

成しようとしているかが問題である。 

そういった問題に対する解決策の一つとしては，適合な取引関係を構築することが考えられる。

本報告は，取引統御機構論を分析枠組みとして，日系自動車部品メーカーがどのように新たな取引

関係を構築しているのか，また，取引双方の利害関係がどのように調整され，機会主義的行動がど

のように抑制されているのかを，デンソー中国の事例を用いて論じる。 

３．先行研究 

遠山恭司・曹玉英（2010）は地場完成車メーカーの製品開発が外部のエンジニアリング会社に依

存することを明らかにしている。この点について，丸川（2013）はこの関係を中国独特な Supportive 

Value-chainの存在だと指摘している。この観点は継承すべきものであり，それを踏まえて日系自動

車部品メーカーがこのバリューチェーンに果たす役割とその意義を論じる必要がある。可能性の一

つとして，藤川（2014）は，中国の地場自動車メーカーが相対的に低い技術力と圧倒的に強い交渉

力を持ちながら，サプライヤーの開発やカイゼンに依存し，リスクを転嫁していると説明している。

その結果，一方では地場自動車メーカー自身の技術力の停滞と，他方では日系サプライヤーの撤退

などの問題に直面していると指摘している。 

４．大会報告に向けて 

大会では，デンソーの事例を用いて上記の仮説を論証する。それによって，中国における取引の

独自性を解明することで，日系自動車部品メーカーの国際化において，取引関係がどのように変容

しているかを明らかにすることに貢献したい。 

 

参考文献 
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オリバー・E・ウイリアムソン（石田光男・山田健介訳）〔2017〕『ガバナンスの機構―経済組織の

学際的研究』ミネルヴァ書房。 

藤川昇悟[2014]「中国における民族系自動車メーカーの『寄生的』なサプライヤーシステム――一

汽轎車とその日系サプライヤーを事例として」，『産業学会研究年報』第 29 号，産業学会，137-151
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丸川知雄〔2013〕「垂直統合・非統合の選択とガバナンス」（渡邉真理子編著『中国の産業はどのよ

うに発展してきたか』勁草書房，53-76頁）。 
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生産ネットワークにおける海外拠点の役割  

－先行研究の検討－ 

１．はじめに 

一般的に、企業の国際化プロセスは、代理店や販売子会社による輸出からはじまり、漸進的・段

階的に輸出から現地生産へ移行させることで、事業活動を国内から海外へ拡大してきた

(Vernon,1966; Johanson & Vahlne,1977; Johanson & Wiedersheim-Paul,1975)。本報告は、主に生産の国

際化に重点を置きながら、海外拠点の役割ならびに企業内生産ネットワークの形成についての先行

研究を検討することによって、これまで先行研究で注目されていない論点を指摘し、今後の研究課

題を明らかにすることが目的である。 

２．生産国際化の動機 

生産の国際展開に関する初期の議論は、主に欧米先進国における多国籍企業を研究対象にし、様々

な視点から海外進出の動機や多国籍企業の行動について明らかにする研究が多かった

(Williamson,1971; Kindleberger, 1972; Hymer,1976)。1980 年代以降、国際競争が激化し市場の複雑性

が増す中、各国の製造業において、直接投資は最も多い対外進出の形態となっていた(Ferdows,1997; 

Buckley & Casson,2009)。2000 年頃から、各拠点の長所を強化することを通じた国際的機能分化によ

る競争力と収益力の向上や本国拠点における事業構造の転換と新事業の創出など、拠点間分業に着

目した研究が増えてきた(McKendrick, Doner & Haggard,2000; Kenney & Florida,2004; 天野,2005)。 

近年では、中国やインドなど新興国の台頭につれ、新興国企業の国際化に着目した研究が急速に

増えている。国内市場で優位性を確立している企業は、その企業規模が大きいほど、保有する企業

特殊優位や所有優位を梃子に対外直接投資を行う傾向があると指摘されている（Chen,1992; 

劉,2014）。また、労働集約度が高く、企業規模が小さいほど、投資先における低賃金労働利用を目

的とした対外投資を行う傾向が強いことも明らかにされた(Chen,1992; Chen & Chen,1998)。こうした

海外市場開拓やコスト削減などの対外進出動機は、従来の先進国多国籍企業を対象にした研究と共

通する。他方、新興国企業特有の動機もある。それは、先進的 R&D と製造の施設、人材・知識な

どの戦略的資産、または技術のキャッチアップやブランド力の確立などの新たな競争優位や創造性

資産の獲得を目的とするものである(丸川・中川,2008;川井,2013)。他には、天然資源賦存や母国の制

度・政策(Child & Rodrigues,2005; Buckley et al.,2007; 高橋,2008)、海外資本市場の活用(小島,2007; 丸

川・中川,2008)、母国への「逆技術スピルオーバー」(郭・黄,2012)なども挙げられている。 

３．立地選択の決定要因  

生産の世界展開が進む中で、拠点の立地選択に焦点を当てた研究が増えている  (Meijboom & 

Voordijk,2003)。企業が拠点を新設する際、設置費用最小化を判断基準とした立地を選択する傾向が

強く見られ(Schmenner ,1979, Meijboom & Voordijk ,2003)、安価な労働力の確保を主目的とした新興

国多国籍企業も似た行動を示している(Chen,1992)。また、多くの研究は、立地先固有の様々な独特
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GAO Ruihong (Wakayama University) 
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な要素から生まれる利益に着目し、外資誘致政策の活用や為替変動リスクの回避、市場やサプライ

ヤーへの接近、現地固有の知識・インフラ・資源への入手などを理由として挙げている

(Ferdows,1989,1997; Lee & Kim,2004)。新興国企業の場合、立地決定の要因として、投資先の市場規

模や文化的近似性、安価な労働力などの立地優位性を重要視する点は先進国多国籍企業と類似性が

ある(Chen & Chen,1998; 陳・楊,1999; Buckley et al.,2007; Kang,2009)。一方、新興国企業には特有の

行動パターンと課題も見られた。投資先として、先進国もしくは途上国・新興国の何れを選択する

かという問題である。企業が有する経営資源の多寡・性質、対外直接投資の動機、産業属性によっ

て、その立地決定と行動パターンには違いが見られた。 

４．海外拠点の役割と生産ネットワーク  

海外生産拠点に特化し、その役割に初めて注目したのは Ferdows (1989)である。彼は、海外生産

拠点は単なる低コストの追求ではなく、それぞれが異なる多様な役割を果たせると指摘した。また、

Ferdows (1997)では、戦略的動機と拠点の能力の 2 つの軸を用いて、生産拠点の戦略的役割を 6 つに

分類し、実現可能な進化モデルを提示した。彼の研究を嚆矢として、関連する研究がいくつか現れ

た。例えば、Vereecke & Vierdonck(2002)では、多国籍企業は海外進出の際に、技術や特殊なノウハ

ウなどの優位性を海外市場に持ち込むことで現地市場への浸透を図っているが、それらの優位性の

違いによって生産拠点が果たす役割も異なることを明らかにした。Maritan, Brush, & Karnani(2004)

では、Ferdows の枠組を使って、計画や生産、意思決定において海外拠点が持つ自立性の程度につ

いて調べ、それが拠点の戦略的役割に応じて異なっていると明らかにした。最近では、拠点の組織

能力が役割の変化やパフォーマンスに及ぼす影響についての研究が増えている。例えば、Feldmann, 

Olhager, & Persson (2009)や Feldmann & Olhager(2013)では、拠点の組織能力を生産やサプライチェー

ン、開発に分類し、それぞれの組織能力とその程度が、拠点の戦略的役割や立地、そして拠点のパ

フォーマンスへ与える影響を分析した。他方、新興国企業に着目する研究も、海外拠点が生産機能

の他にも、市場知識と業界の動向など情報収集や技術の取得や(Chen & Chen,1998; 冼・楊,1998; 陳・

楊,1999; 天野,2007; 小島,2007)、生産・販売ネットワークの構築(川井,2013)など、多様な役割を果

たしていると指摘している。 

また、複数海外拠点を持つ企業が増える中、企業内生産ネットワークの中で各拠点が担う役割及

びその変化について関心が高まりつつある。企業内生産ネットワークとは、企業が世界各地に分散

している拠点間の協調を促す集合体である。企業はネットワークが形成されるにつれ、拠点を新設

する際のコスト要素により、市場へのアクセスをより優先して考える傾向がある (Vereecke & 

Dierdonck,2002)。また、Vereecke, Dierdonck, & Meyer(2006)では、Ferdows のモデルに加え、拠点間

の知識の流れに注目し、拠点が生産ネットワークの中で担う役割を調べた上で、拠点が組織内で担

う戦略的役割は拠点の歴史や自律性、資源の違い、投資などによって異なることを示している。 

５．先行研究の限界と研究課題  

これまでの諸研究を踏まえて、先行研究の限界を指摘し、4 つの研究課題について触れる。第 1

には、新興国中小企業による国際化・多国籍化の過程を解明することである。第 2 には、企業内生

産ネットワークの形成過程を解明することである。第 3 の課題は、海外拠点の役割の変化・進化及

びそれが生産ネットワークの形成に与える影響を考察することである。第 4 の課題は、生産ネット

ワーク内の拠点間連携と相互作用を検討することである。 （参考文献は当日資料を参照） 
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東アジアにおける光学産業の成長と連鎖 

１．本報告の課題 

 東アジアの光学産業の存在感は圧倒的である。それは生産国基準、メーカー基準によらず、他の

地域を引き離している1。なぜ、東アジアにおいて光学産業がこれほどまでに成長したのか、本報告

は「連鎖」をキー概念に紐解くことが課題である。 

 

２．光学産業とはなにを指すのか？ 

「光学産業」という用語はひろく用いられているにもかかわらず、それが定義され、多くの人に

定着している状況にはない。「光学産業」と題されたいくつかの論文をみても、それらが対象とする

領域は大きく異なっている（鈴木[1969]、諸隈[1990]、山下[2009]など）。その理由は、光学素子（レ

ンズ、反射鏡、プリズム、回折格子など）を用いられる構造物が時代とともに増加しているからで

あろう。吉田正太郎が 2000 年に著した『光学機器大全』に次のような解説がある。 

「単レンズや直角プリズムのような、光学作用を持った単体を光学素子といい、これに簡単な支

持具をつけて使う虫メガネなどは、光学機器といいます。写真レンズを、シャッター、距離計、フ

ィルム送り機構などとともにボディーに組み込んだカメラ、対物レンズと接眼鏡を組み合わせた望

遠鏡や顕微鏡などは、一般に光学機械といいます。測長機や超遠心分析機などのように、メカニカ

ルな構造が容積重量の大部分を占めてはいるが、実際にはレンズや鏡などの光学系が必要不可欠な、

オプト・メカニカルな機器もあります。また、大部分がエレクトロニクス関係の構造物なのに、そ

の中の光学系の良否が全体の性能を左右する、オプト・エレクトロニックな機器もあります。」（吉

田[2000]2 頁を引用） 

民生機器 DSC、DVC、交換レンズ、携帯電話、ドライブレコーダー、テレビドアフォン、注目カメラ

社会インフラ
CCTV・ネットワークカメラ、交通監視カメラ、マシンビジョンカメラ、赤外線カメラ、業務用ビデオカメラ、レーザーレーダー、ドロー

ン、ATM・CD

医療機器 消化器内視鏡、外科内視鏡、眼底カメラ・OCT

情報入出力機器 プリンター、プロジェクター、ヘッドマウントディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ

光学ユニット
小型カメラモジュール、車載カメラモジュール、レンズユニット、投射レンズユニット、光ピックアップ、バーコードリーダーモジュール、
EVF

半導体デバイス・画像処理技術 エリアイメージセンサー、リニアイメージセンサー、TOFセンサー、半導体レーザー、 Deep Learning

光学部品 光学レンズ、光学フィルター、スキャナーレンズ・ロッドレンズアレイ、ワイヤグリッド偏光板

光学関連材料
レンズ用樹脂材料、ガラスレンズ用プリフォーム、セラミックパッケージ、レンズ用コーティング材料、酸化セリウム系研磨材、光学用接着
剤、イメージセンサー用カラーレジスト

光学関連装置 光学薄膜形成装置、レンズ用測定器  

表 1 光学産業のひろがり 

出所：富士キメラ総研 web サイト（https://www.fcr.co.jp/report/153q07.htm）を参照。 

 

現在では、その範囲はさらに拡大している。例えば、調査会社の富士キメラ総研は『2016 イメ

ージング＆センシング関連市場総調査』のように調査対象を設定している（表 1）。したがって、本

報告では光学素子そのもの及びそれを用いた構造物を製造する企業を光学メーカーと呼び、光学産
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業はその光学メーカーの集合体として位置付けることとする。このような光学産業の定義は、分析

対象を曖昧にするが、現実の光学メーカーは光学素子やそれを用いた構造物を多様な組み合わせで

製造・販売している。そこで、本報告では商品分野を特定して議論を進める。 

 

３．分析枠組み 

東アジアにおいて日本の光学メーカーは他国に先行して技術蓄積し、事業を営んできた。1960 年

代になると、製造拠点は東アジアを中心に海外へ展開してきた（矢部・木暮[2006]）。2000 年代に需

要が拡大したデジタルカメラの世界シェア（生産国基準、生産会社基準、ブランド基準；2011 年時

点）は、日本（14.6%、46.6%、80.5%）、台湾（2.3%、45.7%、N/A）、韓国（0.1%、7.4%、9.4%）、

中国（71.7%、N/A、N/A）であった。このように東アジアが高い存在感を持っている産業の要因分

析を行う枠組みが提示されている（図 1）。デジタルカメラは先発国側で技術革新が継続的に起こっ

ている産業で、日本モデルが継続的に他の東アジア地域に波及し、東アジア全体の競争力が高まっ

ていると考えられる産業のひとつであり、本報告でもこの分析枠組みを用いる（塩地[2008]）。 

革新的転換が起こらない 革新的転換が起こる
成熟化
停滞
コモディティ化

「雁行形態」型
先発国劣位・後発国優位へ

「後発国革新」型
後発国が圧倒的優位に

脱成熟化
革新的転換
持続的革新

「先発国革新」型
先発国の優位が維持・拡大

「双方革新」型
双方の競争優位による棲み分け

伝播後の先発国側の
技術等の変化

伝播後の後発国側の技術等の変化

 
図 1 産業の伝播後の技術等の変化による類型 

出所：塩地[2008] 8 頁、表序-1 を借用。 

 

４．Ｔ社の中国進出の事例 

本報告は光学素子、レンズユニット、交換レンズを製造する T 社が 1990 年代に行った中国進出

の事例を通じて、日本企業が促した台湾企業、中国企業の成長が 1960 年代から連鎖的に生じてき

たことを示す。このことは、日本モデルが継続的かつ重層的に他の東アジア地域に波及し、さらに

東アジア企業で相互に連鎖的に生じた結果、東アジアの競争力を高めてきたことを示すものである。 
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矢部洋三・木暮雅夫編著[2006]『日本カメラ産業の変貌とダイナミズム』日本経済評論社。 

山下雄司[2009]「イギリス光学産業の市場構造に関する史的考察-第一次世界大戦と戦間期を対象として-」『明

大商學論集』91(2)。 

塩地洋編著[2008]『東アジア優位産業の競争力―その要因と競争・分業構造―』ミネルヴァ書房。 

吉田正太郎[2000]『光学機器大全』誠文堂新光社。 

鈴木溥[1969]「新しい段階を迎えた光学産業」『日本時計学会誌』(52)。 

                                                           
1 生産国基準は当該国にある生産拠点で何台生産されたかを基準にしてカウントし、生産会社基準は当該国の
メーカーが世界で生産した台数を基準にカウントし、ブランド基準は当該国のメーカーが世界で販売（出荷）

した台数を基準にカウントする（塩地[2008]3-5 頁を参照）。 
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中国乗用車市場で勝つ条件 ‐モデル投入と投資の考察‐ 

１．リサーチクエスチョン 

2009 年以降、世界一となった中国自動車市場で勝つ条件を、量販セグメントの推移と投入モデル

を分析することによって明らかにする。市場で勝つためには、先ず売れるセグメントにタイムリー

に商品を投入し、その商品がヒットすることが必須条件である。それが事実として出来たのか出来

なかったのを、トヨタを中心に日系メークを分析し、その事実からモデル投入と投資の成否を分け

た要因を推定する。 

２．先行研究 

 中国自動車市場での成功を分析した研究は数多く見られる。伊丹と岸本は、日産自動車を事例に

「日本で培ったビジネスモデルの原理を中国風に翻訳し、しかし得意技の原点を守りながら。実際

のビジネスモデルを中国で構築している企業が成功」とその要因をビジネスモデルに求めている。

また富山は、現代自動車を事例に、「選択的重点的現地的適合化戦略」を生み出した製品開発プロセ

ス要因に求めている。このような研究群は非常に示唆に富む一方、量産セグメントと商品導入とい

った直接的な要因分析が不足しているのではないかと筆者は考えている。 

３．商品セグメント分析ポイント 

先行研究で不足している点を踏まえ、先ずは日系メークを中心に以下の観点から分析を図る。 

① 売れるセグメントの推移の分析 

② 売れるセグメントに対する中国市場へのモデル投入の分析 

③ 自社の持つモデル（開発能力）と中国へのモデル投入の関連性分析 

４．商品導入分析 

（１）セグメント分析 

 中国市場が世界一となった 2009 年以降のセグメント別に分析すると、以下の事実が確認できる。

尚、本稿で使用するセグメントは、中国汽車工業協会のセグメント別公表値とする。 

① 商用車市場はほとんど伸長せず、成長しているのは乗用車市場のみである。 

② 乗用車市場では、SML セグメントが急速に低下している。特に、排気量 1,600cc 以下の SML-L

セグメントが、構成比 36％（2009 年）から 15％（2016 年）と著しく低下している。 

③ SML-H セグメントと MED セグメントは、2009 年から 2016 年の構成比推移が、それぞれ 30％

から 25％、14％から 10％と大きく変化していない。 

④ 一方、SUV セグメントが、8％から 40％と急拡大している。特に、2012 年以降の成長率が 130％

を越えている。急成長の要因は、排気量 1,600cc 以下の小型 SUV である。 

よって、セグメント分析での勝つ条件は、SML-H と MED セグメントでシェアを守り、かつ SML-L

から SUV 特に小型 SUV へモデル投入を図り、ヒットしたメーカーである。 

垣谷幸介（京都大学・院） 
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（２）セグメント別ヒット商品とシェア 

 全体シェアで見ると、上海 VW、上海 GM、一汽 VW、北京現代の上位 4 社は大きな変動がない。

一方、日系 3 社（一汽トヨタ、広汽トヨタ、東風日産）は徐々にシェアを下げている。その要因は、

セグメント別に以下の事実が確認される。 

① SMLH セグメントは、ワールドベストセラーの主戦場であるが、欧米韓メークのモデルが上位

を占め、トヨタのカローラを除いて上位に食い込めないため、シェアアップが困難。 

② MED セグメントは、以前は日系メークが得意としていたが、欧米メークにヒットモデルを奪わ

れつつある。 

③ SUV は、日系メークな得意なセグメントであったが、1,600cc 以下の低排気量にシフトした結果、

民族系メークが上位となったばかりではなく、日系メークはホンダを除いて、商品投入自体が

ない。ヒット商品以前のモデル開発の問題がある。 

④ SML-L セグメントは、民族系メークが強く、上位モデルに日系メークがない。民族メークは

SML-L から小型 SUV へ量販セグメントに上手に対応している。 

（３）開発能力と中国投入モデルの関連性 

 日系各社が持つ開発工数を比較することは難しいが、日本国内及び海外の専用車の開発モデル数と

中国へモデル数から判断すると、以下の事実が確認される。 

① トヨタは日産やホンダと比較して大きな開発工数を持つが、全体での中国への投入モデル数が少な

く、量販セグメントである 2009年前後での SML-L セグメント、近年での小型 SUV へのモデル投

入が少ない。よって、トヨタは中国へのモデル投入度も、ヒット量販モデルも少ない。 

② 日産、ホンダとも全体の開発工数に対して、中国へのモデル投入度が高い。日産は、2009 年前後

の SML-L、SML-H での投入は比較的成功しているが、近年の小型 SUV への投入遅れのため、シ

ェアを落とす結果となっている。 

③ ホンダは、トヨタ・日産より早く SUV 特に小型 SUV へモデル投入を進めた結果、シェア低下を

食い止める結果となっている。 

５．導き出される結論と残された課題 

 量販セグメントに適切なタイミングで商品を投入し、その商品がヒットすることが勝つ条件であ

ることは自明であるが、それは自社が持つ開発能力とは直接の関連性は少ない。トヨタは多くのモ

デルを開発する能力を持つと考えられるが、中国市場への投入モデル数も多くなく、かつ量販モデ

ルへの投入タイミングも、投入後のモデル成否も問題が多い。 

では、なぜこのようなことが起こるのか。筆者はこの鍵は、沼上の主張する「差別化競争の組織

的基礎」における「リーダーの『同質化』の遅れ」が市場におけるリーダーのみならず、本来市場

（この場合は中国乗用車市場）におけるチャレンジャーにおいても、世界本社との間で起こる組織

内合意形成の問題として発生しているからと見立てをしている。この議論は、次稿に譲りたい。 

参考文献 

岸本太一〔2013〕｢第 6 章日産自動車｣（伊丹敬之編『日本型ビジネスモデルの中国展開』有斐閣） 

富山栄子〔2012〕｢第 2 章現地適合化をめざした製品開発プロセス｣（塩地洋編『現代自動車の成長戦略』日刊

自動車新聞社） 

沼上幹〔2009〕『経営戦略の思考法』日本経済新聞出版社 



太平洋島嶼国の放置車両問題の解決のために 

 

 

 

本報告の課題は,太平洋島嶼国における放置車両問題の解決策の基本的方向性を提起することにある。 

島嶼国における使用済車両(廃車)の放置問題が指摘されて既に 20 年近くたっている｡ラフな推計を行

なうと,14カ国約 1,000万人の人口で数万台から 10数万台の放置車両が存在する｡仮に 10万台とすると,

人口 1 万人当りの放置車両台数は 100 台程度となり,2016 年の日本での 1 万人当りの放置車両が 0.4 台

であるのと比較すると,島嶼国は日本の 250倍程度となる｡ただし日本でも近年のピーク時の 2004年には

17台程度あったが,それでも現時点の島嶼国はその 6倍である｡ 

この原因は,島嶼国では金属再資源化のための電炉,精錬炉等の工業設備がないため国内でリサイクル

することが技術的に困難で,かつ海外に金属スクラップを持ち出そうとしても遠隔離島であるため海上

輸送コストがかさみ,(解体＋海上輸送)コストが金属資源販売価格を上回り,自動車リサイクルは採算が

とれない｡こうした国は自動車リサイクル困難国と規定されうる。自動車リサイクル困難国では孤立的に

努力しても,解体事業は経済的に採算がとれない故に停滞,縮小が避けられず,放置車両は増大する一方

である｡ 

本報告が提起する新たな国際的リサイクル分業の枠組は,次の四点からなる｡第一に,島嶼国の自動車

ユーザーが実質的にデポジットを輸出国(ここでは日本のリサイクル推進センターを想定)に支払い,そ

のデポジットを活用してユーザーが廃車時にデポジット分の還付を受けるインセンティブによってユー

ザーが放置しないようにする仕組みである｡第二に,廃車台数の少ない国でも解体事業が経営的に成り立

つ,｢手ばらし｣による精緻解体の仕組みである｡ニブラや大型プレス,シュレッダーを使わずに小さな投

資資金で,精緻解体することによってリサイクル率を高め,かつスクラップ資源や再生部品の単価を高く

し,さらにはていねいにかためてコンテナに積み込めるスクラップの海上輸送効率を上げることである｡

第三に,島嶼国での解体事業に対する技術的人的指導および日本へスクラップを持ち帰る海上輸送等に

対して,自動車輸出国政府が援助を行ない,日本まで金属スクラップを持ち帰って,国際相場価格で資源

会社が買い取っても利益のでるビジネスを行なうようにすることである｡第四に,日本自動車リサイクル

推進センターの特預金を使って島嶼国の放置車両の回収作業を行なうことである｡ 

こうした枠組を｢輸出国との協力による自動車リサイクル･プロセスの新しい国際分業｣と名付ける｡ 
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日系ホテルのアジア進出戦略 

１．はじめに 

インドシナ地域諸国（タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）は、特に 1990 年代の

後半以降、高度経済成長を達成してきている。日系企業、特に円高の影響を受けた製造業企業は、

チャイナ・プラス・ワン、さらにはタイ・プラス・ワンの流れの中で、当該地域への進出を加速化

させてきている。また、日系サービス業者の進出も増加傾向にあり、従来の商社・貿易業者や旅行

代理店だけではなく、ビジネス・サポートの士業・コンサルタント業者や飲食業者の進出が続いて

いる。 

ホテル業においては、①外資規制が厳しいこと、②設備投資額がショッピングセンターに次いで

大きいこと、③過去の成功事例が乏しいことなどから海外進出は非常に少なかったが、上記の背景

の下、近年においては日系ホテルの進出も増加傾向にある。 

 

２．日系ホテルのインドシナ進出動向 

日系ホテルのインドシナ進出状況については表 1 のとおりで、タイで 1 軒、カンボジアで 3 軒、

ミャンマーで 1 軒、ベトナムで 21 軒の合計 26 軒が開業している。なお、ラオスにおいては、日系

ホテルの進出事例はまだない。 

タイでは、バンコクでニッコーホテルが営業している。カンボジアでは、プノンペンで東屋ホテ

ル、タマホテル、東横インホテルの 3 軒が営業している。ミャンマーでは、ヤンゴンでスーパーホ

テルが営業している。ベトナムでは、東屋ホテル 9 軒、クレタケホテル 2 軒、さくらホテル 3 軒、

サンラインホテル 1 軒、スーパーホテル 2 軒、ニッコーホテル 2 軒、ルートインホテル 2 軒の合計

21 軒が開業している。 

 

３．企業別進出戦略 

日系ホテルのインドシナ進出に関して、進出企業別の戦略についてみると以下のとおりである。

東屋ホテルは、ベトナムとカンボジアで、日本人ビジネスマンを顧客と想定した小型ホテルを経営

している。株式会社呉竹荘は、アセアン諸国に出店していく方針を掲げ、ベトナムで日本人ビジネ

スマンを顧客と想定したホテルを経営している。株式会社新永（さくらホテル）は、パチンコ業か

らの多角化として、ベトナムとの貿易に加え、日本人出張者を顧客と想定したホテルをハノイ市で

経営している。株式会社サンラインズは、日本人観光客を顧客と想定したホテルをハノイ市で経営

している。株式会社スーパーホテルは、アジアに出店していく方針を掲げ、ミャンマー、ベトナム

に出店している。タマホーム株式会社は、カンボジアでビジネスを行う日系企業を顧客と想定し、

日本人駐在員向けのサービス・アパートメントを開業すると同時に、小型ホテルを開業している。

株式会社東横インは、韓国、フィリピン、ドイツなど積極的な海外進出を指向する中で、ビジネス
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マンを顧客層と想定し、カンボジアにも進出している。株式会社オークラ・ニッコー・ホテルマネ

ジメントは、海外展開している JAL ホテルズの株式を取得しており、インドシナ地域では、タイと

ベトナムのニッコーホテルを経営している。ルートインジャパン株式会社は、日系企業・観光客を

顧客と想定し、ダナン市に進出している。 
 

表 1 日系ホテルのインドシナ進出状況 
ホテル名 タイ カンボジア ミャンマー ベトナム 

東屋ホテル 
 
 

 プノンペン 1 軒  ハノイ 4 軒 
ホーチミン 4 軒 
ダナン 1 軒 

くれたけホテル    ハノイ 2 軒 
さくらホテル    ハノイ 3 軒 
サンラインホテル    ハノイ 1 軒 
スーパーホテル   ヤンゴン 1 軒 ハノイ 2 軒 
タマホテル  プノンペン 1 軒   
東横インホテル  プノンペン 1 軒   
ニッコーホテル 
 

バンコク 1 軒   ハノイ 1 軒 
ホーチミン 1 軒 

ルートインホテル    ダナン 2 軒 
出典：各社ホームページより著者作成 

 

日系ホテルのインドシナ進出に関して、①立地場所、②想定顧客層、③進出意図についてまとめ

ると、以下のとおりである。第一に立地場所については、各国の首都など都市部が中心であるが、

観光地や工業団地近辺への進出もみられる。第二に想定顧客層については、日本人ビジネスマンの

出張がメインであるが、観光客をターゲットとするケースもみられる。第三に進出意図については、

日本国内でチェーン展開しているホテルが、アジア展開を指向するケースが多いが、異業種からの

参入もみられる。 
 

４．おわりに 

日系ホテルのインドシナ進出については、タイ（オークラ、呉竹荘）、カンボジア（オークラ、タ

マホーム、スターツ）、ベトナム（オークラ、ルートイン）などの進出計画が発表されており、今後

ますます増加する見通しである。ただし、過去に日系ホテルの海外進出事例は多くない中で、撤退

するケースが過半を占めてきている。インドシナ進出は始まったところであるが、すでに撤退する

ケースも出てきており、今後の成否が注目されるところである。 

 

参考文献 

四宮由紀子〔2016〕「日本ホテル企業の国際発展とアジア回帰の軌跡；過去 50 年間の国際企業行動の変化に関
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日本の経営手法の中国企業での実施可能性と課題 

〜京セラのアメーバ経営をめぐって〜 

竇少杰（立命館大学） 

Shaojie DOU（Ritsumeikan University） 
 

１．はじめに 

 日本航空の再建を契機として，京セラ株式会社（以下では「京セラ」と略す）の創業者である稲盛

和夫氏のみならず，アメーバ経営と経営フィロソフィは世界で大きな関心を集めるようになった。実

際にも日本の隣国である中国において，特に中小企業経営者の間でアメーバ経営の導入に熱心に取り

込もうとする者が多く現れてきた。しかし，価値観や労働に関する考え方，雇用慣行，労使関係など

で日本と大きく異なる中国では，アメーバ経営と経営フィロソフィの導入はうまく実施できておらず，

多くの経営者たちはどのようにすればアメーバ経営が本来の威力を発揮することができるのかについ

て深刻に悩んでいる。 

アメーバ経営と経営フィロソフィは日本社会，そして京セラの“土壌”で誕生し，実践されてきた。特

に企業の“土壌”は存在している様々なルールによって形成され，様々な内容が含まれているが，筆者が

注目したいのは雇用・労働に関するルールである。京セラ，JAL などの日本企業でうまく実施されて

いるアメーバ経営と経営フィロソフィが，何故，中国企業でうまく実施できないのか。その理由は，

雇用管理・仕事管理に関するルールが異なっていることにあるというのが筆者の仮説である。アメー

バ経営と経営フィロソフィを日本でうまく実施できているその“土壌”を明らかにし，その上で中国の

“土壌”は日本とどう違うのかを解明することは，中国企業のアメーバ経営と経営フィロソフィの実践に

大きな意味を持つと考える。 
 

２．アメーバ経営とは 

では，アメーバ経営とは何か。 

アメーバ経営は，稲盛和夫氏が自身の経営実践を通じて編み出した小集団部門別採算制度である。

企業組織を 6〜7 人の小集団に組織し，組織ごとに「時間あたり採算」（＝（売上高－経費）÷総労働

時間）を算出し，時間あたり採算の最大化を図る。小集団は経営環境に応じて「自由自在」に変形で

き，まるで単細胞生物のアメーバのようであるため，「アメーバ経営」と呼ばれるようになった。小集

団部門別採算制度では，一つのアメーバを一つの小さな企業と見なされ，アメーバのリーダーはその

小さな企業の経営者として見なされる。したがって企業内に存在する組織間の協力・協業関係を，ア

メーバ間では取引関係として成立させるのである。 

アメーバ経営を実施するそのメリットとしては，①組織が小さいため，経営成果はすぐに数値で表

示されるため，当事者意識を引き出しやすい。②アメーバ経営のせいかはすぐにわかるため対策は取

りやすい。③アメーバのリーダーは中小企業の社長のようにアメーバの経営に責任を持たなければな

らず，意思決定も業績管理も，メンバーたちへの高いモチベーションの維持も，考えなければならな

い。そのため，人材育成の効果もある。しかしデメリットもあり，最大のデメリットは，部分最適を

意識・追求しすぎてしまい，全体最適，つまり会社全体の利益を追求することを忘れてしまうことで
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ある。したがって稲盛氏は「経営にはフィロソフィが必要不可欠だ」と強調し，「アメーバ経営とフィ

ロソフィは車の両輪であり，どれもなくてはならない存在である」としている。 
 

  

図１ アメーバ経営の組織イメージ図と社内取引関係 

出典：稲盛和夫（2010） 

３．アメーバ経営成功の条件と課題 

 アメーバ経営は日本国内でも導入する企業が少なくなく，稲盛氏の経営学を学ぶ企業経営者の人数

も多くいる。ではアメーバ経営をうまく機能させるためには，どのような条件があるか。一般的に，

筆者は少なくとも以下のような要件が必要である。①企業経営者は成功するまでやり遂げることを覚

悟して決心する。②アメーバ経営の本質をしっかり把握できる。③会社のビジネスモデルとバリュー

チェーンをしっかり理解し，プロフィットセンターとコストセンターを明確に設定できる。④アメー

バ間の売買関係が成立し，内部取引価格（或いは協力対価）も合理的に設定できる。⑤ガラス張りの

経営が実現できる。⑥各アメーバの収入と経費は正しく計算できる。⑦全社に経営フィロソフィが共

有し，浸透されている。⑧全従業員は心から経営者の立場に立って仕事を考え，真剣に働く。⑨従業

員の流動性は低く，仕事に対する高いモチベーションが維持されている。 

 しかし，冒頭で説明した通り，アメーバ経営は京セラという日本企業の組織で編み出されており，

そのため，人事管理や労使関係のあり方を含んだ様々な日本の「常識」の上で生まれて運営されてい

ると言えよう。特に労働に関して，日本と比べて中国の特徴は表２の通りである。 
 

表２ 労働に関する日中比較表 

項目 日本 中国 

労働市場 内部労働市場が発達。 外部労働市場が発達。 

採用 新規大卒の一括採用がメイン。 中途採用が多く，経験・即戦力を重視。 

雇用 終身雇用が依然としてメインな考え方。 契約雇用。 

賃金 職能・役割給。成果主義もあるが能力主義がメイン。 業績主義，成果主義。 

帰属意識 企業組織への帰属意識は比較的に高い。 個人主義の考え方が主流。 

労使関係 集団的，協調的な労使関係。 個別的，服従的な労使関係。 

出典：筆者作成。 
 

 このような日中間の労働に関する多く差異を無視して中国企業にアメーバ経営を導入することは成

功し得ないだけでなく，むしろ危険である。ではどのようにすれば中国企業もアメーバ経営の威力を

発揮できるのか。本研究は以上のように問題提起をし，さらに課題研究を進めていく。 

（＊紙面の都合で大幅に削除しています。学会当日は詳しく発表させていただきます。） 
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深圳のビジネスインキュベータのネットワーク構築 

１．はじめに 

 李・王他(2005)は、中国におけるビジネスインキュベータ(以下 BI)を政府設立の非営利型 BI、社

会団体や企業設立の非営利型 BI と営利型 BI に分けている。本研究では、これを参考にしながら、

中国の深圳においてこの 3 種類の BI の外部と内部ネットワーク構築の実態を明らかにし、その相違

点を明確にする。本研究の研究対象は、政府設立の非営利型 BI の深圳南山区科技創業サービスセン

ター、民設非営利型 BI の深圳大学城創業園と民設営利型 BI のテンセント衆創スペース(深圳)であ

る。 

２．深圳南山区科技創業サービスセンターのネットワーク構築 

（１）深圳南山区科技創業サービスセンターの概況 

 深圳南山区科技創業センター(以下科創センター)は 1999 年 9 月に、南山区人民政府によって設立

され、南山区科技局によって所管される国家級の BI である。現在、南山数字文化産業基地が科創セ

ンターの主要の基地であり、同センターの大部分の設備を所有する(王・林他、2010)。2017 年、南

山数字文化産業基地の入居企業は 150 社であり、卒業企業は 600 社である。 

 （２）外部のネットワーク構築 

 科創センターは政府が主催する勉強会を通じて他の BI、大企業とベンチャー企業と交流している。

また、同センターは政府と連携した銀行及び政府が設立したベンチャーキャピタルと連携している。

それに加え、政府が設立した知的財産保護の専門的なプロジェクトを利用している。一方、科創セ

ンターは卒業企業と緊密な関係を維持している。卒業企業の設立者は現在の入居企業の起業のチュ

ーターとしてアドバイスを提供するほか、ベンチャーキャピタル(VC)の役割も果たしている。 

（３）内部のネットワーク構築 

 仕事の量によって、インキュベータマネジャー(以下 IM)は企業を訪問する回数が変わるが、月

2~3 回程度である。科創センター内部で入居企業向けの勉強会は開催されていない。入居企業は上

記の政府主催の研究会に参加している。しかし、IM は資源が相互に補完し合う企業のオフィスの近

い場所に設置し、企業間の交流を促進している。また、IM と積極的にコミュニケーションを取る企

業の方が IM との関係が密接である。 

３．深圳大学城創業園のネットワーク構築 

 （１）深圳大学城創業園の概況 

 深圳大学城創業園(以下創業園)は 2007 年 9 月に、南山区科技創新局の主導の下で、深圳桑泰実業

有限会社の投資によって設立された国家級の BI である。創業園は清華大学とハルビン工業大学の深

圳研究生院と隣接している。2017 年、創業園の入居企業は 150 社であり、卒業企業は 430 社である。 

（２）外部のネットワーク構築 

 創業園は何か問題と直面する際に、政府のサポートを受けている。創業園が設立された初期段階

劉瑩（立命館大学・院） 
LIU Ying (Ritsumeikan University Graduate School) 
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には、桑泰実業有限会社は BI を管理する経験がなかった。その際、政府は創業園の運営を適切に助

言し、創業園の管理を支援した。また、創業園は大学との連携がよく行われている。入居企業の創

業者の約半分は清華大学とハルビン工業大学深圳研究生院の卒業生や在学生である。さらに、入居

企業に専門的な支援サービスを提供するために、IM は法律事務所や VC などを連れて企業を訪問す

る。創業園はこれらの機関との連携はいずれも 7 年以上であり、信頼関係を築いている。 

（３）内部のネットワーク構築 

 IM は毎週水曜日に入居企業を訪問し、入居企業の発展状況と直面している課題を把握している。

さらに、IM は事業内容によって入居企業をいくつかのグループに分類し、特定の企業グループ向け

の専門的な交流会や勉強会を企画している。IM と入居企業との信頼関係は「企業が成長するプロセ

スにおいて、直面したすべての大きな課題を IM と相談する」によって築かれている。 

４．テンセント衆創スペース(深圳) のネットワーク構築 

（１）テンセント衆創スペース(深圳)の概況 

 テンセント衆創スペース(深圳)(以下衆創スペース)は 2016 年 10 月 14 日に、テンセントによって

設立され、敷地が深圳の最も大きな国有企業「深投控」によって提供され、専門的な BI 管理企業の

「サンゴ群」社によって運営されている。入居企業は 40 社であり、入居率は 100％である。 

（２）外部のネットワーク構築 

外部ネットワーク構築に関して、衆創スペースは主に VC とメディアと連携している。IM による

と、衆創スペースと VC は「必要な時に、VC はすぐ助けてくれる」ほどの信頼関係を構築してい

る。なお、衆創スペースは VC とロードショーやネットコミュニティを通じて連携している。入居

企業の技術の市場化・商品化段階には、衆創スペースはインターネットメディアとテレビ局を通じ

て、入居企業の商品を宣伝している。 

（３）内部ネットワーク構築 

 IMと入居企業の接触頻度は 1週間 3.4回である。入居企業はアイデアが明確ではないと思う際に、

IM と議論する。毎週水曜日に入居企業の創業者達は「私董会」を開催している。入居企業は「私董

会」を通じて、お互いに理解し、実際にコラボレーションを実現している。IM とすべての入居企業

はある程度の信頼関係ができているが、その信頼関係は「遠い」と「近い」という区別がある。自

社が直面している課題を積極的に相談する企業のほうが IM との関係が「近い」。 

５．結論 

 外部ネットワーク構築に関して、公設公営型 BI である南山科創センターは政府を中心とする閉鎖

的なネットワークを構築している。民設非営利型 BI である大学城創業園はより開放的なネットワー

クを構築している。また、民設営利型 BI である衆創スペースはベンチャーキャピタルとメディアを

中心としてネットワークを構築している。それに加え、衆創スペースは外部の機関と連携する方式

はより柔軟である。内部ネットワーク構築に関して、衆創スペースは南山科創センターと大学城創

業園より入居企業と強い紐帯を築いており、入居企業間の関係はより密接である。 

参考文献 
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李岱松、王瑞丹、马欣(2005)「孵化器产业特征及我国孵化器营运模式探析」『科研管理』第 26 卷(3)、8－11 頁。 
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アジアにおける日本人起業事情 

～アジア圏 10カ国・地域、44名の日本人起業家への取材を経て～ 

１．私たちについて ～研究背景 

自分の気に入った国や街で、自分がやりたい仕事にチャレンジする。それを意識してスキルを磨

きキャリアを積む。働き方・生き方のひとつに「海外での起業」があることを提起し、日本人の“人

生の選択肢”を増やすとともに、海外における日本の存在感底上げに貢献できればと考え、海外起

業情報センターを設立。その活動の第一歩として、日本人による海外起業事情を把握するために、

実際に海外で起業している方々を訪ねる取材活動を展開。これまでに、世界 22 カ国（地域）の 30

都市を実際に訪問し、のべ 100 名を超えるインタビューを行った。それにより、  

   １） 海外起業の検討者・関心層に、まとまった事例情報を提供できる。  

   ２） 起業経験者の経歴を探ることで、検討者・関心層により組み方を提示でき、啓発の

注力対象も明確化できる。  

今回の報告では、取材の集計結果から海外起業へ至る動機や道程の特徴を浮き彫りにしつつ、全

取材者とアジア圏の取材者のデータ比較を通じて、アジア圏における起業事情の特徴を見出したい。  

 

２．「海外志向あり」は全体で 76％。アジアでは 68％とやや低め 

◎留学経験：   全体 ＝起業地同国 35％、起業地異国 2％  

       アジア＝起業地同国 25％、起業地異国 2％ 

◎ワーホリ経験： 全体 ＝起業地同国 7％、起業地異国 2％  

       アジア＝起業地同国 0％、起業地異国 2％ 

◎海外勤務経験： 全体 ＝起業地同国 45％、起業地異国 12％  

       アジア＝起業地同国 43％、起業地異国 11％  

留学・ワーホリ経験者は全体に比べアジアは少ないが、海外勤務経験者はほぼ同等。  

留学先としてアジアは少数派だが、海外生活経験が海外起業のきっかけになりやすい。  

 

３．「起業志向あり」は全体で 73％。アジアでも 73％と同レベル 

◎日本国内での起業・事業継承経験あり： 全体＝18％、アジア＝27％ 

◎海外での起業・事業継承経験あり：   全体＝28％、アジア＝27％  

「いつかは独立」との思いを実行して今がある起業家の割合は、全体もアジアも同レベル。  

ただ、日本国内で起業を経験してから海外へ出て行った割合は、アジアの方が 10 ポイント高かった。 

外資による法人新設が容易ではなく、進出の形を採った方がスムーズなケースが少なくないためか。 

＊「海外での起業経験あり」の中には、倒産・廃業からの再起組も含まれる。 

濱田浩昭（一般社団法人海外起業情報センター） 
Hamada Hiroaki  (Center for Start Business Overseas) 
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４．起業時年齢はアジアはやや若め。全体的に 90％近くが前職あり 

 全体・アジアともに、最多は 30 歳代（40％強）。以下、40 歳代、20 歳代と続く。 

 アジアでは 40 歳代がやや少なく（16％）、その分 50 歳代での起業が多め（14％）になっている。 

◎前職勤務形態：全体＝従業 68％、自営 18％、 両方 5％  

    アジア＝従業 66％、自営 15％、両方 7％ 

◎前職の業種： 全体＝同業種 36％、異業種 36％、両方 16％   

    アジア＝同業種 39％、異業種 36％、両方 14％  

前職が同業種だった方、異業種だった方がいずれも 30％台後半。  

転職等により複数経験されている方も 15％前後いる。 

 

５．収益対象が日本人相手で完結しているのは 30％台強に留まる 

日本国内、または現地日本人を収益対象にしているケースが 30％台なのに対し、何らかの形で現地

ローカルを収益対象にしているケースは 60％に達する。 

一方、日本国内とは全く関わりを持たず、現地だけでビジネスが完結しているケースが約半数。 

６．その他トピック 

◎現地にビジネスパートナーを得て起業したのは、約 30％ 

◎現地人配偶者を持つ（持った）人は、全体で 29％。アジアでは 20％と少なめ 

◎全体の半数強が、事前に現地語を習得。アジアでは 36％に留まり、未修得のままの人も７％。 

◎可能な限り滞在したいと考えている人は全体で半数を超えるが、アジアでは 43％に留まる。 

 

７．海外起業経験者の傾向まとめ 

（１）海外起業実践者には、元々「海外志向」「起業志向」がある人が多い 

海外留学や海外勤務を経験して、その国（街）を気に入って戻って起業する人が目に付く。 

40歳代以上で起業した方には「これまでと違ったことを知らない場所で」と言う、人生リセット派

が見られる。起業志向はなくても、外国人と結婚したのを機に起業を考えた人も少なくない。  

（２）それまでの経験を活かせる仕事の人と、全く異なる仕事に挑む人に分かれる 

モノづくりや健康・美容サービスなど専門性が求められる職種においては、経験を生かした起業が

多い。 最も多い飲食業に関しては、（日本食を中心に）経験者による起業と、異業種からの参入に

二分されている。 

（３）起業～存続のキーは、いかに現地を知り、溶け込むか 

現地にパートナーを得るのか、日本で先に起業して“進出”の形を採るのか。容易な起業形態を

探るべし。日本向けであれローカル完結であれ、ローカルでのビジネスを円滑に行うのは不可欠。

信用構築の重要さを指摘した方も多数。 

（４）海外起業を考えるにあたっての、先人からの金言 

「どの場所」で「何をする」のか、どちらか定めて「もう片方」を見つける。 

 ～成松幹典さん 日本食材店「大和屋」＠デリー 
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１．はじめに 

現在実施中の Exploratory Research 探索的研究では、①２次情報を中心としたアセアン日本人起業家

に関する経営環境の調査と②研究テーマに関する先行者研究の不足を補うための調査研究を行って

きている。今回の発表の趣旨は、初期段階の Exploratory Research 探索的研究をベースに、実際に 5

月にマレーシアで行った日本人起業家に関するインタビュー調査研究に基づいた内容の発表を行う。 

２．研究の教育・学術的背景 

大学の数百人の教室で、生徒に「将来海外で頑張りたい人

はいますか？」「将来事業を起こして起業してみたい人は

いますか？」と問うたところ、手を挙げる大学生は殆どい

ない。この現状を見て、「彼らをモチベートすることができ

るのは何か」ということを自身に問うた時に、本調査研究

の実現を志した。このように若者の 

① 起業家精神離れ(日経新聞 2013,片岡・齋藤他

2015))、 

② 海外離れ（日本旅行業協会 2015） 

③ 創造力、イノベーションの欠如（アドビ社 2017） 

が指摘される中、本研究は、学生を活性化し、「世界で戦える学生」を育てる上で重要な示唆を提言

できる。さらに、 

1)「井の中の蛙状態で海外進出できない企業の経営者」、 

2)「アイデアはあるものの起業できないビジネスマン」、 

3)「会社の閉塞感の中で新事業を起こせない経営幹部」 

等にも有益な示唆を提言できる。 

本研究のパイロット研究によれば、従来研究の対象であ

る日本の経営者や、海外駐在員に比べ、日本人起業家は、 

a)海外という非常に厳しい経営環境下において、 

b)日本では想定できないような様々な困難に直面し、 

c)試行錯誤の末問題解決し、同時に 

d)東南アジア現地の経営環境を活かした様々なイノベーションを巻き起こし、 

現在の地位を築いている。このような、東南アジアの日本人起業家の問題解決とイノベーションに

関する包括的、体系的な研究は、学術的にも、日本企業、学生にとっても 重要な示唆が得られる。 

Exploratory Research: ASEAN 日本人起業家の実態調査 

―マレーシアでの実証研究ー 

An Exploratory Research on Japanese Entrepreneur in ASEAN 
―Interview Research in Malaysia― 

佐脇英志（亜細亜大学） 
SAWAKI, Hideshi (Asia University) 

Nozomu
テキストボックス
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３．問題提起 

「起業家革命は米国経済を牽引する」（ウィルソン・ハーレル 2006)とあるが、国の成長率とその国

の起業率(開業率)には明らかな相関があり(松重 2016)、我が国の失われた 20 年を回復するには起業

家の息吹が不可欠である。しかしながら、GEM(グローバル・アントレプレナーシップ・モニター)

調査（磯部・矢作 2011）によれば、総合起業活動指数 TEA に関して、日本は、米国の半分以下で、

世界でも極端に低い。日本の起業活動率の推移は、リーマンショック時に多少上がったものの主要

6 か国の中でも長期低迷している。 

また、年齢構成でも起業家も起業希望者も 29 歳以下比率減少と若い世代の起業へのモチベーション

が極めて低い。さらに、国際志向性に関しても、海外出国日本人は、停滞から、減少に転じた。海

外志望の学生は減少傾向にある。これらは、日本の失われた 20 年の元凶の一つともいえる問題点で

ある。 

４．先行者研究 

欧米での起業家研究は進んでいるものの、日本では起業家精神に関する学問分野がまだ体系化され

ておらず（中島 2012）学術的な遅れも目立つ。東南アジアの日本人起業家に関する研究は最近出て

きた（岩崎 2016、2017、大泉 2017）が、総合研究所のマクロ的な視点であり、ミクロ的、経営学的

観点からの研究はほとんどなされていない。 

５．研究内容 

本研究では、実際に日本人起業家がどのように事業を立ち上げているか、その過程において起業家

精神と非常に関係性の高いイノベーション理論がどのように生かされているかについて研究する。  

目まぐるしく変化するグローバル経済下の東南アジアの経営環境の情報整理・分析とともに、実

態把握のために約 10 名程度の日本人起業家（タイ、マレーシア、シンガポール）と面談する。東南

アジア各国の経営環境の違うところで、どのような面で苦労して事業を立ち上げてきたか、ビジネ

スチャンス、脅威 を明確する。ここでは起業家の重要な要素であるイノベーションの見地から分析

を行う。すなわち、イノベーション理論を使って起業家

がどのようなイノベーションを起こして起業に至ったか

を分析する。起業家は、どのような機会「７つの機会」

（ドラッカー2007）を活かして起業に 繋げているかを分

析する。 

また、何の、どんなイノベーションを引き起こしたか

について、「5 つの類型」 (シュンペーター1977)を使って

分類し分析する。詳細に設計された「インタビュー ガイ

ド」を使った半構造化インタビューで、５Why などのイ

ンタビュー手法を使って詳細かつ深い内容の情報を得る。

（現在、分析中） 

以上 
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戦後釜山地域における製靴産業の盛衰	

−国際商事の経営史的研究を通じて−	

１．はじめに	

本研究の目的は，戦後の製靴産業において寡占体制の形成から解体までの過程を，国際商事株式

会社の事例を取り上げ，企業レベルで考察することである。現時点に，釜山地域の製靴産業は，ほ

とんどの中小企業が集積を構成し，ネットワークを形成している。製靴産業の発展経路について，

産業研究院（1993a），パク（2000）によれば，製靴産業の生産形態は内製一貫生産の大量生産

を取り，寡占体制を形成していたと事実関係を論じている。しかし，競争的寡占体制といった

製靴産業の発展経路について，その内実は明らかにされていない。そのため，現在韓国の製靴

産業集積におけるダイナミズムを明らかにするために，時系列的変化を視野に入れて分析する

（伊丹，松島，橘川，1998）。 

 

２．寡占体制の形成（1962-71 年）	

朝鮮戦争は，釜山地域に立地していた 5 大企業に対し，民需市場の拡大をもたらした。また，

ベトナム戦争は，ベトナム特需という特殊需要を提供した。政府は，払い下げおよび銀行融資

の提供や，製靴産業を輸出特化産業に指定して特恵的な支援を施した。さらに，製靴産業は，

輸出特化産業に指定され，国際商事を含めた 5 大企業 1)は輸出部門で急速な成長をなり遂げた。

輸出特化産業の指定の側面に立てば，当時の韓国の輸出第一主義下では，政府介入が不可欠な

ことであり，経済成長のためには製靴産業内に寡占体制を定着させざるを得なかったと考えら

れる。	

 

３．高度成長期における 5 大企業の事業展開（1972-81 年）	

	 5 大企業は，高度成長期にその地位を確立し，輸出部門において急速な成長をおさめた。こ
の過程で，国際商事は，持続的な成長の手段として，製靴部門では積極的な機械設備投資を行

った規模の経済性を接近するとともに，借入金による非関連分野へ多角化を採用した。その結

果，国際商事は，韓国において最大規模の製靴メーカーとなり，輸出部門では，5 大企業のな
かでもトップシェアを占めていた。そして，製靴製造業を中心とした国際商事の多角化戦略は，

韓国において三星，現代を引き継ぐ貿易総合商社として指定されるほど，急激な成長を遂げ続

けた。国際商事の非関連の 24 分野まで多角化が行われていった。しかし，国際商事の積極的
な設備投資および非関連分野への多角化は，国際商事の財務状況を悪化させていった。 
 

４．急変する製靴産業の縮小（1982-80 年代半ば）	

姜尚民（立命館大学・院） 

Kang Sang-Min (Ritsumeikan University Graduate School) 

Nozomu
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	 国際商事は，積極的な設備投資および非関連多角化が進められていた。その過程で，設備投資や

諸投資に対し，自己資本または長期資本による経営運営ではなかった。それは，政府の特恵的な支

援を享受しながら，外部の短期金融への依存により，実現できたものであった。その性格は，短期

間でありながら，投資額は巨大であり，集中的に行われていた。それに伴い，国際商事の企業活動

における安全性の側面で問題が浮かび上がったが，粉飾決算を行うことによって，経営悪化が表面

化されなかったかも知れない。他方，本業である製靴製造部門では，規模の経済を追求した結果，

韓国の最大規模の製靴メーカーとなったものの，需要市場の変化が把握できなかった。その結果，

1985年に国際商事は倒産してしまった。 
 

５．おわりに	

	 国際商事は，1949年の創業以来に 1971年まで製靴メーカーとして高度成長に乗じていた。しか
し，1970年代に入ると，政府の特恵的な支援を享受しながら，製靴事業の技術および研究開発に重
点を当てず，もっぱら規模の経済性を追求したのであろう。また，国際商事は寡占的な地位を利用

して，生産量および価格を調整することによって消費者の利益を侵害した。それだけではなく，流

通構造の掌握によって中小企業まで支配していた。ただし，国際商事の放漫な経営は倒産に繋がっ

てしまった。 
 

参考文献	

伊丹，松島，橘川〔1998〕『産業集積の本質』有斐閣。 

【韓国語文献】 

産業研究院〔1993〕『製靴産業の最近の実態と海外直接投資』産業研究院。	

パクフン〔1999〕「製靴産業の知識競争力の強化策」『kiet 産業経済』,産業研究院，71-86	頁。	

 

                                                             
1)

 5大企業とは，製靴産業の生産・輸出面においてトップシェアの位置にあった国際商事をはじめて，進洋化

学，三和ゴム，東洋ゴム，泰和ゴムの企業群を指している。 
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韓国におけるコーポレート・ガバナンスの現状と課題 

―財閥をめぐる新たな局面― 

 

１．問題の所在 

今、韓国が揺れている。朴槿恵前大統領の友人による国政介入事件に端を発し、朴槿恵前大統領

への贈賄などの疑いでサムスン・グループの事実上のトップでサムスン電子副会長の李在鎔が逮

捕・起訴され、同様にロッテ・グループ会長の辛東彬も在宅起訴されているのである。近年、韓国

の企業をめぐっては、個別的かつ具体的な事例をもとに、グローバルな市場を攻略する成功モデル

としてマーケティングやマネジメントの視座から多角的に検討されてきたが、最近ではそのような

論調が下火となっている。 

Asian Corporate Governance Association（ACGA）の CG マーケット・スコアの検証によると、韓国

のコーポレート・ガバナンスの水準は、ほかのアジア諸国と比較すると、相対的に低いと報告され

ている。先進国に比肩する経済規模をもつに至っていると言われながら、である。言うまでもなく、

それは財閥共和国とも形容される同国の企業の型、いわゆる財閥をめぐる特質に起因するものであ

ると考えられる。韓国では、コーポレート・ガバナンスが企業支配構造と表現されており、その特

徴を端的に物語っているのではないだろうか。本報告では、韓国の財閥および韓国のコーポレート・

ガバナンスに関わる最近の動向を考察し、その素描を通じて韓国が捉えるべきコーポレート・ガバ

ナンスの局面について接近する。 

 

２．コーポレート・ガバナンスに関わる財閥の現状 

韓国における四大財閥（サムスン、ヒュンダイ、LG、SK）の売上高などが、GDP に占める割合

においてきわめて高いことはよく知られている。もちろん、それだけの影響力がある。また、韓国

の財閥は、創業者一族での経営という点が、周知の特徴である。確かに、経営ビジョンの共有やト

ップダウンによる意思決定については、スピード感をもって行うことができるなどの利点がある。

韓国の財閥が、2000 年代に世界的な企業として飛躍を遂げた結果に表れていよう。 

そのような中、財閥の株式所有構造を分析すると、オーナー家の持ち株比率は少なく、系列会社

や役員で保有する内部持ち株比率の高いことが看取される。財閥の経営には、少ない持ち分でも数

多い系列会社の支配権を実質的にもつ、いわゆる“循環出資”が指摘されるところである。これは、

株式持ち合い、相互保有なのだが、何十社もあるグループ会社間でかつオーナー一族で
．．．．．．．．．．．．．．．．．

という点が

特徴である。オーナー一族による経営権の独占的な行使や企業の資金調達にも関わり、批判的に考

察されることの多いこのような循環出資の構造に対しては、2014 年に新規循環出資禁止法が施行さ

れ、また公正取引委員会でも既存の循環出資を把握（公開）しているため、改善に向かうと期待さ

大津健登（九州国際大学） 
Otsu Kento (Kyushu International University) 
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テキストボックス
D-2



 2 

れている。それでは、韓国におけるコーポレート・ガバナンスは、どのように展開されてきている

のであろうか。 

 

３．財閥をめぐるコーポレート・ガバナンス改革について 

財閥をめぐるコーポレート・ガバナンス改革は、金大中政権下で行われた 1997 年 IMF 構造調整

政策による取り組みが大きな画期であった。1997 年アジア通貨金融危機による国家破綻の窮地は、

財閥のあり方にも原因があったとされたからである。財閥の構造調整（改革）のうち、企業経営に

おける透明性の向上に対しては、社外取締役制度の導入、少数株主の権利行使の拡大、結合財務諸

表の作成義務化、国際会計基準による会計制度の改善などが促された。 

韓国におけるコーポレート・ガバナンスについては、商法において定められている。商法の改定

は、毎年のように議論かつ施行されており、上述の点を法的に強化
．．．．．

するような方策が採られ、企業

にとってはその対応が迫られている状況となっている。さらに、韓国のコーポレート・ガバナンス

は、新たな局面がつづく。2016 年には、13 年ぶりにガバナンス・コード（企業支配構造模範規準）

が改定され、その遵守が強く求められるようになったのである。2017 年には、“Comply or Explain”

も導入されるに至った。また、スチュワードシップ・コードも 2016 年に策定され、2017 年になり

様々な企業でその検討および運用がなされている。他方で、企業の ESG（Environment、Social、

Governance）評価モデルも導入され、社会における価値ある企業をレーティングする取り組みも進

んでおり、コーポレート・ガバナンス改革の機運があらゆるフェーズから高まっていると言える。 

経済社会が不安定な様相を呈している同国において、国民生活にもきわめて強い影響を及ぼす財

閥の位置づけ、そのコーポレート・ガバナンス改革が重要なタスクであることは、最近の一連の動

向から明白である。韓国で取り組むべきコーポレート・ガバナンスの基盤は整いつつあるがゆえに、

形だけではないその実効性が望まれるところである。 

 

４．財閥と国家～目指すべきコーポレート・ガバナンスの型～ 

韓国の民主化は 1987 年。それまでは開発独裁であったため、政権に近しい財閥が活かされてきた。

いわゆる“政経癒着”の構図である。今に至ってもその色合いはクリアにならず、財閥のガバナン

スと国家のガバナンスの関係性が問われつづけている。韓国のコーポレート・ガバナンス改革は、

財閥と国家を包括的にチェックかつモニタリングできる形にしていかなければならない。2017 年、

韓国では文在寅大統領による新たな政権が発足した。財閥改革に対する取り組みも、上述の点をふ

まえて当然のことながら掲げられており、具体的な行動と結果が求められている。昨今、積極的な

取り組みが見られる韓国のコーポレート・ガバナンス改革は、どこまで機能するであろうか。 
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三和裕美子〔2016〕「コーポレート・ガバナンス国際比較研究の意義」三和裕美子編著『東アジアとアセアン

諸国のコーポレート・ガバナンス』税務経理協会。 



接続性と利他性のアジア経営 

１．はじめに 

アジアでの日系企業は,接続性と利他性を最重要視する経営をする必要があることの根拠と方策

を検討する。アジア現地政府は外国投資家の経済的利益に訴えるべく外国投資誘致のための投資優

遇措置(投資インセンティブ)を示していが,外国投資家はインセンティブによる経済的利益(利己心)

が,接続性と利他性を最重要視する経営にアピールするかのテストをした上で投資を決めるべきだ。 

 

２．集団遺伝学が示す利他性と接続性が必要な根拠 

サミュエル・ボウルズとハーバート・ギンタスは『協力する種』で集団遺伝学を使って,偏狭な利

他主義者,寛大な利他主義者,偏狭な非利他主義者(利己主義者),寛大な非利他主義者の間で,集団内淘

汰圧と集団間淘汰圧がある場合の集団の淘汰を検討した。集団内淘汰圧が強いと寛大な利己主義者

が,集団間淘汰圧が強いと偏狭な利他主義者が各々有利になる。これは市場メカニズムが働く場合は

寛大な利己主義者が勝ち残り,国民国家間の紛争対立が激しい場合は偏狭な利他主義者(愛国者,ナシ

ョナリズムの信奉者)が勝ち残ると言い換えられる。グローバリズムが国民国家の権限を何ら奪うも

のでない範囲でしか進まないアジアで,市場メカニズムが働くなら勝ち残れる寛大な利己主義者と

しての外資系企業(FDI)は,国民国家間の紛争の機会は少ないが対立があることで,ナショナリズム

を奉じる偏狭な利他主義者からの挑戦に晒される。そのため,ナショナリズムに対応できる利他性重

視の戦略を採りながら,国内での市場メカニズムの歪みを国外との市場取引で補完できるように接

続性も同時に重視する経営が必要となる。寛大な利己主義者ではなく寛大な利他主義者との自己規

定が日系 FDI に必要となる。 

 

３．インセンティブが利他性と相乗効果を持つ政策パラダイム 

サミュエル・ボウルズは『モラル・エコノミー』で,インセンティブが利他性と相乗効果を持つ政

策パラダイムを提起した。接続性と利他性を同時に活かす経営はこの政策パラダイムに沿っている。

アジア現地政府の外資誘致インセンティブやその他公共政策の有効性は本政策パラダイムの有無で

テストできる。インドネシアの 2016 年税恩赦法での脱税者への適用税率は通常の所得税率・法人税

率より大幅に低い。一時的な税収増は実現できても,脱税した方が得だとのシグナルを納税者に送る

政策だ。本来人が持つ利他心を減殺させるようなインセンティブ設計は有効ではない。 

 アジア諸国は輸出加工型外国投資を誘致するため輸出用に輸入される原材料の輸入関税免除イン

センティブを設けている。本政策は裾野産業育成による現地調達率の増加を図る現地化政策がない

と,賃上げ圧力に晒され外国投資誘致インセンティブとしては短期的・限定的にしか機能しない。パ

ラグ・カンナが『「接続性」の地政学』で主張する接続性は ,中国政府の進める一帯一路のようなグ

ローバル・ロジスティックスと経済特区による飛び地経済の発展を主張するが ,利他性に裏付けられ
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ていないため利害関係者から嫌われる対象になり兼ねない。 

 

４．利害関係者から信頼を得る FDIの経営 

アジア途上国での現地利害関係者は国民国家としてのナショナリズムを信奉している。外資多数

支配 FDI は,ナショナリズムで保護すべき対象外の存在だと見なされ易く,グローバリズムを進める

存在としてナショナリズムを掘り崩し兼ねないとも見なされ得る。インドネシアの外資参入ネガテ

ィブ・リスト,フィリピンの外資規制,タイの外国人事業法,インドの外資大型小売り開放政策は, 地

場幼稚産業保護を名目とした経済ナショナリズムによる地場大資本育成強化策となっている。地場

大資本と現地中央政府がタッグを組んだナショナリズムは ,グローバル競争に必要な技術開発を遅

らせ資金コストを高め現地消費者の利益に反する事態を招き兼ねない。例としてインドネシアから

のセブン・イレブンの撤退,フリーポート・インドネシアの上場による資本現地化を拒否し輸出再開

をさせないインドネシア政府,一時的税収目当てで日系 FDI 十社の課税事業者登録を取り消すイン

ドネシア政府がある。日系 FDI の利他心重視の経営は,経済的利己心以外の利己心ないしナショナリ

ズム以外の利他心をも持って行動する現地利害関係者にアピールでき,ナショナリズムとも親和的

である。日系以外の FDI は接続性と利他心を最重要視する経営はしない。タイ系ミャンマー錫採鉱

合弁 FDIの環境被害損害賠償訴訟のミャンマーでの勝訴とタイ報道への名誉棄損の告訴が例となる。 

ワイクの組織化の進化モデル(生態的変化→エナクトメント→淘汰→保持を進化過程としそのフ

ィードバックも考える) で見ると,グローバル化と国民国家のナショナリズムの併存が生態的変化,

経済的利己心・その他の利己心・ナショナリズムという利他心・その他の利他心のいずれかを重視

する経営がイナクトメントにあたり,接続性と利他性を最重要視する経営が淘汰となる。保持のため

のマイナスのフィードバックは ,ナショナリズムという利他性にもアピールする経営なので小さく

て済む。しかし,利害関係者特に現地人経営者・従業員が,接続性と利他性の経営を内面化した行動

をしないとマイナスのフィードバックは大きくなる。インドネシア財務省規則による税源侵食と利

益移転(BEPS) 対策の移転価格文書は,対象契約金額が低過ぎ,かつ現地語翻訳を要求しており ,FDI

の事務負担は過度に重い。現地従業員が接続性と利他性の経営を内面化できたかを成果主義による

人事評価に使えば,能力向上により外部専門家による費用負担の軽減も可能となる。接続性と利他性

の経営を内面化した現地従業員なら地域知への関心も高くアジアの多様性に対応可能となる。アジ

アの多様性は複雑性を生むが、信頼は複雑性の縮減である。接続性と利他心の経営は信頼を生む。 

経済的利己心から配当を多くせよと主張する現地側出資者には ,接続性下でのグローバル競争に

必要な技術開発・設備投資用だとして内部留保をアピールできる。技術ロイヤルティの損金算入否

認や,安易な移転価格査定で日系 FDI から徴税する現地中央政府に対しては,接続性と利他性により

自主的に量と質を高めた企業情報を公開することで ,高ロイヤルティは接続性によるグローバル競

争での技術高度化に必要な費用だと説明し,パナマ文書非掲載企業の事実を含め租税回避はしてい

ないことを説明できる。賄賂を要求する公務員には自主的な企業情報公開基準によりできないと拒

否できる。利他性の経営は「イイ格好しい」への嫉妬による反発を生むが,嫉妬や恨みによる反発は

第三者からの支持は得られない。アダム・スミスは『国富論』第四篇第九章で「市場メカニズムは

ルール・正義によって補完されるから利己心を求めて競争することが許される」と言う。現地消費

者,現地従業員,近隣住民の利益となるウェル・ビーイングを目指す経営は実現できる。接続性と利

他性を最重要する経営は, 事業を通して現地社会に貢献するとの公言を進化・具体化させている。 



 1 

韓国の社会事情と職業倫理観に関する予備的考察 

１．研究目的 

2014 年 4 月に沈没したセウォル号が 3 年ぶりに陸へと引き揚げられた。300 人超の死者を出した

この歴史的な大惨事において、とりわけ衝撃的だった光景は、船の最責任者たる船長が乗客を十分

に避難させることなく、沈みゆく船体から下着姿で真っ先に逃げ出したことである。 

歴史を振り返れば、1950 年の朝鮮戦争勃発の折、時の李承晩大統領はソウルを捨て、漢江人道橋

を爆破した上で、自らは一目散に釜山へと逃げ去った。それからおよそ半世紀、2003 年に起きた大

邱地下鉄放火事件では、車内に火と煙が立ち込める中、運転手が電車の扉を開けずに逃げ出したた

め、多くの犠牲者を出すこととなった。これらの現象を鑑み、韓国には「責任者先逃の伝統1」があ

ると揶揄する有識者もいるほどである。 

一方で、韓国経済のけん引役である大手財閥においても不祥事は後を絶たない。セウォル号事故

の発生から 8 か月後に起きた韓進グループ副社長の航空保安法違反、いわゆる「ナッツリターン事

件」をはじめ、2016 年のロッテグループ会長の横領・背任事件、2017 年のサムスングループ副会長

の贈賄事件、さらにはハンファグループ会長の三男による暴力沙汰事件など枚挙にいとまがない。 

では、なぜ韓国では最も責任を担うべき人物がいとも簡単に職務放棄ともとれる行動に出るのか。

また、なぜ職責を担う財閥のトップたちが易々と不正に手を染めてしまうのか。こういった問題意

識の下、本報告では韓国における職業倫理観の一端を紐解いてみたい2。 

 

２．昨今の韓国の社会事情 

2016 年 10 月、いわゆる「崔順実ゲート事件」が発覚した直後、ソウルの光化門広場では朴槿恵

大統領（当時）への退陣運動が巻き起こった。この運動の 1 か月後、朴政権が事実上の退陣を表明

するや否や、最大野党「共に民主党」は大統領弾劾案の提起に急いだ。同年 12 月には国会で大統領

弾劾案が賛成多数（賛成 234 票、反対 56 票）で可決・成立し、瞬く間に朴槿恵大統領は失職した。

年が明け、目まぐるしく政局が動く中、2017 年 3 月には憲法裁判所による大統領罷免が裁判官 8 名

の満場一致で宣告される。それからわずか数週間後には、朴槿恵氏は逮捕され、一国の大統領から

罪人へと即座に転落したのであった。 

 現職大統領への罷免宣告がなされるとすぐさま次期大統領選への準備が進められ、主要候補者 5

名による選挙戦が連日連夜繰り広げられた。投票日の前日まで大接戦が続いた後、2017年 5月には、

9 年ぶりの革新政権となる文在寅新政権が誕生した。とりわけ、同政権の屋台骨となる政策は雇用

創出であり、公共部門 81 万人、民間部門 50 万人の雇用創出を謳っている。この背景には、韓国の

雇用事情の悪化が挙げられるだろう。 

周知のとおり、韓国経済は財閥に大きく依存しており、2012 年時点で GDP に占める 10 大財閥の

売上高は 7 割を優に超えている。しかしながら、これら 10 大財閥の雇用率は、2015 年時点でもわ

ずか 5%程度にすぎない3。また、同年の韓国の失業率は 3.6%であるが、若年層（15 歳～29 歳）の
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 2 

それは 9.2%と倍以上に跳ね上がる4。このような社会事情を踏まえ、昨今の韓国では「ヘル朝鮮」

や「N 放世代」、「スプーン階級論」などの新たな言葉が次々と生まれているが、いずれも超格差社

会の到来とともに、そこで暮らす韓国民の生き辛さを象徴している言葉だといえるだろう。 

 

３．儒教における職業倫理観とインプリケーション 

 韓国はしばしば儒教国と形容されるが、その所以は 500 年以上続いた李氏朝鮮王朝にまでさかの

ぼることができる。当時の朝鮮社会は強固な中央集権体制が採られ、王族を頂点とし、その直下に

両班、中人、常民、賤民という身分制度が確立されてきた。この身分制度の下で各々に与えられる

職業は運命のものとみなされ、常民以下に対する職業差別意識も生まれた。具体的には、農業に携

わる者をノンサックン（농사꾼）、工業や商業に携わる人々をチャンサチ（장사치）またはチャンサ

ックン（장사꾼）と呼び、職人ないし職人が生み出す技術への蔑視も根強く、彼らの勤労が十分に

尊重されてこなかった5。岡本、今野〔2006〕の研究によると、「職務的自尊心が低く、かつ技能的

に難しい職種で職能的自尊心が高い人がむしろ組織的違反を犯しやすい6」という。セウォル号の沈

没に際し、次々に逃げ出した船員という職もかつてはペンノム（뱃놈）と呼ばれ、職務が軽視され

てきた。他方、船を操るという技能は難しく、我々にしかできないという自尊心はあったのだろう。 

 では、職業上の差別を受けてきた常民層が一切の職業倫理を持っていなかったのか。その答えは

否である。実のところ、商人たちは「都中道（五勧三禁）」と呼ばれる倫理綱領を自らの戒めとし、

職業倫理としての勤労精神を涵養してきた7。職人も自らの「匠人意識（クラフトマンシップ）」に

誇りを持った。農民も契（계）に代表される共同体意識、「トゥレ（두레）」や「プマシ（품앗이）」

を通した互助精神などを養ってきた。また、一部の士大夫たちに至っても新羅時代の「花郎道

（화랑도）」や李朝時代の「清白吏（청백리）」と言われる清廉剛直な人物像を志し、「ソンビ（선비）

精神」なる奉公の倫理観を備えてきた。要するに、職業上の差別を受けながらも、彼らは自らの職

業倫理意識を何らかの形で堅持していたのである。 

 これに対し、国を統治することになった両班たちには自らを戒める倫理綱領や倫理精神が形成さ

れてこなかった。換言すれば、「武士道」ならぬ「両班道」なるものが十分に育たなかった。このこ

とが現在でも組織のトップが職責を全うしないという職責意識の希薄さにつながっていると報告者

は考える。それゆえ、まずすべきことは、小倉〔2015〕が言うように、「現場で汗水垂らして働く人

びとに敬意を表しつつ、その人たちの価値観・世界観を重視し、それに学ぶこと8」である。加えて、

「ノブレス・オブリージュ（高い地位に伴う道徳的・精神的な義務や責任）」を徹底して再教育し、

「ソンビ精神」に見るような韓国に元来存在した倫理精神を再帰させることが肝要である。 

                                                           
1 室谷克美〔2014〕『ディズ・イズ・コリア－韓国船沈没考』産経セレクト、pp.89-90。 
2 韓国職業能力開発院が実施した調査によると、職業人が持つべき職業倫理の徳目の中で、最も重要なものは、

責任感（69.2％）であり、次いで誠実（67.6％）、正直（39.8％）、信頼性（35.0％）、創意性（23.5％）、協調性

（17.2％）の順であった。韓国職業能力開発院編〔2006〕『韓国人の職業意識と職業倫理』、p.140。（韓国語） 
3 聯合ニュース HP（http://www.yonhapnews.co.kr/）および亜州経済 HP（http://www.ajunews.com/）。 
4 韓国統計庁 HP（http://kostat.go.kr/portal/korea/index.action）。 
5 河秉喆〔1995〕『韓国人の職業倫理』社会文化研究所、p.150。（韓国語） 
6 岡本浩一、今野裕之〔2006〕『組織健全化のための社会心理学－違反・事故・不祥事を防ぐ社会技術』新曜

社、p.84。 
7 中川圭輔〔2014〕「韓国経営学の歴史的発展と経営倫理－『経営学原論』調査を中心に－」『日本経営倫理学

会誌』第 21 号、pp.137-138。 

8 小倉紀蔵〔2015〕『北朝鮮とは何か―思想的考察』藤原書店、p.156。 
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開発途上国の国民に有効機能する知的財産法政策について 

An Effectively Functional Intellectual Property Legal Politics for Developing Countries  

博士（国際開発）森哲也（日栄国際特許事務所） 

Tetsuya Mori Ph.D.（International Development）（NICHIEI patent and trademark attorneys） 

１．はじめに 

現在、世界貿易機関（World Trade Organization: WTO）条約と、その付属書-1C の知的所有権の

貿易関連の側面に関する協定 (Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property 

Rights: 以下「TRIPS 協定」)とが,知的財産（Intellectual Property: IP）に関して国際市場の規

律枠組を構築し,同時にこの規律枠組を支えるために,IP に対する「法の支配（rule of law）」を要

求している（例えば TRIPS 第 41 条第 1-4 項）。 

これらの条約は、米国をはじめとする先進国（developed countries）が仕掛けたものである１） 。

後発開発途上国や開発途上国（以下「途上国（developing countries）」）も、国際市場と接合してい

るので,これらの先進国主導の市場枠組を受け入れ,IP 関連の「法の支配」に向けた努力をしている。  

しかし,先進国が途上国に IP を知的財産権（Intellectual Property Rights: IPR）で保護する制

度（以下「IP 制度」）を「輸出」し,途上国はそのまま便々と国内に展開しているのが実態である。

その結果、途上国における IP 制度は,国民（内国人）に対して十分に機能することなく,先進国によ

る経済的支配に寄与する傾向が顕著になっている。 

このことは、下表のように、例えばタイ・米国・日本の内国人による特許出願の外国人との比率の

低さを見れば明らかである。 

表 タイ・米国・日本の特許出願件数（2006-2008 年） 
国 名 区 分 2006 年 2007 年 2008 年 

タイ 
内国人 
外国人 
合 計 

1,040 (16.70％) 
5,221 (83.40%) 
6,261 (100%) 

945 (13.90%) 
5,873 (86.20%) 
6,818 (100%) 

820 (12.20％) 
5,939 (88.10%) 
6,741 (100%) 

米国 
内国人 
外国人 
合 計 

221,784 (52.10％) 
204,183 (48.00%) 
425,967 (100%) 

241,347 (52.90％) 
214,807 (47.10%) 
456,154 (100%) 

231,588 (50.80％) 
214,807 (47.10%) 
456,321 (100%) 

日本 
内国人 
外国人 
合 計 

347,060 (85.00%)  
61,614 (15.10%) 

408,674 (100%)  

333,498 (91.10%)  
62,793 (15.90%) 

396,291 (100%) 

330,110 (84.50%) 
60,892 (15.60%) 

391,002 (100%) 
出典：特許行政年次報告 2011 年版及び米国特許商標庁（United States Patent & Trademark Office: 

USPTO）の統計・資料及びタイ知的財産局（DIP）に関する WIPO ホームページの統計データで作成 

途上国の IP 制度がその国の国民に十分機能していないのは, 内国人の知的創造能力に合わせた法

政策（Legal Politics）が不十分であるからといわざるを得ない。  

２．途上国に知的財産制度が機能し難い要因 

⑴ 無体物への財産的認識の不明確・法の支配（rule of law）の不徹底 

古代ｷﾞﾘｼｱでのアリストテレスとｽﾄｱ学派の論争のように,無体物は財産として認識し難い 2)。 

法の支配は権利擁護の理念であり,法による支配（rule by law）とは異なる 3)。 

⑶ 政府・行政の先進国模倣指向 

先進国から制度輸入,マレーシアは特許の審査レベルが高く内国人技術水準から乖離 4)。 
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⑷商業中心の経済体質 5)と偽の資本主義（Ersatz Capitalism）6) 

アジア諸国は長距離海洋貿易の拠点として,既存の価値の取引きをする商業国家の体質。 

真の資本主義は資本が新たな価値を生み出す 7)とするシュムペーター理論に対し,ヨシハラは, 

R&D 投資をせずに,既存の価値の取引や FDI に投資するだけの場合を「偽の資本主義」という。 

３．法政策の提言 

⑴ 学校での知財教育と特に特許明細書の利用 

特許明細書はその国の言語で公開されるので,最先端技術が学べる。学校では,無体物の経済価

値の教育を。 

⑵ 創作物への権利意識の醸成（知財と法の支配）と憲法への規定 

知財に法の支配を及ぼすために,知財を憲法に規定して,意識を高める。 

⑶ 内国人の水準と国情に合った制度の設計と運用（※「中間技術」の保護） 

審査制の実用新案（小特許）制度の活用,保護要件に進歩性は入れない。ハイエクの「現場の人」

8)による問題情報の先取り。輸入特許制度の採用※修正実体審査制度は不適当。弁理士制度の強化。 

⑷ 商業立国から工業立国への推進 

国家が R&D を奨励し,国内資本を「偽の資本主義」から脱却させると共に,内国人自らの知的創

造で富の創出をさせる。これによって,国は,自律的な工業国家に変わることができる（日本の例）。   

⑸ 意匠・商標・著作物の制度の強化展開 

科学技術とは原則無関係ながら市場の購買力に大きく影響する。    

４．おわりに 

もとより,IP 制度は、国の「産業の発達に寄与する」ためのものである（例:日本特許法 1 第条）。 

                                                           
注 
１）

尾島（2012）,1,2 頁 
2) ｳﾞｨﾚｰ(1955),77-86 頁 
3) 

ﾀﾏﾅﾊ(2011),129-161 頁 
4) 小野沢（2010）,39 頁  
5) 

ブラウン（1999）,2-3,9,212-270 頁  
6) ヨシハラ（1988）,112,112 頁  
7) シュムペーター（1995）130-132 頁 
8) ハイエク（2004）,52-62 頁 
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2014年クーデター後のタイ社会と日系企業の役割 

 

１．暫定政権下のタイ社会 

2001 年以降、タイでは貧しい東北部を支持基盤とする赤シャツ派（タクシン支持派、反独裁民主

戦線 United Front of Democracy Against Dictatorship：UDD）と、都市の既得権益層を支持基盤

とする黄シャツ派（反タクシン派、民主市民連合 People's Alliance for Democracy：PAD およびそ

の拡大組織としての人民民主改革委員会 People's Democratic Reform Committee：PDRC）との対

立が繰り返されていた。大規模デモや反政府運動、繰り返される選挙とその結果の破棄によって、

どちらも満足に政権を担うことのできない千日手の膠着状態にあった。2014 年 5 月のクーデター

によって警察と軍による国家平和維持評議会（The National Council for Peace and Order :NCPO）

が全権を掌握した。9 月プラユット陸軍司令官を首相として、閣僚 33 人のうち 13 人を現役、退役

の軍と警察関係者が占める暫定政権が発足した。 

 これ以後、暫定政権が行った国内統制のための取り組みには３つの柱がある。すなわち、①王権

の速やかな移行のための下準備、②新憲法制定および選挙制度改革、③言論、表現、思想の統制で

ある。①については、プミポン国王の容態悪化後、「国王は国民の生活および経済の停滞を望まれて

いない」とのメッセージを発することで、逝去後の混乱を最小限にとどめることに成功している。

②については、タイ史上最も民主的といわれた 1997 年憲法を停止し、2014 年暫定憲法を公布、施

行しているが、これにはタイ版全権委任法とも言われる暫定憲法 44 条が含まれていた。2016 年 8

月に新憲法草案が国民投票にかけられ賛成多数で承認され、その後、国王側からの修正を経て、2017

年 4 月新憲法が施行された。この新憲法には、暫定憲法 44 条と同様の内容が含まれている。③に

ついては、不敬罪（刑法 112 条）の取り締まりが強化されている。1992 年～2004 年に間に 10 件

に満たなかったものが、2014 年 5 月からの 1 年間に 111 件となり、直近では 2017 年 6 月フェイス

ブックで王室に批判的な書き込みを行った罪で、33 歳のタイ人男性が禁固 35 年の実刑判決を受け

ている。クーデターから 2 ヶ月で軍部主導の教育要領が導入され、若者（特に大学生）に対して、

何を話すべきかだけではなく、何を話してはいけないのかも、法により制限しようとしている。 

 

２．対立の根底にあるもの－「人間の価値」の問題－ 

2014 年クーデターは、1932 年の立憲革命以来、21 回目のものであるが、タイ社会に生じた亀裂、

分断の深刻さは、過去に類を見ない。軍によって蓋をされても、赤シャツ派の不満は消えてはおら

ず、事実、新憲法草案の国民投票において、タイ東北部では反対が過半数であった。2017 年 8 月

末には、インラック元首相に対する最高裁判決が下される予定で、対立が再燃する恐れもある。 

では、なぜタイでは、選挙のボイコット、無効、クーデターといった反民主主義的な手法が容認

されているのだろうか。その根底には、民主主義の基本である「1 人 1 票の原則」への嫌悪がある。

木村 有里（杏林大学） 
Yuri Kimura (Kyorin University) 
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たとえば、「地方の質の低い 1500 万人の投票よりも、バンコクの上質な 30 万票を尊重せよ」これ

は、名門タマサート大学ジャーナリズム学部の元学部長であり著名人でもあるセリ・ワングモンタ

氏が PDRC 集会で演説した際に発した言葉である。ここでの 1500 万票とは 2001 年総選挙比例代

表でのタクシン派の得票数のことである。 

本報告では、仏教の因果応報思想から形成されたタイの伝統的価値観と、タイ社会の伝統的支配

制度である保護－被保護関係から、タイにおける「人間の価値」の認識について解説したい。すな

わち、高い徳を持つ者（現世において恵まれた状況にある者）と、徳の無い者（現世、貧民）とが、

人間として同等であることが認められないという考え方である。 

 2014 年クーデターをうけて、アメリカ、欧州連合、日本ともに非民主主義的行為を非難し、選

挙による民政移管を求める声明を発表した。だが、1 人 1 票の原則が受け入れられない土壌では、

それは意味をもたない。タイの伝統的価値観、支配構造を鑑みつつ「人間の価値」の格差是正に取

り組まない限り、国内融和は前進しないだろう。 

 

３．日系企業の役割とは 

在タイ日系企業は、技術供与や環境対策といった CSR 活動を積極的に行っているが、そのプレ

ゼンスの大きさに鑑み、タイ社会の形成や国内融和にむけて、能動的に取り組むことが必要である

と考える。では、日系企業には、何ができるのか。第一には、国内対立が格差に由来するものであ

ることを考えれば、都市と地方、ブルーカラーとホワイトカラーの格差縮小のため、雇用機会の提

供や賃金によって貢献することができる。貧しい東北部、イスラーム教徒の多い南部への企業進出、

ないしは、日本主導のプロジェクトによる工場団地設立なども有効だろう。第二には、社内教育に

よる意識改革である。たとえば、労働災害の防止のための各施策は、職位の区別なく、働く全ての

者の安全を確保するためのものであるし、毎朝の朝礼やラジオ体操は、労働者に自身の健康、命に

ついて考える機会を提供している。ODA と日系企業によって作られたタイ労災リハビリテーショ

ンセンターも、事故に遭ったブルーカラーであってもケアされる場所があるということで、人間の

価値の平等を示すひとつの事例になっている。最後に、人材育成による人材高度化などの取り組み

は、長期的に、タイにおける「人間の価値」の格差是正に寄与するものであると考える。日系企業

各社はいずれも、低位の単純作業担当者から、高位のエンジニアに至るまで各層で社内教育が工夫

を凝らして行われている。品質マネジメントの ISO9000 シリーズや環境マネジメントの ISO14000

シリーズなど、国際規格の取得にも熱心であるが、これらの取得を目指した学習や実践は、ホワイ

トカラー、ブルーカラーが一丸となって全社的に取り組まなくてはならない。共通目標に向かって

共に努力することによって、両者の垣根も低くなり、人材も高度化されていく。確かに、農村出身

者などは教育水準が低いが、社内教育によって知識を身に着けることができれば、支配者層と被支

配者層を分断する教育水準の壁を、民間から打破できるのではないだろうか。少なくとも社内教育

を経たブルーカラーは、PDRC が言うような「教育水準が低く、騙されやすく、カネに目がくらむ」

無知蒙昧の輩ではなくなるだろう。 

 

※本報告は、木村有里〔2015〕「タイ 2014 年クーデターに関する一考察－タイ社会における人間の

価値の問題－」（地域文化学会編『地域文化研究』第 16 号，130－153 頁）をもとに加筆した内容

を報告いたします。参考文献、資料の一覧は、当日配布の資料内に記載いたします。 
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中国企業の東南アジア進出 －日本企業との比較－ 

１．中国企業の東南アジア進出 

企業の海外進出には複数の類型があるが、その最も代表的な類型は海外直接投資である。海外直

接投資は一般には経営支配を要件とした外国での企業活動を指す。中国ではそれを「走出去」と呼

んでおり、1999 年に政府がその促進策をとって以来、中国企業の海外進出を表す言葉として日本に

おいても使用されるようになった。1999 年は、中国企業の海外直接投資元年と位置づけてよい。 

その時点で「走出去」促進策の最大の目的は資源の確保であった。原油や天然ガスなどのエネル

ギー、鉄鉱石や錫などの鉱物資源、米などの穀物をはじめとする食料については、改革・開放後の

経済成長によって、超過需要状態に陥ることが予測されていた。そこで、「走出去」によってその確

保を目指したのであった。東南アジアは中国への資源供給元としての一翼を担った。また、産業構

造調整、生産技術・販売ノウハウの獲得なども「走出去」促進の目的とされた。主として欧米先進

国がこのような目的を伴う進出先であったが、件数・金額ともに多くはなかった。 

21 世紀に入り中国が着実に経済発展を遂げるにつれて、海外直接投資は総額で幾何級数的に増加

した。米国や欧州に向けた海外直接投資が技術獲得目的の M&A 主体であるのに対して、アジア向

け投資はグリーンフィールド主体であり、東南アジア向けについても例外ではない。東南アジア向

け投資に関しては、資源獲得が今日でも主たる投資目的となっているのが、市場確保目的の投資も

出てきている。たとえば、2017 年中に生産開始予定の上海通用五菱汽車(SGMW)による、インドネ

シアでの自動車組み立て工場建設がある。60ha の土地を西ジャワ州ブカシ県に確保し、半分を組み

立て工場、残りの半分を部品サプライヤーのための用地としている。 

２．日本企業の東南アジア進出 

中国における「走出去」促進策採用に対応する日本における政策措置は、1950 年の外資法制定な

いし 1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて進められた資本自由化措置にあたるであろう。1950

年代から 1960 年代前半の直接投資には投資金額の制約等があり、賠償案件と足並みをそろえた進出

など国策としての進出が主体であった。東南アジア進出としては、資源開発 4 大プロジェクトの 1

つであった北スマトラ石油が代表例であった。 

1960 年代後半からの資本自由化措置と 1973 年に生じた第 1 次石油危機は、日本企業の海外進出

の類型を大きく変えた。国内で構造不況業種と言われた労働集約的な繊維産業が東南アジアに生産

拠点を移した。東レ、帝人がインドネシアに工場を立ち上げたのは 1967 年であった。石油化学、ア

ルミ精錬などの資源集約的な産業は、安定的な資源確保を目指してその産地近くに拠点を移した。

住友化学など 5 社が出資した PT インドネシア・アサハン・アルミニウム(INALUM)はその代表例で

ある。 

東南アジア諸国は 1960 年代までは海外直接投資受け入れに警戒感を持っていたが、技術移転・雇

用創出などの点から、1970 年代頃より積極的な外資受け入れに転じた。その変化に従って、日本企

業の市場確保目的の投資が活発化した。1985 年のプラザ合意後の円高がその動きを加速させ、自動

車産業などで、自動車メーカーのみならず部品のサプライヤーや下請け企業の進出が進んだ。タイ

吉野 文雄（拓殖大学） 
Yoshino Fumio (Takushoku University) 
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のアユタヤは「東洋のデトロイト」と呼ばれているが、操業している自動車メーカーは米国のフォ

ードを除いてほとんどが日本企業である。 

1997 年のアジア通貨危機の影響を受けて、日本企業は中国への進出を進めたが、2005 年、2012

年の反日暴動を機に、チャイナ+1 戦略に転じて、再び東南アジアが投資先としてクローズアップさ

れた。今日では研究開発型の投資も始まっている。シンガポールでのゲーム・ソフト開発、ベトナ

ムのダナンに集積しつつあるソフト開発などである。 

３．東南アジア進出を巡る日中の共通点と相違点 

 中国企業の東南アジア進出の歴史は 20 年、日本のそれは 50 年超ということになる。歴史という

観点からは、中国の現在に至る 20 年の経験と日本の 1970 年代くらいまでの 20 年を比較すべきであ

ろう。そうであれば、最大の共通点は直接投資の最大の目的が資源確保にあったということである。

中国の場合は、進出先で資源を生かすというのではなく、開発した資源を中国に輸出したが、日本

の場合は、進出先で精錬や精製を行い、日本のみならず世界各国に輸出したという相違点はある。

また、企業の東南アジア進出が国策として進められたという共通点もある。日本の場合は、戦後賠

償と歩調を合わせた企業の海外展開や国策と位置づけられた資源確保プロジェクトがあった。 

 日中の相違点は数多く指摘できるが、ここでは 2 点だけ取り上げよう。第 1 に、日本は賃金格差

を背景にした労働集約型産業の中国を含むアジア移転があったが、中国企業の東南アジア進出にそ

のような動機はない。1980 年代に小島清が、日本型直接投資は貿易において比較劣位にある産業が

海外に進出し、経済の相互補完性を強めるので全体の経済厚生を向上させると論じた。現在の中国

企業の東南アジア進出は確かに自国の産業構造調整を進展させるが、進出先である東南アジアの経

済厚生を高めるか否か不確定である。 

 第 2 に、中国は直接投資受け入れの経験を経て海外直接投資を始めたが、日本には直接投資受け

入れの経験が極めて乏しかったことがある。また、中国には華僑・華人という先兵ともいうべき存

在が 19 世紀より東南アジアに定着していた。日本も明治期以来大は商社から小はトコ・ジュパンや

からゆきさんまで、東南アジアとの経済的な関わりはあったが、華僑・華人ほどに定着したものは

例外であった。日本は 1974 年に経済的原因から生じたタイとインドネシアでの反日暴動を経験した

が、中国の場合は、政治・外交を原因としてベトナムで反中デモがあったにとどまっているのは、

彼我の経験の差ではないか。 

４．今後の展望 

 もはや雁行型経済発展パターンが崩れており、日本企業の東南アジア進出のパターンがそのまま

中国企業のそれの将来を示すとは考えられない。日本には産業構造を変えるほどの直接投資は行わ

れなかった。中国は政策的に外資を誘導しながら、経済発展につながるように産業構造を変革して

きたが、その延長線上に中国企業の海外進出が位置づけられるのであれば、その慧眼を高く評価す

べきであろう。 

 ただし、進出先の東南アジアの経済にどのような影響を与えるかについては、今後の分析を待た

ねばならない。カンボジア、ラオス、ミャンマーにおいては、まさに国策として中国企業を受け入

れているケースもある。その中には、技術移転とか雇用創出といった従来の受け入れ目的とは別の

目的で受け入れたケースもあるように見受けられる。それらの投資が投資受け入れ国の産業の発展

をむしろ阻害したりするのではないかという懸念もある。 
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大連ソフトウェア・ITEサービス産業における地域エコシステム 

１．はじめに 

（１）課題と対象 
本稿は，中国大連市のソフトウェア・ITE サービス産業の形成及びその発展における，大学，政

府，企業の諸要素間の補完的な相互作用を明らかにし，地域エコシステムの構築プロセスを生成期，

成長期と転換期の三段階に分けて検討する。 

（２）先行研究 

第 1 は，新興国におけるハイテク産業の形成と発展に関する先行研究である。労働集約型産業し

か優位のない新興国では，ハイテク産業を生むには，独特な要素が必要となり，独特な地域エコシ

ステム構築プロセスが求められる。関連先行研究を踏まえると，一般的には，新興国ハイテク産業

には，ローエンド或いは労働集約型部分からグローバルバリューチェン（GVC）に参入し，その後，

バリューチェンの高度化へと進むという，二つのステップがあると思われる。本稿では，大連のソ

フトウェア・ITE サービス産業も同じプロセスであるかどうかを点検したい。 

第 2は，大連同産業における地域エコシステムの政策論に関する先行研究である。張・川端[2012]，

張[2017]では，大連市同産業の産業形成とその発展及び転機を産業論の観点で明らかにしているが，

地方政府の産業政策と地域エコシステムの構築について，政策論の観点で検討・評価していない。

特に，産業高度化の段階では，産業政策の目的が急速に変わっており，次のステップでエコシステ

ムの構成を変化させないと機能しない恐れがある。本稿で大連の政府政策を分析しながら，地域エ

コシステムの変容を明らかにする意義があると思われる。 

（３）分析視角と研究方法 

以上の実証的・理論的背景の下で，大連同産業における地域エコシステムの構成を、生成期，成

長期と転換期という三段階モデルにして，仮説を設定し，各段階の産学官連携がいかに地域エコシ

ステム構築に貢献しているか，その連携或いは連携の主体はいかに変化しているかを検討する。研

究方法としては，統計分析，文献検討，インタビューをもとにした定性的分析を中心に行う。 

 

２．大連における地域エコシステムの生成期 

1998 年から大連市政府がソフトウェア産業振興を明確にし，地域エコシステム構築の諸要素を繋

げようと努力した。政府，企業，大学のキーパーソンのネットワークが大きな役割を果たした。 

政府はソフトウェア産業を重点産業として，知識集約型産業への選択，政府機関からのスピンア

ウトによる中核企業の設立，「官助民弁」の形式でソフトウェアパーク（DLSP）の設立など様々な

方式でこの産業を支援していた。特に，以前の産業の枠組みにとわれずに，政府は公式と非公式の

形で企業や団体に協力して，既存制度の解体と再編に力を入れ，相応しい産業政策を次々と公布し

た。企業側では，地場中核企業の活躍，瀋陽に本拠地のある Neusoft の大連進出，億達集団による

DLSP の設立などにおいて，キーパーソンの連携した働きが大きな役割を果たした。 
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この時期，政府が主体となって，企業や大学との相互作用を通して，諸要素をよく動員・結合し

て，地域エコシステムの構築を促した。 

 

３．大連における地域エコシステムの成長期 

 DLSP の設立後，大連市政府は生産要素の供給と市場開拓策に力を入れ，企業や団体による集積

効果や大学による人材開発を期待していた。 

 政府は生産要素の供給と市場開拓のため，産業政策や人材開発政策を次々と打ち出し，産業支援

組織や支援政策を整備し始めた。日本からのオフショア開発需要を引き寄せるために，東京の新宿

で DLSP の日本拠点を設置し，日本で商談会と人材誘致会を開いた。企業側では，政府政策と市場

ニーズに従って，比較優位を生かした分野にフォーカスする戦略をとっており，GVC に参入した。

これに加え，億達集団による地域開発が，DLSP を含むハイテクパーク全域に集積効果が現れた。

更に，人材供給優遇政策の下で，各大学で関連専攻が設置され，関連分野の人材が増えていった。 

 この時期，産学官連携による産業集積が形成され，多数の成功企業を累出させ，地域に雇用と所

得の経済効果が現れた。そして集積が更なる集積に繋がるの自己再強化効果が働いた時期と言える。 

 

４．大連における地域エコシステムの転換期 

 労働集約型経済からの産業高度化に応じて，大連市政府は量的拡大と質的強化の二方面で地域エコ

システムの再構築に力を入れている。 

 政府は産業規模拡大のため，大量なパークを開発して，集積効果を再強化する。他方，工業用ソフ

トウェアに重点を置き，各分野でイノベーション創出の仕組みも構築している。しかし，パーク開発

は進んで量的拡大には十分貢献しているが，質的強化ではまだ目立った動きがなく，不動産バブルに

なる恐れがある。一方，政府政策の弱化が進んでおり，政府政策の継続性が問われる。また，北京や

上海などの都市に人材が流出してしまい，高度人材を集めることがますます厳しくなっている。 

 この時期，個々の企業の努力による高度化は進んでいるが（張[2017]），政府の質的強化支援と高

級人材供給が十分ではない。特に，生成期と成長期のようにエコシステムを質的に変革する力が足り

ず，量的に大規模な支援は行っても，それだけで集積の高度化を実現することは難しくなっている。 

 

５．大会報告に向けて 

当日の報告では，大連市同産業における地域エコシステム構築プロセスを生成期，成長期と転換

期の三段階に分けて，それぞれの産学官連携，GVC への参入，産業高度化について詳しく述べたい。 

 

参考文献 

張艶・川端望［2012］「大連市におけるソフトウェア・情報サービス産業の形成」『アジア経営研究』アジア経

営学会第 18 号，2012 年 8 月。 

張艶［2017］「大連市におけるソフトウェア・情報技術サービス産業の発展と転機」『アジア経営研究』アジア

経営学会第 23 号，2017 年 8 月。 
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BOP 戦略としての BPO(Business Process Outsourcing)産業戦略

 

本報告は、フィリピンにおいて急速に台頭してきている IT-BPO（Business Process Outsourcing:以

下 BPO1）産業を、貧困削減戦略としての BOP(Base of the Pyramid)戦略の視点を踏まえながら位置づ

けていくことを狙いとしている。従来の開発経済学的観点からは、農業の技術的改善と土地所有制

度的改革等による生産性の向上と農民所得の増大が、一方では過剰労働力を創出すると同時に、他

方では多数の農民層を貧困ラインから開放し、そして農村市場の拡大を齎すことになる。これによ

って、農民層家族の生活や農作業に要する工業製品市場の拡大を惹起し、製造業部門を拡大再生産

軌道に乗せることに連動していく。こうして、製造業部門の拡大が部門内・部門間において連関的

に産出効果と雇用創出効果を生み出し、農村に滞留する過剰労働力を吸収していくことになる。換

言すれば、製造業の主要企業群が主たる構成要素でもあるフォーマルセクターの拡大が農村のイン

フォーマルセクターに滞留する不安定就業層としての BOP 層を次第に吸収していくことになる。こ

うした農業部門の発展と他部門との連関効果に注目する開発経済学的視点からすれば、こうした新

興国における農業の生産性向上と前方・後方連関を通じた工業化が余剰労働力の吸収と経済の発展

に極めて重要となる。 

言い換えれば、一方での農業部門の生産性の向上・土地所有制度の改革・農民層の解体・農村市

場の拡大、他方での製造業部門と関連サービス部門の発展プロセスがやがていわゆる「ルイスの転

換点」（Lewis 1954)の重要な契機となる。この転換点以降、賃金は全般的上昇傾向に入り、一方で

の中間所得層の増大と消費市場の拡大というポジティブな側面、他方での「中間所得国の罠」とい

うネガティブな側面を抱えつつ新たな発展の軌道に乗ることになる。こうして多くの新興国は、工

業化を促進するために外資系製造業企業に対して、法人税の減免、輸出用原材料・中間品の輸入関

税の減免、生産・物流や諸手続きに要するインフラ整備を始めとする輸出加工区の設置により、直

接投資を進めてきた。 

しかしながら、NIES として台頭してきた一部の東アジア諸国を除いて、フィリピンをはじめいわ

ゆる新興国においては、農村に滞留するこうした BOP 層の絶対的拡大からは免れてはいない。特に

フィリピン全就業者数に占める製造業部門の雇用者数の比率は、後述するように一桁のままとなっ

ている。こうしたなか、サービス産業に属する IT-BPO 産業が急速に GDP および雇用者数に占める

比率を高めてきている。以下、2011 年にコールセンター事業でインドを抜いて世界最大の規模に至

ったフィリピン BPO 産業の同国産業経済上における位置を経済発展と貧困削減との関連に留意し

ながら確認していく作業から始めていく。 

本報告ではまずはじめに、同国 IT-BPO 産業の位置づけを、GDP・最終家計消費額との対比、海

外からの送金額との比較、製造業部門と BPO 産業との雇用者数対比、IT-BPO 産業の項目別収入・

輸出額および雇用者数とジェンダーから検討していく。 

その際、本報告では、この「中所得国」の概念は、同国には適合しない概念として位置づけてい

る。その最大の理由は、一握りの層が富の多くを占有し、逆に多数の貧困層が存在している場合に

おいても、単に一人当たり GNI(GDP)の単純平均で見た場合には、あたかも中間所得層が拡大して

林 倬史（国士舘大学） 
Takabumi HAYASHI (Kokushikan University) 

Nozomu
テキストボックス
E-4



 2 

いるかのごとく見えてしまうことにある。本報告では、新興国フィリピンにおける余剰労働力の問

題点を、「ルイスの転換点」(Lewis: 1954)の本来有している論点に即して吟味した結果、同国にお

いては「ルイスの転換点」には至っていないと結論付けている。それでは、何故、一人当たり平均

所得（GDP per Capita）が増加傾向にあるのだろうか。本論文では、平均所得の増加傾向を、所得格

差および一人当たり平均給与の視点から再検討していく。したがって、本報告は、同国においては、

平均所得の増加が所得格差を拡大させていくが、ある点を超えると反転し、逆に縮小に向かうとす

る「クズネッツの逆 U 字仮説」(Kuznets; 1955）の妥当性にも反論することになる。 

2015 年の IT-BPM の世界市場規模は 1660 億ドルと見込まれており、2022 年には 2500 億ドルと推

定されているが（IBPAP:2017）、フィリピン IT-BPO 産業の収益は 2016 年には世界の同市場の 12.7%

を占めており、2022 年には 15.5%が想定されている（IBPAP:2017）。同国 IT-BPO 産業はすでに同

国の GDP の 7.3%を占めるに至っており、もはや無視しえない重要な位置を占めている。そして同

産業に直接的・間接的に就業する雇用者数は、すでに 2016 年現在、同国就業者数全体の 9.8%に及

んでおり、8.3%の製造業部門就業者数比率を凌駕している。本報告では、(1)こうした同国の BPO

産業が海外企業から請け負っている業務内容がそうした企業のバリューチェーン（価値連鎖）のど

こに位置する職務内容なのか、(2) こうした海外多国籍企業の BPO とグローバル・バリューチェー

ン（Global Value Chains、以下、GVC）は現地受け入れ国のローカル・バリューチェーン(Local Value 

Chains、以下、LVC)の upgrading との関係においてどのような意味を持ちうるのか、そして(3)こう

した LVC の自立化のプロセスを従来の GVC の視点と、ハイブリッド・バリューチェーン(Hybrid 

Value Chains、以下、HVC)の視点に基づく分析とからではどのような違いがあるのか。こうした研

究課題の背景にある問題意識は、「1970 年代に製造業を産業基盤としていわゆる NIEs として台頭

してきた東アジア型発展経路とは本質的に異なり、IT を技術的ベースとしながら BPO および

KPO(Knowledge Process Outsourcing)を産業基盤とする新たな NEEs(Newly Emerging Economies)がア

ジアから歴史的に台頭しうるのかどうか」という点にある。ここでは VC の視点から、フィリピン

IT-BPO 産業と海外多国籍企業との GVC との関連性を再検討していく。したがって本報告での主要

分析課題は、フィリピンの IT-BPO 産業の発展をこうした多国籍企業の GVC と現地 LVC との接合

関係の視点、換言すれば、両 VC の接合した HVC の視点から、同国の人的資源と職務能力の高度化、

そして貧困削減との関連を検討していくことに置かれている。 

 

参考文献 

IBPAP(2017), Accelerate PH: Future -Ready, ROADMAP 2022, The Philippine IT-BPM Sector, Executive 

Summary. 

Kuznets, S.(1955), Economic Growth and Income Inequality, The American Economic Review, Vol.45, 1-28. 

Lewis,A.W.(1954),” "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour", Manchester School of 

Economic and Social Studies, 22(2), 139-191. 

 
注： 
1) 海外へのビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）の定義は、「ICT 開発・運用業務や間接業務等

（コールセンター、顧客管理、設計、人事・給与、会計・経理、法務・税務、医療業務管理等）の業務

プロセスを、ICT を活用して海外に移すこと」であり、オフショアリング（offshoring）の主要形態とな
っている。 
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グローバル生産ネットワークリデザインとインテグレーション戦略 

１．問題意識と背景 

企業のグローバル生産拠点の展開は，進出当時の様々な要因（労働・輸送コスト，制度，インフ

ラなど）の中でその立地が決まる。ところが，時間の経過に伴い，市場需要変動・制度変化などに

よって，生産拠点の拡張・増設，生産品目の入れ替えが行われるた。そのため，当初の戦略的位置

付けは必然的に変化される。本研究ではグローバル生産ネットワーク(Global Production Networks:
以下GPN)の構築・維持において，どのような論理で展開されていくのかについて事例を通じて考察

する。その際，制約要因を考慮しつつ，生産・調達・開発を統合的に認識すべきという観点から，

GPNの機能を効果・効率的に遂行するためには，それぞれの機能を統合する戦略軸として「ロジス

ティクス戦略」の重要性を主張する。 

２．先行研究の検討 

（１）企業活動のグローバル化実態と範囲 

海外生産拠点は，調整と統制範囲の空間的な広がりと資源制約・相互依存性の中で様々な拠点間

の繋がりや連結を図りつつ，成長していく。その意味でFreedman（2005）のいうように，世界はフ

ラットでもボーダレスでもなく，特定リージョン（region）へのFDIの集中，そのリージョン間の連

携が実態である。即ち，地理的な距離の拡大はある程度制約されたリージョンにおいて経済活動の

機能統合を図るプロセス（regionalization Process）としてみなすことができる（Dicken，2011)。他

方，Meixall&Gargeya（2005)は，マルチサイドに展開されるOEMとサプライヤーとの間で相互リン

クされた重層的モデルを，Mntenburg(2009)などは，海外拠点間のネットワーキングのキー要因とし

て，拠点間ネットワークのレベル（市場。生産要素・政府機関へ接近性，規模の経済性追求と複製

回避能力，製品。工程・構成員への移動性，製品・生産・マネジメント知識・顧客ニーズ・文化），

組織能力，アウトプットに注目する。 

（２）ロジスティクスに焦点を当てて研究 

「ロジスティクス」に関する研究の大半は，工学的なアプローチを用い，狭義の意味での物流の効

率性，輸送のあり方・形態，効率的な荷姿などに関する研究である。また，地域経済圏の再編と

近のインフラの整備状況が物流に与える影響について，地域別，輸送手段別に分類し，国際交通物

流戦略の実態を報告している研究(黒田。家田・山根，2010)も多い。ASEAN地域の自動車部品相互

補完生産システムに関する研究としては平木ら(2003)と加茂(2006)の研究が挙げられよう。 
以上より，この問題を解明する第一歩は，サプライヤーを含む生産拠点間のネットワークをつな

ぐ機能，すなわち，「ものの流れ(物流)」と「受発注情報」を共有し実行する意味での「ロジステ

ィクス」を軸に，生産拠点間の分業と連携，リデザインなどを統合的に認識する必要がある。 

３．事例研究；GPN と GSCM の統合機能としてのロジスティクス 

（１）トヨタ自動車の海外現地生産史からの示唆 
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2016年現在，トヨタの海外生産拠点はエンジンやトランスミッションなどの中核内製部品工場を

含めて，26ヶ国51ヶ所の海外生産拠点を有する企業にまで成長しており，今後もメキシヨなどの新

しい生産拠点が設立される予定である。トヨタの海外生産拠点展開史を綿密にみると，本格的な海

外展開は遅かった（Wada，2016）。中国のWTO加盟，ASEANの経済統合化，新興国需要及びニー

ズの変動，現地化率を含む制度的な要件などの影響によって生産能力の増強(生産拠点の数と生産能

力の増加)しており，各拠点間のネットヮーキングが一層複雑化するようになったのである。つまり，

生産国の変化，海外生産拠点の断続性と入れ替え，FTA中心の生産能力補完と相互依存性の深化な

どが確認できる。 

（２）GPN における生産分業とロジスティクス機能 

各事業体の組織能力補完のための取り組みは，自然に相互依存性を高めることになるものの，オ

ペレーション上の複雑性を助長させることになる。これまでのT社の取り組みをみると，1990年代

に入り，内製部品，車両，補修部品において，2001年より現地でのミルクラン方式導入，マルチソ

ーシング部品（MSP），保守部品センターの設立，域内生産集中発注と分業などを行っており，そ

れを総括する地域総括制，開発センター設立などを図っている。実際に，MPSのコンテナー取扱量

（2011年）をみると，ASEAN域内から他の地域への量は，約17%が域外へ供給されており，残りの

8割以上がアジア太平洋地域内で相互補完的に供給されている。これに加えて，依然として課題とな

る日本調達輸入部品（2-3割）のルートを定期便で結んでおり，そのルートには近隣地域の生産部品

の調達・供給も含まれる。これに伴い，物流の方式も日本集中型から多国間連携，さらに，多極化

SCM体制へ編かしてきた。輸送モード，V to V混流積載などを通じて高付加価値物流を図っている。 
（３）Design for Logistics 

GSCMの効率化を念頭においた競争力のある製品設計が行われる。つまり，製品開発本来の製品

機能及び設計も重要であるが，その製品あるいはサブシステム，部品が作られた地域から離れ，他

の地域で組立・装着される場合は，輸送効率を上げることが重要となる。よって，製品(部品)設計

の際，輸送モードやコンテナーの形と，運ぶ際の荷姿が効率的な形状か否かを考慮した設計を行う

ことである。つまり，GPNにおいては，できあがた部品やサブシステムを，どのように梱包し，物

流期間中に品質を維持しながら，効率的に運ぶかを考えることだけではなく，トータルコスト面で

どのような形状や荷姿にすれば効率的なのかを予め設計に反映するようになった。Design for 

ManufacturingからDesign for Logisticsへの戦略的考慮は，どこで，どこまで組んでどのように送るか

という，多事業生産拠点の分業・連携に関する新しい戦略的意思決定問題の重要性が示唆される。 

４．結論とインプリケーション 

以上を通じて，GPN の円滑な活動のためには GSCM 構築が必要だが，4 つのジレンマを克服しな

ければならない。①当該生産拠点の部分 適化と GPN 適化問題，②生産拡張機会の取得と能力展

開リスクの問題，③現地化の努力と技術標準の改訂リスク及び追加コスト問題，④生産供給地と消

費市場間の空間と物量のアンバランスによって生じる生産の集積と分散である。OEM とサプライヤ

ーの海外展開能力のギャップから生じるサプライヤーシステムの寸断と分散問題に対処しなければ

ならない。GPN と GSCM における展開時期，組織能力間のギャップを埋める活動の中で，一工場

やラインの改善による効率化だけではなく，GPN 全体の効率・効果的な生産体制構築に重点を置き

つつ,分散している生産能力・資源の迅速な再配置，ロジスティクス機能の戦略的重要性を認識すべ

きであり，現地化問題を考慮すべきである。（参考文献省略） 
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東南アジア煙害の企業活動への影響	

１．はじめに	

ヘイズ（haze）とはインドネシアのスマトラ島やカリマンタン島を中心に行われる野焼き・森林

火災・泥炭の発火による煙や排気ガス等の微粒子が原因となって起こる気象現象、いわゆる大気汚

染のことである。またエルニーニョ現象に伴う乾燥が原因となり、マレー半島やシンガポールにも

影響を受けるために、その地域住民の健康被害が懸念されている。 

 

２．大気汚染指数	

一般に、大気の汚染度を示す指標として API（Air Pollutant Index）や、PSI（Pollutant Standards Index）

などが用いられる。マレーシアでは、一酸化炭素（CO）、オゾン（O3）、二酸化窒素（NO2）、二酸

化硫黄（SO2）と粒子状物質（PM10）の 5つから数値化したものを APIとして用いている。これに

対しインドネシア、シンガポールとブルネイでは、上に述べた 5つの物質に微粒子状物質（PM2.5）

を加えて数値化した PSIを使用している。また、タイでは AQI（Air Quality Index）を使用している。 

表１	 大気汚染指数と健康被害 

API数値 PSI数値 健康被害レベル 状態 

0-50 0-50 良い 影響なし。 

51-100 51-100 普通 特に影響なし。 

101-200 101-200 不健康 激しい屋外活動を減らす 

201-300 201-300 非常に不健康 屋外活動を控える 

301以上 301以上 危険 屋外活動を避ける 

出 典 ： シ ン ガ ポ ー ル 環 境 庁 (http://www.haze.gov.sg/) 、 マ レ ー シ ア 環 境 省

(https://www.doe.gov.my/portalv1/en/info-umum/english-air-pollutant-index-api/100)より筆者作成 

 

３．企業活動への影響		

（１）2013 年の被害	

	 マレーシアのピザ・ハット（Pizza Hut）2 店舗は、ヘイズの悪化のため一時的に配達サービスを

停止し、ライダーの安全を確保した。また、イギリスのサッカーチームカーディフ・シティ FC（Cardiff 

City Football Club）は、プロモーションツアーを 1週間延期した。また、シェル・エコマラソン（Shell 

Eco-Marathon）は、ヘイズ悪化のため中止された。 

（２）2015 年の被害	

	 2015スイミングワールドカップ（2015 FINA Swimming World Cup）シンガポール大会は中断され、

マレーシアのスタンダード・チャータード銀行主催のクアラルンプールマラソン（Standard Chartered 

KL Marathon）は中止された。インドネシアでは、19 人が呼吸器感染によって死亡、スモッグ原因

の死亡が 10人、視界が悪いため交通事故での死亡が 10人以上と報告されている。 
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	 F1 シンガポールグランプリが 9 月 18 日〜20 日に開催されたが、PSI が 151 以上となっていた。

国際自動車連盟（Fédération Internationale de l'Automobile: FIA）らスポンサー企業は、観客にマスク

を配布、ウェブやラジオ、サーキットスクリーンに PSI 数値と注意事項を示し、応急処置所を 24

ヶ所設置した。 

 

４．原因企業への対応	

（１）不買運動	

	 アジア・パルプ・アンド・ペーパー（Asia Pulp and Paper: APP）1など 5社の製品の不買運動を行

うようシンガポール環境評議会が要請した。シンガポールのスーパーマーケットの NTUCフェアプ

ライス（NTUC Fair Price）、シェン・ション（Sheng Siong）、プライム・スーパーマーケット（Prime 

Supermarket）は APP社製の陳列棚を廃止、デイリー・ファーム（Dairy Farm）は APP社の在庫補充

を停止した。このような製紙企業からの調達を自粛する企業を「Haze Free」と名付け、シンガポー

ル政府はウェブ上にリスト2を公開している。	

（２）2013 年インドネシア政府の対応	 	

	 6月 22日、インドネシア政府は SMART（PT Sinar Mas Agro Resources and Technology）と APRIL

（Asia Pacific Resources International）を含む 8社を火災の原因企業とした。バルタサル・カンブヤ

（Balthasar Kambuaya）環境大臣は、SMARTや APRILを含む 8社のうち 4社がマレーシア企業であ

ると発表した。その後、地元企業 3社、村単位協同組合 19社が原因企業として発表された。また、

火災を起こしたとしてインドネシアの農民 8名、違法伐採活動を行ったインドネシアの農民 6名が

逮捕された。 

 

５．加害企業のこれから	

	 APPは成長の早いアカシアやユーカリを植樹し、またそれらの木の成長過程で二酸化炭素も吸収

出来るために温暖化防止にも貢献していると発表。Haze Free企業になれるよう努力している。2016

年には、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）に関する民間企業の行動の一

例として取り上げられた。 

 

参考文献	

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社〔2015〕「東南アジアにおけるヘイズ（煙害）の影響と企業の

対策。 

ASEAN〔2017〕, Haze Action Online, (http://haze.asean.org/)2017.08.09.  

ASEAN〔2017〕, ASEAN Specialised Meteorological Centre, (http://asmc.asean.org/home/)2017.08.09. 

                                                             
1
 インドネシアを中心とした東南アジア一帯に広がっている大財閥企業グループの中の一つ。利益の 3割はシ

ンガポール法人の APPによるものである。 
2
 The Singapore Green Labelling Scheme（SGLS）〔2017〕, The Singapore Green Labelling Scheme（SGLS）, 

(https://sgls.sec.org.sg/index.php)2017.08.09.と、Consumers Association of Singapore（CASE）〔2017〕, Consumers 

Association of Singapore（CASE）, (https://www.case.org.sg/)2017.08.09.を参照。 



 

国際比較からみる国連グローバル・コンパクトと日系企業の行動規範 

１．はじめに 

本稿は、国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact: 以下 GC）を事例に国際

比較を行い、行動規範を介した日系企業の国際的な連携に関する特殊性を明らかにする。 
 

２．先行研究および本稿の分析枠組み 

海外における環境や人権、労働に関する多国籍企業の行動を契機とし、1990 年代以降多くの行動

規範が NGO や国際機関によって策定されてきた1。現在様々な団体同士が連携し、項目の擦り合わ

せが行われ、世界的に統一された規範ができつつある。このような状況についてボーゲルは、規範

は蜘蛛の巣状の「ソフトな法律」となり、企業の事業運営に関わる一部の重要な側面を形成してい

ると指摘している2。企業は、このような側面をどのように管理しているのだろうか。 

かつて国連では多国籍企業の諸問題について世界的な規模で規制をしようとする動きがあったが、

先進国と途上国の対立から実行できなかった3。この失敗を踏まえ発足したのが GC であり、その目

的は、企業とパートナーシップを築き、企業が GC10 原則を経営戦略に取り入れ活動することを促

進しようとすることである4。GC に対しては、Blue wash である、あるいは GC10 原則に法的拘束力

がないといった批判がある5。ただし、GC は企業にとって行動規範の１つである他、上記のように

連携を目的としたプラットフォームとしての機能を有している。 

企業のなかには途上国における行動をめぐり大規模なボイコットを受けたものもあったが、

現在多くの企業が行動規範を適用するようになってきた。それに留まらず近年は途上国の市場

開拓に関して、NGO や国際機関との連携の必要性も指摘されるようになってきた6。 
本稿は、このような歴史的な関係の変遷を背景とし、特に日系企業の国際的な連携状況につ

いて最も大きなイニシアチブである GC をベースに分析する。 
 

３.使用データと定義 

主に UNGC のホームページ上にあるデータベース Delisted Participants(対象期間は 2006 年～

2014 年)、 Our participants(2000 年～2017 年 7 月 12 日)を用いる7。データ数は、前者が 7,175

件、後者は 9,152 件である。なお、GC の定義にならい、大企業（company）は従業員数 250 名以上、

中小企業（small and medium size enterprise）は 250 名未満の企業を指すこととする。 

 

４．GC参加企業の現況 

2017 年 7 月 12 日現在 9,512 社が賛同を表明している。過年度別にみると、設立当初から 2010 年

までは大企業参加数が中小企業数を上回っていたが、2011 年以降は中小企業の参加企業数の方が多
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い。国別参加企業数をみると、大企業の場合フランスが 1 位、スペインが 2 位であり、アジア圏で

は日本が 5 位、韓国が 10 位、中国 13 位である。中小企業の場合、スペインが 1 位、フランスが 2

位であり、同圏内ではミャンマーが 9 位、中国 11 位、韓国 21 位、日本 23 位である。多くの行動規

範が欧米先進国を中心に策定されてきたが、GC の場合は途上国からの参加も多い特徴がある。大

企業と中小企業参加数がほぼ同等である国もあれば、どちらかに偏っている場合もある。日本の場

合、中国やミャンマーとは異なり、韓国同様大企業の参加数の方が多い。 

 

５．除名制度と日系企業 

定められた期間内に COP(Communication on Progress)を提出できなかった企業は、GC から除名さ

れる。参加企業数が多い国は除名企業も多い傾向にあるが、日系大企業の場合、他国とは異なり除

名企業数はわずか 1 社と参加数の割に少ない。他方中小企業の場合、除名ではなく辞退の申し出を

行い GC リストから外れる数が非常に多いという特徴が導出された。実際、除名はわずか 2 社であ

るが、辞退は 208 社に及ぶ。平均参加期間は 2.32 年であり、2011 年に参加を表明し 2013 年辞退す

るパターンが圧倒的に多い。業種による影響はみられなかった。 

例えば、中国の場合、172 社中 170 社が除名であり、辞退はわずか 2 社である。同国中小企業の

場合除名は 141 社、辞退は 2 社である。また、中小企業の参加が多いスペインは、大企業の除名は

159 社、辞退は 34 社である。中小企業の場合、除名は 758 社、辞退が 98 社である。 

では、除名、辞退数が他国と比べ低い日系大企業の連携は進んでいるのだろうか。GC の Partnership

に関するデータベース上では、日系企業の事例は少ない。続いて参加企業について CSR 総覧をみる

と、多くの企業が NGO との連携を明示、BOP についても言及しているが、両者の関連性はあまり

見受けられなかった8。 

 

 ６．おわりに 

日系大企業の場合、参加企業数も多く一度参加するとリストからはずされることは少ないが、連

携の段階に進んでいる企業も少ない。他方、中小企業の場合、辞退数が非常に多いが明らかになっ

た。各社が GCを介さず独自に連携をとっている可能性もあるが、統一的な規範が GCを中心に作成

されつつある現在、積極的な連携は、途上国への進出はもちろん国際的な経営環境の変化への対応

を容易にするのではないだろうか。 

しかし、本研究は限定的であり、特に上記のような行動パターンが表出する要因についてまで示

すことができなかった。よって、今後研究の精度を高め解明する必要がある。 

                                                           
1 Tulder, V.R., Kolk, A.〔2001〕Multinationality and Corporate Ethics: Codes of Conduct in the Sporting Goods Industry, 
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インドの製薬品企業における CSR 戦略 

―サン・ファーマの事例中心に― 

１．はじめに  

 現在,インドの製薬品産業1は世界の医薬品市場において大きな躍進を遂げながら,先進国の

医薬市場への浸透を図ろうと積極的な動きを見せている。これらの製薬品業界は,最も高度に組

織化された分野の１つでもあり,グローバル医薬品の分野における開発の促進と維持において

重要な役割を果たしてきている (Sawant , 2014)。また,生命関連製品である医薬品の製造・販売

を通じて,国民の命や健康を維持するという重大な役割を担う社会貢献度の高い業種でもある 

(金, 2016)。このような特徴を持っている製薬品企業において企業の社会的責任,CSR2はどの

ように認識され,実行に移されているのかインドの製薬品企業の戦略について考察することに

したい。 

本研究では、インドの製薬品企業における CSR 戦略の現状について概観した上で、サン・フ

ァ-マ(Sun Pharmaceutical Laboratories Ltd)を事例とし,その実態および特徴を分析しつつ,その課

題とはなにかを明らかにする。 

２．インド製薬品企業の CSR戦略の現状 

かつて,インドの製薬品産業は,経済開発戦略において,輸入代替に成功し,国際競争力のある

輸出産業として成功を収めている。これらのインドの製薬品業界の発展の制度的要因とし

て,1970 年特許法の下でのアンチ・パテント政策,1978 年医薬品政策(Drug Policy, 1978)をはじ

めとする医薬品政策,そしてインドにおける産業政策を指摘することができる (上池, 2012)。ま

た,インド製薬品企業のグローバル化に進む中で,自社の経営方針をグローバル環境に適応する

ように変更しつつである。その中でも,インドの企業の CSR 活動も従来の慈善活動フィランソ

ロピー型からマルチステークホルダ3ー型に転換しており,さらにいえば,CSR 活動を企業戦略

として捉える企業も増えつつある。 

現在インドの製薬品業界には,24,000 以上の企業が存在している,そのうち組織化されている

のは約 330 社にすぎず,大手 10 社が市場の５分の 1 以上を占めている。これらの製薬品企業は

インドの経済発展において中心的な役割を担っているのが,インド地場の大手製薬企業である

サン・ファ―マ,ドクター・レッデイーズ,シプラ,等を挙げることができる。これらの製薬品企

業が注目される主要な理由としては,インドの製薬品メーカーが,海外のジェネリック製薬品を

生産・販売,また海外のジェネリック医薬品メーカーを買収,連携するなど,積極的な動きがある

こと,安価なジェネリック医薬品を生産していることなどを挙げることができる。現在,これら

の産業は,世界のジェネリック医薬品生産の 20-22%を生産しており, インドにおける対内直接

投資(Foreign Direct Investment: FDI)は,製薬品企業にも求められるようになっている (Nidhi , 
2014)。また,インド政府は,2009 年 12 月にインド企業行動省が CSR に関する自主的な CSR ガイ
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ドライン Corporate Social Responsibility Voluntary Guidelines 2009 を発行した (Sarkar & Sarkar , 
2015) 。これらの CSR ガイドラインによると企業の CSR 要素として 6 項目を取り上げ,企業に

対して CSR 規制を定めるようになっていた。また,2013 年の新会社法改正により,CSR の発展戦

略としてインド政府は,組織の設立からコミュウニテイ―開発へというスローガンを揚げ,過去

3 会計年度の平均純利益の最低 2%を CSR 活動に支出するよう義務付けている。 

３．サン・ファーマにおける CSR戦略の取り組みと課題 

サン・ファ―マは,1983 年に設立されたインド最大の製薬品企業である。そして,ジエネリッ

ク製薬品の製造では世界のトップ 10 社に入っている企業でもあり,2016 年の売り上げ高は 288
億円で,グローバル製薬会社として知られている。また,アメリカ,日本,エズラエル等の製薬品

会社を次々買収し 2014 年に,第一三共の子会社で同業のランバクシ―ラボラトリーズを完全吸

収合併行い 2014 年から Sun Pharma CSR Policy, CSR 方針を実行に移している。サン・ファーマ

の主な点として Giving Back to the Society,を挙げているが,charity 活動,family trust 等の社会貢献

をいまだに多く存在している。 

４．おわりに 

本稿では,インドの製薬品企業における CSR 戦略について考察した。また,インド国内や海

外で経営を行っている製薬品企業サン・ファ―マの CSR 活動を事例として取り上げたが,製薬

品企業の CSR 活動は慈善型の CSR を実行しているケースが多かった。これらの,実態はインド

製薬品企業の社会的責任が大きな問題点ではないかとも思われる。 

                                                   

注 
1 インドにおける製薬品の定義は,医薬品等に関する「薬事法」によって,以下のように定められている。イン

ドでの医薬ビジネスに関する法規制の根幹を為すものが「The Drugs and Cosmetics Act and Rules1940」で

日本の薬事法に相当する。 
2 CSR の定義は研究者によってさまざまであるが,本研究における CSR とは,企業と外部環境とのかかわりの

中で,企業の成長や存続に影響を与える環境主体である「ステークホルダーや社会に対して企業が自発的に果た

すべき責任」とする。 
3 本研究においてのステークホルダーの概念については,Post et al., (1999) のステークホルダーの概念を従

う。彼らは,ステークホルダーを,「組織の意思決定,政策,運営に影響を及ぼし,あるいは影響される個人及び集

団」と定義し,企業の事業活動に影響与える投資家,従業員,消費者などを第一次(Primary),ステークホルダーと

それらの活動に直接や間接的に影響与える一般社会,地域社会,政府社会活動などを第 2次(Secondary)ステーク

ホルダーとして分類している。 
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インドにおける人的資源管理の諸側面 

１．インドの国家と経済の紹介 

人口的に世界第 2 位、経済的に第 7 位であるインドは政治・文化・経済・経営・技術上の高度な

多様性と独自性を保有する。インドの企業環境においては独自の人的資源開発が根付き、大きく発

展する道筋が整備されている。数多くのインド企業はその組織形態の中に人的資源部門ないし人的

資源開発部門を取り入れている。本論文は、インドにおける人的資源管理諸側面の研究を目的とす

る。研究の方法として先行研究および 2 次文献の調査による推論・結論に頼る。 

２．人事管理の諸側面 

 本節にはインドにおける人的資源管理の諸側面を Long and Seo, 1977, Sinha, 1991; Sparrow and 

Budhwar, 1997; Budhwar and Khatri, 2001; Budhwar, 2004; Budhwar, Luthar, and Bhatnagar, 2006; Rao, 

2008; Gupta, 2009; IPTU, 2011; Pacific Bridge Medical, 2014 などを参考にして検討する。 

(１) 人事採用方法 

インドにおける人事採用活動では、雇用者は履歴書による書類審査によって、過去の職歴、キャ

リアの安定性を確認するとともに、学部および大学院課程などの最終学歴とその学歴を証明する書

類を細かく確認する。雇用者は、過去の学歴と職歴を、応募者の潜在的学習能力のバロメーターで

あると考える。こうした学習と教育を重要視する雇用姿勢は未来志向の文化と関連している。従業

員の推薦と後継者の育成計画は特に中高度の職の職場環境において広く行われている。インドの集

団主義文化のもとでは雇用者は知人を雇用したり昇進させたりすることを好む。これらの人事慣習

は忠誠と人材の維持を促進する。 

 インドの人的資源管理は離陸段階にあり、採用試験はまた一般的である。雇用者は、高い潜在的

能力を持った従業員を確保するため志望者に厳密な数学、分析およびコミュニケーションの試験を

受けさせる。このように志望者に関する認識情報を持つことは、雇用プロセスの信頼性が増すと考

えられており、試験は曖昧性回避型文化と関連している。 

 インドの圧倒的な規模と数のオンライン採用は西欧の標準から考えると驚きである。標準的大企

業は毎年 10,000 人の新入社員を採用するが、人事部のスタッフにとって履歴書の正当性および関連

性を確認してふるいわけることは悪夢の様な作業である。 

 インドの求人広告には学歴と年齢の制限が指定されることが多い。企業は採用する課程でブラン

ド付けを用いる。地位について懸念する従業員は業界で良く知られた雇用主の元で働きたいと希望

する。雇用者は新聞紙面での求人広告には頻繁に企業情報について詳細に記載する。従業員自身が

「ブランド」となり、企業のために「歩く広告」となる。 

採用段階においては 個人的な質問が問われることが多い。結婚やカースト、家族構成も面接や履

歴書上で問われる。雇用者はカーストに基づいて差別することが頻繁にあり、氏名により簡単に識

別することができる。最近の学歴の証明書は面接試験を行う段階で提出が必要になり、既婚女性は

出産予定があるかどうかを問われることがよくある。 
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(２) 割当制度による諸カーストの職業参加 

 インドでは経済活動における全てのカーストの参加はかつては平等的ではなかった。工場、生産

現場、事務仕事におけるカースト間の格差が現在にも多かれ少なかれ存在する。現在、特に公益職

業におけるアファーマティブ・アクション（Affirmative Action）政策―地元では経済活動における

割当の権利政策(quota system)とも呼ばれる―が存在する。この政策は、公的な仕事、公立の大学、

州および国で選出された職業およびその他の公的部門の仕事における、アーディヴァーシー

（adivasi）やその他の低いカーストに属するダリット(dalit) と呼ばれる不可触民(untouchable castes)

を含む、指定された不利な立場に置かれた人々に対して精巧なクォータ（割当制度）を提供する。

民間部門におけるアファーマティブ・アクション・プログラムは、不利な立場に置かれた共同体出

身の人材を雇用するクォータを割り当て、利点や質を犠牲にすることなく、彼らを職業パートナー

として従事させるものである。このシステムの影響を受けて主要な４カースト以外に存在する数多

くの低カースト国民は職業に参加し、平等に職や社会生活を過ごすようになった。 

 インドの憲法は教育および雇用の双方に置いて「カースト制に基づくアファーマティブ・アクシ

ョン」を提供している。国家の仕事においては、単一のカーストグループ出身者のみで構成される

部門もあることは普通のことである。同様に、労働組合もカーストごとに構成される。このような

集団の形成は、職場には様々な意見対立をもたらすため、組織的に困難な状況を生み出す。カース

ト制はこの国の人的資源管理における大きな課題である。 

(３) 教育訓練 

インド国民にとっては、教育訓練が企業への忠誠心を生み出す。雇用者と新入社員は、大学で学

んだことと入社後にすべきこととの間に大きな隔たりがあると考える。それゆえ、精巧な新入社員

の研修は効果的なコミュニケーションやチームダイナミクス、さらに製品やサビースに関連した技

術的な知識やソフトスキルの形成に焦点を当てる。一般的にインドにおける研修プログラムはより

集中的で長期間にわたる。初任者の場合、企業の規模に従い 3－12 ヶ月ほどの研修期間となる。平

均的な企業の研修時間は年間およそ 60－120 時間である。最も研修をおこなう企業は Infosys 社であ

る。年間約 1 億 4500 万ドルの予算を当てて、全ての初任者にはおよそ 4 週間の研修を受けさせる 

(Babu, 2006)。企業はしばしばインド内外の有名大学と提携して持続的な教育を社員のために提供す

る。最近のインド経済の多方面における変化に対して企業は自社の教育ニーズに応じて多様な形式

の社内教育訓練や職務訓練を提供している。特に、ＩＴ、電子、電機および自動車部門の会社は人

材育成に大きな予算を割り当て、優れた人材を養成する。 

本研究で取り上げた他の側面については、会場にて資料を配布し報告をする予定である。 

３．結論 

インドにおける人的資源管理は、今現在離陸の段階から発展と普及の段階に移行しつつあり、民

間や国営部門の大中小企業に及ぶまで定着には時間が掛かると考える。採用、教育訓練、報酬、福

利厚生、人事評価などあらゆる側面において改善や革新の余地は非常に多い。歴史的な課題として

各民族・カースト・地域間のバランスの取れた職業参加、人材発展、採用昇格、持続的職安定に関

する課題が山積みである。インドの優れた西欧型経営学教育や人的資源管理の革新的知識に関する

従業員、経営者、企業間の不屈の忠誠心がより良い結果を生み出すと予測される。また、人的資源

管理の諸側面に隠れている問題と課題の解決に関する持続的努力と研究も不可欠である。 

＊参考文献リストは発表の会場にて配布する。 


