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【要旨】 
 
１ 中国は、外国直接投資(FDI)誘致と輸出振興の成功で注目されている。だが、多国籍企

業による技術移転の内部化戦略の加速等の状況変化に対して、多国籍企業の技術移転に

依存している中国 FDI 政策は、量的拡大よりも技術移転効果等を図るための選択的な

FDI 政策の方向へシフトしている。しかし、選択的な FDI 政策の根拠はどこにあるのか。

中国で評価の高いケースと評価の低いあるいはマイナス効果への懸念の多いケースを調

査研究して、これらの問いに実証面から解を求めた。ケーススタディは、①携帯端末産

業、②自動車産業、③小売業、④銀行サービス業に対して行った。これらの産業を調査

研究の対象にしたのは、外資進出が多く中国にとっていずれも需要な産業であり、評価

も分かれていたからである。 
2 ケーススタディの結果、FDI が中国経済・産業に与えるプラスの影響として、投資資金導

入とともに、①輸出拡大、②技術拡散、③地場サプライヤーの育成、④雇用拡大、⑤企

業統治の改善やマネジメントレベルの向上、⑥競争促進等の効果が上げられる。プラス

効果は大きく、マイナス効果も散見されている。 
中国の経験から途上国政策担当者へのヒントや示唆が得られる。それには、①発展レ

ベルの低い段階にある途上国は、FDI 流入の量的拡大政策が優先されるべきこと、②初

期段階を終えた途上国は、FDI にともなう技術移転効果の向上をはかるべきこと、③FDI
活用につながる地場企業育成政策を推進すること、④インセンティブ・システムは効率

的に追求すべきこと、⑤サービス業の自由化を推進すべきこと、⑥クラウディングアウ

ト効果を最小限に留められる政策セットを同時に推進することが上げられる。 
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外国直接投資が中国産業発展に与える影響とその示唆 

 
1 はじめに 
昨今、ロシア、ブラジル、インド、中国を含む新興経済大国「BRICｓ」が脚光を浴びて

いる。ただ、「BRICｓ」と言ってもその経済構造や成長のエンジンは異なる。原油や鉱石

資源の逼迫した需給関係に直面するグローバル経済において、資源国としてのロシアとブ

ラジルが注目されているのは、自然の成行きである。インド経済に対する世界の関心は、

もっぱらソフト産業の急成長に焦点が当てられている。これに対して、外資誘致と輸出振

興に成功した中国は「世界の工場」としての地位を築き上げた一方、ミドルクラスの所得

層の増大により、新興市場として世界の視線を引き付けている。2004 年に中国の外国直接

投資(FDI)流入額は、はじめて 600 億ドル台を超え 620 億ドルに達した。途上国における外

資流入トップの座を維持し続けている。実際、中国経済における外国直接投資のプレゼン

スは大きく、これまで 20 数年間に渡って、中国経済及び製造業のダイナミックは輸出志向

や外資主導によって達成されたと言える。 
中国の経済成長と産業育成における FDI の役割は、資本形成、輸出促進、雇用創出、技

術移転、人材育成と言った直接な効果に加え、競争促進、企業ガバナンスの改善、市場制

度の近代化・国際化といった間接効果もあり、積極的に評価されている。一方、地場企業

に対するクラウディングアウト(crowding out)効果による失業問題、技術の外資依存体質の

深刻化、不公正な取引慣行の押付け、外資誘致に対する過度なインセンティブによっても

たらされる資源配分の歪み等のマイナス効果も見られ、FDI 効果に対する疑問も広がって

いる。また、FDI 大量流入に伴って外資企業が支配的な地位に達したときの産業安全保障

問題や、外資企業による利益の本国送金で生じる国際収支のアンバランス問題等への懸念

も聞かれる。 
筆者は、近年行ったケーススタディや現地訪問調査を通じて、中国における FDI のプラ

ス効果がマイナス効果より遥かに大きいと結論つける。本稿は、このような結論が導かれ

る客観的なデータやケースに対する分析を通じて、外国直接投資が中国経済・産業発展に

いかに影響を与えているか、そしてその影響の伝達経路や政策の影響を検証し、他の途上

国の示唆となる、そのプラス効果を高めマイナス効果を最小限に抑える方策を考える。 
 
2 外国直接投資流入の拡大と外資政策の変化 

 途上国にとって、外国直接投資流入のメリットは、一般に資金不足や外貨不足の補填や

地場産業への技術移転であると意識されている。そのメリットを享受するには、まず、FDI
流入自体が重要である。それに、流入された FDI の活用が欠かせない。 
 
2.1 外国直接投資流入の現状 

 中国は、1988 年に「改革開放」への政策転換に伴って積極的な外資誘致政策を実施して
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きた。1980 年代においては、インフラの未整備、制度ないし政策の欠陥、市場参入への政

策規制が外国投資家にとって大きな障害になり、FDI 流入は小規模に留まった。図表１が

示すように、1990 年初めまで中国への FDI 流入は、同じ外資導入を図っていたブラジルに

は及ばなかった。その後、インフラ整備が進展し外資導入関連の法整備が進むにつれて、

対中投資の機運が高まった。数回の対中投資ブームを経て中国へ流入する FDI のストック

は 5,000 億ドルを超えた。中国の政府統計では、2004 年末までに累積で認可された外資企

業数は 50 万社、実行額は 5,621 億ドルとなった1。これは、FDI 流入先行国ブラジルを大

きく越え、BRICｓのもう一角を占めているインドの 10 倍以上に当たる。 
 

(出所) WB “World Investment Report”各年版  
 
外国投資家にとって、広大な国土や 13 億もの人口を抱える中国は、ASEAN や東欧、南

                                                  

図表１　中国及び他のBRICｓの対内FDIストックの推移
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米のような、国を超えた地域的存在であると言える。つまり、外国直接投資の誘引である

市場規模や人的資源が中国には存在している。図表 2 が示すように、インドのような FDI
未開墾地ではないが、他の途上国と比べても流入拡大の余地は未だ高い。 
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1 中国では、「外資企業」は、外国独資企業、外国出資シェア 25％以上の合弁企業、合作企業の「三資企業」

を指す。また、香港、台湾、マカオ資本の投資企業も「外資企業」として取り扱われる。 



　　　図表2 対象国の1人あたりのＦＤＩ流入
(2003年までストック)
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(出所) UNCTAD 統計データによる FRI 計算/作成。 
 
 対中 FDI 流入拡大の可能性は、これまで FDI 投資の約 70％が製造業に集中しているこ

とからも説明できる2。2003 年の対中投資(実行ベース)は、製造業 69％、不動産 10％、商

業分野 2％、その他 19％となっている3。これは、金融・通信等の付加価値の高いサービス

分野の対外開放が遅れたことが原因と言える。つまり、これまでサービス分野に対する中

国政府の厳しい規制で、多国籍企業は、中国をグローバル生産拠点としてしか利用できな

かったのである。 
サービスはローカル市場であるので、中国における現在の市場規模であれば、誘致しな

くても規制さえ撤廃すれば、FDI が入ってくる可能性は高いと言える。この意味で、新規

外資を獲得するよりも、すでに流入した外資ストック(製造業 FDI)をいかに活用するのが、

中国にとってより重要な課題となってきている。 
 

2.2 外資政策の変化 

 中国では、1980 年代から 90 年代前半にかけての外資導入の主たる目的は、資金不足及

び外貨不足問題の解決だった。中国の国内資本形成における外国直接投資の貢献は、90 年

代平均でベトナムやマレーシア(20％～30％)ほどは高くなく、12%前後であった。2000 年

以降は、経済成長で蓄積された国内資本による投資が盛んになり、FDI の割合も次第に低

下し、2004 年には 7.2%となった。投資資金としての FDI の役割は後退した。 
実際、中国政府は、1992 年頃から「市場と技術の交換」戦略が明確に打ち出され、少な

くとも政策レベルでは、技術移転を外資導入の主たる目的と位置付けた。つまり、経済成

長に伴い、外資政策における FDI の資金不足/外貨不足補填の役割は低下し、もう一つの目

標である地場産業への技術移転にシフトしてきている。FDI 導入による技術移転を加速さ

                                                   
2 例えば、1980 年～97 年までのインドへの外国直接投資の内訳は、製造業 48％、サービス 15％、農業・

鉱業・石油関連 2.2％、その他 34.8％であった。 
  D.H.Brooks & H.Hill “Managing FDI in a Globalizing Economy”(2004). 
3 中国商務部(2004) 
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せなければならないのは、自国の技術開発能力が不足しているからである。図表３が示す

ように、韓国と違い中国は、アセアン諸国と同様、自国の工業化過程に必要な技術を外資

企業に依存している。近年、中国は、自主開発の強化を図ってきたが、それでもブラジル

やロシアの R&D 投資と同レベルに過ぎない。 

図表3　関係国のR&D支出対GDPの割合
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(出所) IMD  “The World Competitiveness Yearbook”各年版。 
 
中国の外資政策の変化は、多国籍企業による技術移転の内部化が加速されていることも

背景にある。図表４が示すように、金額ベースで中国の技術導入の 77％は中国にある外資

企業によるものであった。分野別で見ると、機械では 82.4％、電子・電機は 95.6％、軽工

業ではほぼ 100％が、外資企業によるものであった4。つまり、多国籍企業は、外部への技

術移転を行うよりも現地子会社への内部移転を好むようになっている。したがって、FDI
導入による技術移転は、外資企業に期待するよりも、ホスト国の政策や努力によってはじ

めて得られる。 
このように、多国籍企業の技術移転を期待していた中国の外資政策は試練を迎えている。 

図表4　2002年技術導入の資本別金額割合
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(出所) 中国商務部ウェブサイト。 
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4 中国社会科学院工業経済研究所(2004 年)。 



 
 中国の外資政策は、20 数年に渡って基本的に製造業にフォーカスしており、その結果、

導入された FDI の 7 割以上が製造業に集中している。このような外資政策は、中国が取っ

てきた輸出志向型経済モデルと一致している。結果的に、中国の製品は世界中で溢れ、多

額の外貨は貯まったが、資源浪費、環境問題等を生じさせている。一方、サービス市場の

対外開放は、緩慢で、サービス分野における FDI の役割は軽視されてきた。例えば、銀行

サービスの対外開放が遅れたため、中国の銀行は不良債権の処理に悩まされている。中国

とは対照的に、インドの銀行の不良債権比率は 3％前後で健全である。現在、地場銀行への

外資出資比率を 25％に規制している中国に対して、インドは外資出資比率 50％超を認めて

いる5。一方、小売分野では、地方政府が中国政府の規制政策に逆らって外資を入れたこと

で、外資進出を拒否したインドより近代化が進んでいる。 
 中国も、FDI の役割を再認識して偏った外資政策を改めるべきである。 

                                                   
5 『日本経済新聞』2005 年 3 月 29 日(朝刊)。 
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3 中国の産業発展と外国直接投資：ケーススタディ 

 外国直接投資が中国経済や産業発展にどのような影響を与えているのであろうか。また、

中国の外資政策は機能したのか、或いは外国直接投資に関する中国の懸念は現実のもので

あろうか。本稿では、携帯電話端末業、自動車産業、小売業と銀行サービス業の四つの分

野のケーススタディを通じて、これらを検証したい。 
 
3.1 ケース１ 携帯端末製造業における外国直接投資のインパクト 

 

 1980 年代の後半から、モトローラをはじめ、ノキア、シーメンス、NEC などの世界の大

手移動体通信端末メーカーが続々と中国に進出し、グローバル市場向けの設備生産ととも

に中国市場への進出も展開した。当時の中国は、移動体通信技術が不足しており、移動体

通信の市場も未成熟であった。外資企業が中国に導入した大規模な資金、先進的な技術、

グローバル・スタンタードに基づくマネジメント・ノウハウ等は、中国の移動体端末産業

発展の原動力となり、ローカル企業成長のきっかけとなった。現在、中国は、携帯端末の

最大の生産国であり、10 年足らずに 6 万人以上の雇用者を創出している一大ハイテク産業

を形成された6。 

 ここで、技術力の向上、サプライチェーン産業の集積、人材育成の側面から携帯電話業

界における外資投資のインパクトを検証してみる。 

 

3.1.1 技術のスピルオーバー 

 ノキアやモトローラなどの世界大手携帯電話メーカーは、1980 年代後半に早くも中国に

生産拠点を設置し生産を開始した。その製品のほとんどは輸出であったが、中国市場にも

供給した。中国の携帯電話の市場は 90 年代中頃までに、ほぼ外資企業に独占されていた。

一方、地場企業は携帯電話の技術が十分に確立されていなかったため、主に外資企業の組

立て工程の請負や OEM 生産しか行っていなかった7。1999 年に、中国政府は、急成長する自

国市場をテコに、携帯端末産業における外資メーカーへの管理強化と地場メーカーの育成

を図るため、①携帯電話生産のライセンス発行による内外企業の参入規制、②携帯端末や

設備の輸入制限、③外資系企業に対する一定比率以上の国内部品調達規制、60％の輸出義

務等のローカルコンテンツ規制及び技術移転の要求、④国内メーカーに対する補助金付与、

等の産業政策を取った8。中国市場を目指す外資企業は、進んで中国地場企業と手を組むよ

うになった。ちなみに、現在携帯生産許可をもらっている企業は 37 社あり、うち 22 社は

外資企業である。このように、中国地場企業は、外資系企業の現地拠点に導入された技術

や経営ノウハウ、生産管理ノウハウなどを模倣することを通じて技術を吸収することが可

                                                   
6 娄勤倹(2004) 
7 「技術積累成求“中国造” “中国名牌”領手機産業」 通信産業報 2004 年 9 月 28 日 
8 2003 年 4 月 16 日南方都市法、FRI のヒアリングによる。 
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能となった。 

 例えば、1992 年からポケベルの生産・販売を事業としてスタートさせた「波導」は、1999

年に携帯電話の生産・販売に事業を転換した。フランスの SAGEM 社と提携し、携帯電話を

生産する合弁会社を設立した。工場が設立された当初は、波導が SAGEM 社から生産設備を

購入し、しかも SAGEM に対し１台あたり 1～2ドルの生産技術特許料を支払って、同社から

の技術指導を行った。技術を蓄積した同社は、より高度な技術を必要とする機種の生産も

委託されるようになり、2000 年以後、SAGEM 社の RFID 技術9を組み込んだモジュールを使っ

た携帯電話の生産も行われるようになった。結局は、SAGEM 社は、モジュールを生産、提供

し、最終組立ては「波導」が行う生産分業が形成された。実際、「波導」が生産する携帯

電話のうちほぼ半数は SAGEM のモジュールが利用されている。 

その後、資本や生産技術の蓄積ができた「波導」は、SAGEM 社以外に、Benq、Quanta、LG

及び Sewan などの外資部品メーカーとパーツサプライの提携を組み、Bellwave と

MobileLink の二社と設計開発事業においても手を組みはじめた10。つまり、外資系企業は、

中国地場企業に設計技術を移転したのである。また、SAGEM 出身のフランス人による品質管

理も行われている。このように、生産技術が蓄積された「波導」は SAGEM 社の製品を OEM

生産するだけでは満足せず、自社ブランドの製品も生産するようになった。実際、同社は

研究開発力を強化するため、5つの開発センターを設置し、現在 600 人以上の開発部隊を持

っている。2002 年に「波導」が生産した 700 万台の携帯電話のうち、100 万台は独自で開

発されたものである。完成品が中国の国内市場には「波導」ブランドとして販売され、海

外市場向けには SAGEM 社と「波導」の二つのブランドとして輸出されている。 

大手地場携帯電話メーカーの TCL も同様である。同社が 2004 年 4 月通信ネットワーク機

器大手のフランス Alcatel と合弁会社を設立した。現在、携帯電話と関連サービスの研究

開発、販売などの事業で提携している。また、同社は米国のクアルコム社から CDMA の技術

許可を獲得しており、次世代の技術への取組みを行っている。その他に、東方通信とサム

ソンは、3G 携帯電話の研究開発、生産、販売を行う合弁企業を設立したこともその一例で

ある。 

 このように、地場企業は、外資企業の技術と自社の強力な販売チャネルとマーケットノ

ウハウを合わせて、競争力を高めていったのである。2002 年以後、地場企業がアプリケー

ションソフトウェアの開発やモジュールの設計開発などの 2G の技術を把握し、中国国内の

消費者の志向に合致した新製品を次々と開発した。例えば、2003 年に打ち出された 80 種類

                                                   
9 RFID は、電磁波を使って、物品や人物などの個体識別（アイデンティフィケーション）を自動的に行う

技術の総称。JIS では「誘導電磁界又は電波によって非接触で半導体メモリのデータを読み出し、書込

みのために近距離通信を行うものの総称」としている（JIS X0500 2002 年）。 

http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/rfid.html 
10 「波導手機是怎様越飛越高」商業週刊 2003 年 1 月 22 日 

http://tech.sina.com.cn/it/t/2003-01-22/0955162520.shtml 
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の新製品のうち、8 割は地場企業によって開発設計されたものである11。現在、各社におい

て 3G技術の開発が進められているなか、GSM や TD-SCDMA の技術などはすでに完成し、CDMA

の技術開発に注力している。 
 

3.1.2 サプライチェーンの育成と産業の集積 

 外資セットメーカー1 社の進出は、外資パーツサプライヤの投資を促す効果があるととも

に、現地調達を通じて地場部品メーカーの製品品質の向上にもつながり、携帯産業の集積

をもたらしている。 

 例えば、ノキアが北京で立ち上げた星網工業園がその一つとして挙げられる。その工業

園にノキアの工場以外に、30 社以上のサプライヤが入居している。日本の三洋エネルギー、

イビデン、台湾の鴻海（ホンハイ）など 20 数社が敷地に工場を置き、携帯電話のアンテナ

ーから電池モジュール、プリント基板、流通サービス業まで、必要な部品をほとんど工業

園内で製造・出荷している12。そのほか、モトローラが天津のハイテクパークで設置した工

場、エリクソンの南京での生産基地も同じような仕組みとなっている。 

 外資企業は中国の地場部品メーカーから、部品調達も積極的に行っている。以前は、地

場部品メーカーの製品品質のレベル、納期のマネジメントがセットメーカーの求めていた

ものを満たせなかった。しかし、中国当局のローカルコンテンツ規制やコスト削減の要請

もあり、外資企業は自社の要望に合う現地化政策を速めた。彼らは部品メーカーに製品仕

様を提供したり、生産マネジメントのノウハウを教えたりして、短期間に品質レベルを高

めるよう指導した。例えば、モトローラは、LCD と LCM を生産する河北省冀雅電子有限公

司に対し教育プログラムを提供すると同時に、自社の技術者を派遣し、冀雅電子の生産管

理、技術および品質管理などについて現場で指導を行った。1997 年 2 月、冀雅電子がモト

ローラのサプライヤとなり、ポケベルの部品を生産するようになった。そして 1999 年、冀

雅電子が ISO9001 の認証を取得し、移動体電話用 LCD のサプライヤとして国内外大手メー

カーと取引を行えるまでに成長した13。このように、モトローラは、地場サプライヤを育て、

1996年に 130社のサプライヤから約 2.6億ドルの部品を調達し、1999年に現地化比率は 60％

                                                   
11 「2003 年手機行業大盤点」中国電子報 2003 年 12 月 18 日 

http://tech.tom.com/1121/2069/20031218-71996.html 
12 「諾基亜成功案例」 2003 年 5 月 

http://www.eglobalpurchase.com/news_content.asp?ID=761 

 FRI による中国商務省多国籍企業研究センターでのヒアリング。 

13 「2002 年度摩托羅拉中国供応商 TFE 決賽在天津挙行」 2003 年 1 月 3 日 新浪科技術 

http://www.monline.com.cn/Portal/Common/107/2003/0123/010808.asp 
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に達していた。2003 年には、サプライヤの数が 700 社に達し、調達金額は 31.9 億ドルにま

で拡大した14。 

  

3.1.3 人材育成への貢献 

 人材育成の面からみても、外資企業の投資が無視できない貢献をもたらした。外資企業

が中国で拠点を設置する際に、自社のビジネスモデル、製品技術、生産管理ノウハウなど

が根付くように、中国で募集した従業員に対しさまざまな教育トレーニングを提供してい

る。このようにして育てられた人材は、他の地場企業に流れることで、外資企業で得た知

識と経験を広げている。その上、外資企業が中国市場の拡大を狙い、自社の従業員のみな

らず、サプライチェーンの育成や顧客層の拡大を見込んだ企業教育も行っている。 

例えば、モトローラは、中国で「モトローラ大学」を設立し、外部企業に対し経営管理、

先端技術などを教えている。これは同社の市場拡大戦略の一つだと思われるが、地場企業

にとっては先端的ビジネスノウハウを吸収する絶好の機会である。さらに、同社が国有企

業の改革をサポートする一環として、「モトローラ国有企業研修センター」を立ち上げ、

国有企業に教育プログラムを提供している。2003 年 8 月までに、およそ 1000 社 4000 人の

経理幹部が研修プログラムを受けた。天津力神電池股分公司、天津光電通信技術有限公司、

珠海多層電路板有限公司などの国有企業がサポートを受けた後、モトローラの電池サプラ

イヤになったのである15。 

 一方、外資企業のマネージャー層は独自起業または地場企業のマネジメント層に転職す

ることにより、最新のマネジメント及びビジネスモデルを広げ、スピンアウト効果も見ら

れる。例えば、2003 年 2 月にエリクソン（中国）の副総裁張醒生が地場大手のソフトウェ

ア会社の亜信科技に転職し、CEO の職についた16。ある調査によると、広東東莞の外資企業

内人材の 3 割は、地場企業に転職する意向があるという。また、ヘッドハンティング会社

の業務量の 3割は、外資企業の人材を地場企業に斡旋することだという17。 

 

3.1.4 輸出への貢献 

 外資企業の投資活動が中国の経済に果たす役割の重要なものの一つとしては、輸出の拡

大が挙げられる。図表５が示すように、中国の携帯電話の輸出は、生産とともに急増して

いる。実際、中国はすでに世界携帯端末生産の 35％(2003 年)を占め、2004 年には約 40％

に達した。2003 年の外資企業の生産台数は 13,218 万台で、全体 18,644 万台の約 71％に達

                                                   
14 モトローラ（中国）のホームページ 

http://www.motorola.com.cn 
15 「摩托羅拉 雪中送炭非錦上添花」 2004 年 12 月 22 日 

http://it.sohu.com/20041222/n223601773.shtml 
16 「冷観 2003 IT 企業人材流動」 2003 年 12 月 23 日 

http://tech.sina.com.cn/roll/2003-12-23/1749272340.shtml 
17 「外企精英就這様被民企征服」新快報 2004 年 10 月 25 日 

http://www.ycwb.com/gb/content/2004-10/25/content_782351.htm 
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している18。 

 

図表5　中国の携帯端末生産と輸出の推移

0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004　年

(出所) 中国情報産業部

100万台

生産台数

輸出台数

         

中国の携帯端末製品輸出における外資系企業のプレゼンスはさらに高い。2003 年の総輸

出 9523 万台(CKD 部品を含む)のうち、8765 万台（全体の 92％）は外資企業によるものであ

り、輸出総額は 115.21 億ドル(伸び率 62％)で 43 億ドルの貿易黒字を稼いでいる。輸出金

額ベースにおける外資企業のシェアは、97.6％にも達している。外資系企業主導の輸出傾

向は、2004 年も続いている。2004 年 1 月から 10 月までの外資企業の輸出額は 108.2 億ド

ル、全体の 97.3%になった。それに対し地場企業の輸出額は 2.9 億ドル、全体の 2.7%しか

占めない19。輸出全体における外資企業の割合から、その役割がいかに重要であることが観

察できる。外資企業による輸出急増の理由は、モトローラやノキアなどの携帯端末グロー

バルベンダーが、中国を生産拠点として利用しているからであり、中国が携帯電話端末の

グローバル生産拠点としての地位は不動なものになっている。 

 一方、地場企業の輸出額はまだ少ないが、輸出台数は徐々に増加している。2002 年には

51 万台しか輸出していなかったが、2003 年には、206 万台に達し、2004 年には 650 万台以

上に達した。これは、中国国内市場競争の激化による利益率の低下により、波導や TCL な

どの有力地場企業が、本格的に国際市場開拓に乗り出した側面もあるが、中国製の携帯製

品の品質やデザインが国際市場に通用するレベルに達したともいえる。特に、アセアンや

インド、ロシアなどは、ノキア等のグローバルベンダーが手薄になっている新興市場であ

り、中国企業の目標市場となった。波導は、2006 年に 1000 万台の輸出を目論んでいる。外

資系企業は地場企業との戦略提携により、地場企業の輸出増にも間接的に影響し、全体の

携帯電話の輸出増を促進する役割を果たしているといえよう。 

 

3.1.5 地場企業の市場競争力の向上 

                                                   
18 中国商務部『2004 中国外商投資報告』 
19 中国商務部機電産品進出口司 http://jds.mofcom.gov.cn/ 
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 以上見てきたように、外国直接投資は、地場企業の生産・販売能力を大いに高めた。携

帯電話を生産する地場企業が雨後の竹の子のように生まれ、1997 年に 14社（生産免許企業

への OEM と ODM を含む）しかなかった地場企業は、2003 年にその 3倍の 78 社に達した20。

地場企業の参入により、2003 年の携帯電話の生産台数は世界の三分の一に達し、販売台数

はその五分の一になり、中国は世界最大の携帯電話の生産販売国になったのである21。 

 この過程で、国産ブランドの携帯電話が外資企業のブランドに対抗しながら続々と登場

してきた。近年の市場シェアから地場企業の変貌ぶりが伺える。販売台数ベースでみると、

1999 年にモトローラが市場全体の 39%、ノキアが 32%と、両社が中国の携帯市場の 7 割以

上を占めていた。一方、地場企業はわずか数パーセントであった。しかし、2000 年から、

先発組のモトローラ、ノキア、シーメンスなどの外資企業が占める市場シェアは徐々に減

りはじめ、2002 年にモトローラが 26%、ノキアが 18%となった。2003 年 1 月から 6 月、

トップの座を保ってきたモトローラは 14%まで落ち込み、一方、大手の地場携帯メーカー

の波導が 15%とモトローラを上回り、TCL が 12%のシェアを獲得した。2003 年に、地場

企業のシェアは合わせて全体の 6 割に達したのである22。 
地場企業は国内市場のみならず、海外マーケットの展開も視野に入れている。その中で

特に目立った動きをしているのが波導である。波導はフランスの SAGEM 社と技術提携を

行いながら、自社の強力なチャネルを活かし一躍業界トップになった。同社の 2004 年の携

帯電話年間販売台数は 1300 万台、前年比 6倍増、輸出台数はおよそ 300 万台であり、世界

30 ヶ国に輸出されている。そして 2004 年の世界携帯電話メーカーのトップ 10 ランキング

に、波導が 8位とはじめてランキング入りを果たした23。 

 このように、中国は、外国直接投資により得られた技術やノウハウをベースに地場企業

を育て、外資企業と地場企業からなる一大ハイテク産業を育成したのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
http://www.yesky.com/homepage/219001847006887936/20040928/1859370.shtml 

20 同上 
21 「中国携帯電話機産業の調査」 富士経済  

https://www.fuji-keizai.co.jp/report/index.html?keyword=110401824 
22 「中国携帯電話市場：外資系が上位奪還、中国メーカーも反撃に」 チャイナサーベイ 2004 年 10 月

28 日 http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/elec/339982 
23 「全球十大手機商厰排名出炉 国産品牌首次進入十強」 2004 年 11 月 22 日 

http://tech.qianlong.com/28/2004/11/22/71@2385578.htm 
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図表６ 2004 年販売台数における世界携帯電話メーカーのトップテン企業 

（単位：百万台） 

順位 メーカー名 2004 年 

販売量 

2004 年 

市場シェア 

2003 年 

販売量 

2003 年 

市場シェア 

1 ノキア 205 31% 179 34% 

2 モトローラ 99 15% 75 14% 

3 サムソン 89 13% 56 11% 

4 シーメンス 50 7% 43 8% 

5 ソニーエリクソン 42 6% 27 5% 

6 LG 39 6% 26 5% 

7 松下 17 3% 16 3% 

8 波導 15 2% 11 2% 

9 三菱 14 2% 13 3% 

10 NEC 12 2% 11 2% 

(出所) IC Insights 
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3.2 ケース２ 自動車産業における外国直接投資のインパクト 

 
3.2.1 中国の自動車産業と外国直接投資 

2003年、中国の自動車産業が誕生してから50年になる。この50年の間、中国の自動車産

業は急速に発展してきた。自動車の生産台数は1971年にわずか10万台であったが、2003年

に400万台を超え、一躍世界4位になり、2004年になると生産台数も販売台数も500万台を突

破した。この勢いで進めば、中国は2010年までに世界二位の自動車市場になり、2020年に

米国市場に追いつくとも予測されている。外国自動車メーカーが生産拠点を中国に移管す

るに伴い、中国は世界で最も重要な自動車生産基地、巨大自動車市場になったのである。 

 中国の自動車産業がこのような目覚しい発展を遂げてきた背景には、政府主導の政策があ

った。つまり、外国自動車メーカーに対し、市場と引き換えに先端的な技術を導入する政

策である。80年代から、ダイムラークライスラー、VW、プジョーが相次ぎ地場自動車メー

カーと合弁企業を設立した。94年に「自動車工業政策」の公表により、世界の自動車メー

カーが一斉に中国に注目しはじめた。2004年までに、大手外資自動車メーカーのほとんど

が中国に進出し、各社の大規模な生産により中国を自動車生産大国に浮上させたのである。

（図表７に参照） 

 外資自動車メーカーは、中国にとって、技術を向上させるための資本、スキル、経営ノ

ウハウを獲得するチャネルである。しかし、自動車生産台数と販売台数が急増しているに

もかかわらず、政府が期待していた技術移転は進まない。2004年に発売された70種類の新

型車のうち、92％は外資自動車メーカーのブランドであり、地場自動車メーカーはわずか

数パーセントでしかなかった。2010年になると、外資自動車メーカーの占める割合がさら

に高まると予測されている。技術移転が遅れているのは、「外資自動車メーカーと合弁して

いる地場大手自動車メーカーの自主開発技術が不足しているため、自動車のモデル設計、

研究開発や部品調達などを外資側に依存せざるえず、それがさらに自主開発を遅らせる」

という悪循環に陥っているのではないかと指摘されている。一方、ＧＭをはじめ、ＶＷ、

トヨタ、日産が続々と中国で研究開発センターを設立し、ダイムラークライスラー、現代、

ホンダも研究開発センターの設立を予定しており、今後は技術移転の基盤がどんどん構築

されていくように伺える。 

 外資自動車メーカーが中国に進出してから20年あまり、そして、WTO加盟からは2年が経

った。各社の進出が中国の自動車産業にどのようなインパクトをもたらしたのかを明白に

するためには、外資企業が中国に進出してから後、中国の自動車産業に対する技術移転が

はたして実現できたのかという視点を明確に示すことが重要である。 

 自動車に関する技術移転はおおよそ以下のように分けられるだろう。生産活動に関して

は、製造および生産管理、設計及び研究開発であり、サプライチェーンからみると、技術

移転は地場サプライヤに波及する可能性もあると思われる。本節では、こうした切り口か

ら、乗用車産業における外資自動車メーカーの中国での技術移転の現状を考察していきた
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い。 

 

図表７主要外資自動車メーカーと地場自動車メーカーとの合弁企業（乗用車）一覧表 

地場企業名 外資企業名 合弁企業名 設立年 

ドイツ・ＶＷ 一汽VW 1991第一汽車 

日本・トヨタ 天津一汽トヨタ、 2002

ドイツ・ＶＷ 上海VW 1985上海汽車 

米国・ＧＭ 上海GM 1997

フランス・ＰＳＡ 神龍汽車 1992

日本・日産 新東風 2002

東風汽車 

日本・ホンダ 東風本田 2003

日本・スズキ 長安鈴木 1993長安汽車 

米国・フォード 長安フォード 2001

日本・ホンダ 広州本田 1998広州汽車 

日本・トヨタ 広州トヨタ 2004

ドイツ・ダイムラークライスラー 北京吉普 1983北京汽車 

韓国・現代 北京現代 2002

(出所) 各社ホームページ 

 

3.2.2 生産現場における技術移転 

 製造および生産管理に関する技術ノウハウの移転は、外資企業が中国で生産活動を行う

上で最低限行わないといけないことである。特に３万個以上の部品によって組立てられる

自動車の場合は、高品質の完成車を作り出すためには、高度な作業工程と生産管理は必須

要件となる。したがって、生産現場における外資企業からの技術移転が最も進んでいると

言える。 

 トヨタと第一汽車の合弁企業である天津一汽トヨタ社がその一例である。トヨタの生産

管理といえば、多くの自動車メーカーに導入されている有名な「トヨタ生産方式」が挙げ

られる。トヨタが天津で生産を稼働する際にも「トヨタ生産方式」の導入を行った。例え

ば、同社がシャレード2000という車種の生産に際し、従業員のトレーニングに関して、

人材選出、技能トレーニング、現場トレーニングというプロセスに分けて技術を指導し

た。また、「トヨタ生産方式」を推進するため、トヨタが150名以上の専門技術者を天

津の工場に派遣し指導を行った。生産現場では、「ジャスト・イン・タイム」や「現地、

現物、現場」などの「トヨタ生産方式」の考え方、操作規定や基準などが工場内に貼ら

れており、作業工程及び生産管理の技術ノウハウがさまざまな形で伝播されていること

がわかる。同社が「トヨタ生産方式」を導入することより、シャレード2000の完成車の

品質が短期間にトヨタの求めていた目標に達し、排気、騒音、制御などの品質が高まっ
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た
24
。このような技術教育を社内従業員向けに行うのみならず、トヨタは社外でも技術

者の育成を重視している。トヨタが地場自動車メーカーの金杯汽車と共同で沈陽で「ト

ヨタ金杯技術者トレニングセンター」を設立しており、一般向けに「トヨタ生産方式」

や自動車の製造技術の教育を行っている。この学校の卒業生が、トヨタや金杯汽車だけ

でなく、他の地場企業にも就職しており、その中の多くが既に地場企業の技術責任者に

なっているという
25
。 

 生産管理の技術はこのように間接的に地場企業に伝播される事例はすでにある。地場

大手自動車メーカーの吉利は、代表例である。吉利は1997年に自動車製造事業をスター

トしてからわずか4年間で、8万台の販売量を突破した企業である。技術力が不足してい

たにもかかわらず、同社が急速に発展を遂げてきた背景には、外資合弁企業からの人材

導入があった。例えば、同社の汽車研究院院長の潘燕龍氏は、南京フィアット社から吉

利に転職して来た人物で、合弁企業で得た技術管理体系を吉利に持ち込み、同社の70

年代レベルの製品明細管理体系を改善し、生産性を大いに高めたのである。また、同社

の寧波支社総経理である蒋書彬氏は、第一汽車の合弁企業で総経理と技術責任を担当し

たことがあり、2002年に吉利に転職した後、同社の生産量を3倍にアップさせた
26
。事業

をスタートした当時、製品仕様図さえ整備していなかったとも言われる吉利であったが、

こうして人材導入によって外資自動車メーカーの知識ノウハウを吸収することによっ

て、一躍大手メーカーになったのである。 

 上記の事例から、製造及び生産管理に関する技術移転は、外資メーカーの投資活動が

活発になるにつれ合弁企業の内部で積極的に行われるだけでなく、社内または社外で外

資メーカーの教育を受けた技術者が、学んだ知識ノウハウを地場企業へ伝播することが

分かる。中国が急速に世界自動車生産基地に発展してきた背後に、このようなメカニズ

ムが働いてるからともいえよう。 

 

3.2.3 設計開発における技術移転 

 自動車の設計開発の技術は、最も技術移転の難しいところとされている。中国で議論さ

れている技術依存論もこの技術を指している。地場企業が自主的に設計開発ができないか

ぎり、外資自動車メーカーから部品を購入したり、技術開発費用を支払ったりして莫大な

コストがかかることになる。製造および生産管理の技術移転は、品質の高い自動車の大規

模生産を短期間で実現させることができるが、地場企業が自主開発力を持たないと外資へ

の依存から抜け出せない。現状では、自動車市場競争の熾烈化が、設計開発の技術移転を

                                                   
24 ｢解析夏利 2000 生産線｣中国汽車網 2001 年 8 月 20 日 

http://life.21cn.com/auto/news/chinese/2001-08-20/469852.html 
25「新型汽車技工の揺藍」光明日報 2000 年 9 月 22 日   
26「吉利汽車：从学習到超越」BusinessWatch 2004 年 4 月 2 日 
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促進しているが、コア技術の移転は依然として深刻な課題である。こうした背景の中、合

弁企業と地場企業は、それぞれ異なる技術移転のメカニズムを示している。 

 

①模倣と人材移動による技術スピルオーバー 

 外資企業と合弁せずに急速に発展してきた代表的な地場企業は吉利と奇瑞である。吉利

の生産管理の技術移転について前項で述べたが、設計技術においても、間接的に外資企業

の影響を受けている。同社が自動車市場に打ち出した最初のモデルは、自社で開発したも

のではなく、天津シャレードのモデルを模倣して作ったものであり、車に搭載したエンジ

ンも天津トヨタエンジンから導入したものである。同社が模倣によって得た技術ノウハウ

は今の技術力の基になっているという27。自社技術を持っていない地場企業にとって、新規

市場への参入を狙う際に、すでに市場を獲得した製品を模倣することは効率的かつ効果的

な手段になる。 

 このような模倣は事業スタートの初期のみならず、技術がまだ確立されてしないうちに、

市場拡大を図る際にも行われている。奇瑞の例を挙げてみよう。奇瑞は 1997 年に設立され

た地場大手自動車メーカーである。吉利と同じように短期間に生産量の拡大を実現できた

企業である。同社の人気コンパクトカー「QQ」が韓国大宇の MATIZ と SPARK の外観と酷

似しており、模倣したのではないかと指摘された。さらに、同社のミドルクラスセダン「東

方之子」も GM 大宇の MAGBUS を模倣したものと言われている28。奇瑞は 1999 年に車の

生産をはじめたばかりだが、2003 年に早速「QQ」、「東方之子」及び「風雲」という 3 つ

の車種を市場に打ち出した。その設計開発の技術力はどこからきたのだろうか。奇瑞の模

倣問題の結末は明らかにされていないが、地場企業が外資企業の優れた技術を模倣するこ

とにより、短期間に外資企業と設計開発のギャップを縮めることができたことがわかる。 

 一方、奇瑞の技術は第一汽車 VW、第ニ汽車（現在は東風汽車）から転職してきた技術部

隊によって開発されたものだともいわれている。例えば、第一汽車 VW から転職してきた

尹同耀氏は第一汽車 VW のジェッダの技術を奇瑞に持ち込み、「風雲」という車種を作り

出したのである29。吉利の場合でも、トップ経営層と技術チームの中核人物は第一汽車、第

ニ汽車、天津汽車、南京汽車などの合弁企業から転職きた者であり、同社の経営と技術力

を支えている。吉利と奇瑞の技術力の向上には外国の設計開発会社との提携や外国専門技

術者の採用の影響が大きいのだが、上記の事例から、外資企業からの人材流動も地場企業

への技術伝播に大きな役割を果たしていることがわかる。 

 

                                                   
27 同上 
28 「“黒馬”奇瑞」BusinessWatch 2004 年 4 月 2 日 
29 同上 

 16



②合弁企業の技術移転はモデル改良に限る 

 技術移転が進まないとされてきた合弁企業では、市場競争の激化により変化がもたらさ

れたように見える。2004 年 6 月、GM が上海に設置している汎亜技術センターに 2.5億ド

ルの投資を行うと発表した。投資の内容は、同センターで中国初のテスト車生産工場の設

置、バーチャル開発の実施、実験室と設備のバージョンアップが予定されている。このニ

ュースを追うように、トヨタが上海と広州で研究開発センターを設置し、東風と日産も広

州で研究開発センターを建設している。VW も研究開発への投資を行うと発表しており、2
004 年末、ダイムラークライスラー、現代、ホンダなども、中国で研究開発センターを立ち

上げると明言した。予測によると、各社合わせておよそ 40億元が研究開発に投資される30。 
 自動車メーカーが相次ぎ中国で研究開発センターを設置する動きは、技術を獲得したい

中国にとってもちろん望ましいことである。しかし、研究開発センターの設置はイコール

技術移転ではないように見える。GM 社の汎亜技術センター（以下では汎亜と略する）を例

にして現状をみてみよう。汎亜は GM と上海汽車が 1997 年に共同で設立した研究開発セン

ターである。同センターは GM と共同で「麒麟」と「鳳凰」というコンセプト車を開発し

ており、合弁企業の中では一歩進んだ取組みを行っている。「麒麟」の開発においては、

市場調査から、モデル設計、部品設計までは GM 式のプロセスを踏まえて行い、技術指導

は 11 名の外国専門家によって行われた。「鳳凰」の開発においては、汎亜が GM から提供

された 1300 万元の資金と技術を基に、ビューイック GL８を水素燃料自動車に改造した。

「鳳凰」開発のサポートに、GM が蓄電池自動車二台、燃料電池および関連データを提供し、

汎亜がそれに基づいて水素エネルギーの技術を GL8 に搭載することに成功した。「鳳凰」

開発のプロジェクトで GMからコア技術は渡されなかったが、汎亜が駆動プログラム、電機

システム、制御モジュールと水素安全保護の技術は把握できたという。GMは汎亜の技術力

を高めるため、さまざまな取組みを行っている。例えば、GM との共同開発ができるよう、

汎亜には GMとの技術リソースの共用基盤が構築されており、GMから最新技術資料を獲得で

きる仕組みができている。また、GM との間で専門家の招聘、技術者のトレニングも行われ

ている
31
。このような技術移転の仕組みの中で、汎亜の技術吸収のスピードが急速に向上し、

部品設計から車体の部分設計、テストなどの技術を 6 割から 7 割すでに把握しているとい

う
32
。 

 

③コア技術移転が依然と進まず 
 一見して汎亜が GMから設計開発の技術を獲得したように見えるが、実はまだ GM の旧車

種を中国市場に合うように改造する技術に留まっており、自主開発能力は依然として持っ

                                                   
30 「40 億元研発資金能否治愈中国汽車技術之痛」2005 年 1 月 26 日 auto3 
31 「上海汎亜汽車技術中心―自主開発併非上天攬月」解放日報 2002 年 8 月 14 日 
32 「21 億元昇級汎亜：上海速度超乎想像」第一財経 2005 年 1 月 18 日 

http://dycj.ynet.com/article.jsp?oid=4514700 
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ていない。冒頭で述べた 2004 年の新車種における地場企業の割合は数パーセントであり、

まさに合弁企業のコア技術移転の失敗を物語っている。最も期待していた合弁企業で、な

ぜそのような失敗が生じるのだろうか。北京汽車とダイムラークライスラーが設立した合

弁企業の北京吉普では、合弁後10数年経て生産されたチェロキー2020という車種において、

100 以上の生産技術が移転されたが、その中にコア技術がなかったため、車種は外観や非コ

ア技術での改良に留まっていた。同社における市場基準、技術協力、ブランドおよび知的

財産権、品質認証などの決定権は外資企業側が持っていたため、中国企業側は、車種のコ

ア技術に対する変更ができなかった33。また、上海 VW でも、中国側のエンジニアが設計仕

様図の間違いを発見したが、仕様図の変更権利を持っていないため VW のドイツ本社に修

正してもらったという話がある34。合弁の割合があるにも関わらず、知的財産権は外資企業

側が持っている以上、中国企業側が仕様図に対する変更および二次開発する権利がなく、

自主開発は難しくなるわけである。また、知的財産権がなければ、自社ブランドを持てず、

部品調達の決定権もない。外資企業が続々と中国で研究開発センターを設置しているが、

それは外資企業のグローバル戦略の一環であり、研究開発センターが増えること自体が、

そのまま中国にとってのコア技術の移転にならないことは明らかである。 

 このような結果をもたらした原因の一つには、中国の自動車産業の保護政策があった。

中国は、80 年代中ごろ、国内自動車産業の発展のため、高関税と非関税障壁を設けてきた。

90 年代になると、大手地場企業の研究開発、生産技術、製品品質の向上を図り、政府が外

資合弁可能なメーカーを限定していた。つまり「三大三小ニ微」策であった。しかし、関

税などによる保護や市場参入の規制が依然として効果的に働いており、合弁企業の外資へ

の依存を高めたのである。WTO 加盟後、関税や輸入制限措置が段階的に撤廃され、地場企

業にとって技術競争力の向上が早急に求められている。 

 

④市場競争と新政策による技術移転の促進が可能 

 市場競争の激化がこの問題を解決する可能性がある。市場競争の熾烈化により各社はす

でに中国での研究開発に注力し始めており、車種も短期間に更新されている。上海 VW が 1
985 年に設立されてから 6 年間、サンタナという 60 年代モデルの車種は中国の自動車市場

を独占してきた。しかし、90 年代の後半に GM やホンダなどが中国に進出すると、VW が

中国での車種を増やし、年代遅れの技術の変わりに先進的な技術を持ち込んだ。その結果、

図８のリストで示したように、車種が従来の 1 車種から 10 車種以上になったのである。こ

のような合弁企業間の競争が技術移転のスピードを速め、いずれ容赦なくコア技術の移転

もなされると思われる。一方で、この競争はまた地場企業にとっても技術改善のインセン

                                                   
33 張平「技術優勢与跨国公司的産業控制―北京吉普案例的分析」1996 年 

http://lib.sdx.js.cn/ztlj/dzjb_detail.asp?dzjb_item_id=4117 
34 「中国汽車工業的自主開発道路行得通？天則経済研究所 258 次討論会」2004 年 3 月 19 日 

http://web.cenet.org.cn/upfile/32003.doc 
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ティブとなり、新しい技術の吸収スピードも上昇していくと考えられる。 

 市場競争以外に、政策サポートも技術移転を促すことができると考えられる。1994 年の

古い自動車産業政策が現在の中国市場に対応しきれず、2004 年 6 月に「新自動車産業政策」

 が打ち出された。新政策は、自動車、部品サプライヤの有力ブランド育成、業界再編によ

る企業規模と収益の向上、国際競争力ある自動車メーカーの育成を目的にしたものである。

WTO ルールに合致しない外貨バランス、国産化の割合、輸出の実績などといった制限が撤

廃される一方、輸入部品の課税、国産品の商標登録、研究開発への投資制限など新たな規

定が持ち込まれている。地場企業にとって、「新自動車産業政策」により技術吸収の時間

稼ぎができたが、技術移転の政策として、業界オリジナル基準の作成や全体の地場産業を

育成するための政策作成などのサポートが求められていると思われる。 

 

図表８：VW グループが中国での生産車種 

合弁企業名 生産車種 生産開始年 

一汽 VW アウディ A6 （奥迪） 1995 

 ジェッタ （捷達） 1992 

 ボーラ （宝来） 2001 

 アウディ A4 （奥迪） 2003 

 ゴルフ （Golf） 2003 

 小型バン T4  未定 

上海 VW サンタナ （桑塔納） 1985 

 同 2000 2000 

 パサート 2000 

 ポロ 2002 

 ゴル 2003 

 トゥアラン 2003 

（出典）International Highway Construction Corp. 
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3.2.4 部品サプライヤへの技術移転 

 中国での自動車生産能力の拡大を狙う各社が現地調達率を高めるにつれ、外資部品サプ

ライヤも完成車メーカーに追随して中国に進出している。自主開発能力の弱い完成車メー

カーと同様に、中国地場部品サプライヤの技術も大幅に遅れている。7 割の付加価値が部品

にあるとされている自動車生産においては、部品サプライヤの技術移転が成功すれば、自

動車業界全体の技術力の向上に繋がる。しかし現状では、部品サプライヤの技術移転も完

成車と同様なジレンマに陥っている。 

 

①進んでいる技術移転とそのメカニズム 

 外資部品サプライヤ各社の積極的な投資活動は、確かに技術移転をもたらしている。GM

グループの自動車部品サプライヤのデルファイ社は、中国ですでに 13 社の合弁企業と独資

企業を設立している。製品技術の移転に関しては、同社が 1991 年に中国に進出してから、

すでに子会社または他の企業に対して約 29 の製品技術を移転した35。下請けの部品サプラ

イヤに対する技術指導にも力を入れている。同社が地場部品メーカーの万向グループに技

術指導を行う際に、前後合わせて 230 人以上の専門家を派遣した36。また、同社が人材育成

のため、清華大学と共同でトレーニングセンターも立ち上げおり、品質管理、トヨタ生産

方式、自動車工程技術、マネジメントなどのコースを設け、現地スタッフにトレーニング

プログラムを提供している37。このような技術指導が功を奏し、前項で述べた人材移動によ

る技術溢出の効果が大きく生じると考えられる。 
 世界大手燃料噴射装置メーカーのロバートボッシュ社も中国で技術移転を行っている。

ロバートボッシュ社と無錫威孚グループとが提携した無錫欧亜柴油噴射社は、ロバートボ

ッシュ社と 1984 年に 10 年の特許利用権と技術移転の協議を結んでいる。同社がロバート

ボッシュ社から提供されたＡシリーズ噴射設備の生産技術を導入することにより、生産技

術が大きく高まった。1991 年に同社が生産したＡシリーズ製品はロバートボッシュ社の技

術基準に達しており、1994 年に、同社のこの製品は中国市場の 4 割を占めることになった

38。ロバートボッシュ社のサプライヤへの技術移転が明らかな効果をもたらしたことがわか

る。 
 
②コア技術移転より生産を重視 
 しかし、サプライヤへの技術移転において、外資企業は依然厳しくコントロールしてい

                                                   
35 陳錦亜「徳尓福在華技術転譲及研発」 

http://www.hi-tech-online.com/week/dhtml/news/shownews/index.aspx?news_id=90 
36 魯冠球 ｢入世：中国零部件企業如何創造生存優勢｣ 2002 年 6 月 20 日 

http://www.ceibs.edu/forum/2002/0620_lu_a_c.html 
37 デルファイの中国ホームページ 
38 「無錫威孚股分有限公司 b 股上市公告書」 

http://news.17shang.com/fn/FinanceNews/stock/company/sz/200581/8.html 
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る。例えば、ロバートボッシュ社が無錫威孚グループと 2004 年 8 月に新たに設立した博世

汽車柴油系統社39では、最先端のディーゼル技術の導入を予定している。ただし、合資比率

は、ロバートボッシュ社が 67%、無錫威孚グループが 33%となっている。これは、ロバー

トボッシュ社が圧倒的な決定権を持っており、無錫威孚が自社のブランドと技術を持たな

いことを意味している。無錫威孚側は提携目的について、技術移転を強調しておらず、高

品質の部品生産と資金調達を短期間に実現したいとしている40。技術移転よりも生産を重視

する合弁企業の考え方は、問題である。 

 外資自動車メーカーの中には、現地調達率が 60%を超えて、80%にまで達している企業

が多いと言われている41。しかし、部品調達の明細が公開されていないため、現地調達の部

品は高い技術を持っているとは言えない。フォードの合弁企業である長安フォードの生産

基地の周辺に部品サプライヤが集中しているが、地場部品サプライヤはわずか 3 割である42。

一方、ホンダでは、2007 年中国で生産する車種の部品生産について、ドイツの部品サプラ

イヤと提携している。ホンダが部品の仕様図を提供し、ドイツの部品メーカーが金型を設

計する。そして、ドイツの部品メーカーが中国上海の工場で部品を生産する予定である43。

このような仕組みの中で、中国は単なる組立ての役割をしか果たして折らず、コア技術の

移転は吸収できない。 
 デルファイ社もロバートボッシュ社も中国でこれから研究開発センターの設立を予定し

ている。また、外資部品サプライヤの進出によって自動車生産集積地もできつつある。し

かし、部品サプライヤへの技術移転の現状は、完成車メーカーと同様な課題に面している。 
今後の技術移転の動向も、「新自動車産業政策」をめぐって紆余曲折があると思われる。 
  

                                                   
39 無錫欧亜柴油噴射社が新会社に吸収される予定である。 
40 ｢我国電噴市場被跨国公司分食」中国汽車報 2005 年 1 月 25 日 

http://www.chinafiw.com/e_m/site/mysystem390.asp?trans_infoid=58245 
41 ｢難以面対的現実 汽車国産化面臨･ 尬悖論」中国経営報 2004 年 12 月 
42 ｢零部件中国造：誰向潮頭立」21 世紀経済報道 2004 年 3 月 24 日 
 http://www.nanfangdaily.com.cn/jj/20040325/chj/200403240017.asp 
43 「“第四次浪潮”消解中国汽車零部件産業」2004 年 12 月 22 日 

http://info.qipei.hc360.com/html/001/007/003/37673.htm 
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3.3 ケース 3  小売業における外国直接投資のインパクト 

 
 2004 年 12 月 11 日に中国は、3 年前の WTO 加盟時にコミットした小売分野の市場開放

を行った。これまで外資小売業に対して実施してきた出資規制、出店地域規制、出店数量

制限等の規制はすべて撤廃され、外資小売業の対中進出は自由化された。市場開放政策の

実施に伴って、中国市場攻略を図っているウォルマート、カルフール、メトロ、イオン等

のグローバル小売企業は、揃って中国事業拡大のテンポを速めた。競争激化に直面し始め

た中国の小売業には、WTO 加盟前と同じように悪影響が及ぶ懸念が生じた。グローバル小

売業は、その資金力、コスト管理能力、販売能力、資金運用能力、ブランド力と人材引き

付け魅力のいずれにおいても地場小売業をはるかに超えており、地場小売業の脅威になる。 
他方、2004 年 10 月現在、グローバル小売トップ 50 のうち、35 社はすでに中国に進出

したが、流通分野における外資企業の投資額は 42 億ドルで、対中直接投資流入総額の１％

以下であり、中国の全国消費材小売高における外資系企業の割合は、3％～4％と小さい44。

このような状況を踏まえ、小売業界では「中国小売市場における外資企業の「占領」は杞

憂に過ぎない」と楽観視している。それどころか、外資小売業の対中進出は、中国小売業

に新しい業態の移植、先進的な流通/物流技術の移転、新たなビジネスノウハウの伝授を、

また、中国の消費者には、安全、快適なショッピング環境や良質廉価な商品の提供、とい

った好影響をもたらしている。 
もっとも、外資小売業の対中進出が中国に与える影響は、小売業に止まらず一般消費者、

サプライヤー等経済社会全般に渡っている。したがって、その評価は、総合的に見る必要

がある。 
 
3.3.1 中国の政策変化と外資小売業対中進出の実態 

 製造業における外資進出奨励とは違い、1992 年まで中国は、外資商業企業の対中進出を

禁止してきた。92 年に、中国政府は地域を北京、上海など五つの経済特別区に限定して試

験的に小売業の外資導入を試みた。その後、投資地域の拡大や店舗規制の緩和等を繰り返

した。1992 年～2001 年まで中央政府の認可を受けた外資合弁企業は 49 社しかなかった。

しかし、一部の外資小売業は、資本関係ではなく経営コンサルティングやブランド貸しと

いった形で地方政府の認可を受け、その数は 316 社に上がった。図表９が示すように、外

資小売業は、中国の市場開放を睨んだビジネス基盤作りを着々と進めており、WTO 加盟に

伴う外資小売業への市場開放は、ある意味で事後承認的な政策意味合いしかなかった。 
 WTO 加盟後、外資小売業の対中進出はいっそう加速された。例えば、グローバル小売の

最大手であるウォルマートは、日本や韓国での足踏み状態とは対照的にこの 2 年間で 17 店

増え、2004 年末に 43 店に達した。2005 中年にも 10 店～15 店が新規開店することが計画

されている。実際、ウォルマートは、アジア地域本部を中国深せん市に置くと報道されて

                                                   
44 『経済日報』2005 年１月 26 日。 
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いる。ウォルマートと対抗軸にあるカルフールは、ウォルマートより積極的な性格を有し、

2004 年末に 62 店舗を運営している。2005 年中に 15 店舗が新規開店する。 
 

)『中国連鎖経営協会報告書・HP、報道等。 

ウォルマート、カルフール、メトロと言った外資御三家だけでなく、日系のイオン、イ

新しい業態

.3.2 小売業における外国直接投資のインパクト 

　　        図表9  中国市場に展開している主要外資系小売企業
企業名 資本地 出店(02年末) 売上高(02) 出店(04年末) 売上高(04)

ウォルマート 米国 26店 60 43店 76
カルフール フランス 41店 120 62店 162

メトロ ドイツ 16店 53 23店 65
イオン 日本 7店 7(広州2店) 10店 7(2店)

太平洋百貨 台湾 8店 35 10店 43
イトーヨーカ堂 日本 4店 17 5店 29
PARKINSON マレーシア 28店 68 30店 74
CP(ロータス) タイ 12店 35 41店 74

華潤万家 香港(大陸系) 397店 86 476店 110
樂購 台湾 22店 50 31店 70

セブンイレブン 日本 132店 6 198店 5
マクロ オランダ 6店 16 ６店 15

ローソン 日本 97店 120店 2.2
B&Q 英国 8店 16 21店 20
OBI ドイツ 4店 7 11店 10

オ-シャン フランス ２店 8 11店 35

(出所

(注) 売上高は億元。 
 

 

トーヨーカ堂やオランダのマクロ、ドイツの OBI 等も拡張のテンポを速めている。これら

の拡大戦略により、2004 年 10 月現在における外資小売企業は、295 社(一部の外資企業は

全国に散らばっている拠点を統括会社の傘下に入ったため、数は減少した)で、店舗数は

4,813 店に達した。中国小売市場における国際競争は益々熾烈になっている。 
 1990 年代に外資小売企業の対中進出は、ハイパーマーケットやスーパー等の

であり、新しい店舗の建設などいわゆるグリーンフィールドの投資が多かった。その後の

十数年間の市場育成により地場小売企業も育成されたので、これからは、グリーンフィー

ルド進出とともに、既存店舗の買収等 M&A 方式で進出も拡大する。また、これまで外資企

業は、店舗の直営がメインであったが、これからは加盟店方式や暖簾貸しの形での進出も

増えるだろう。さらに、これまでの一都市或いは一地域的な進出から、全国的なチェーン

展開が加速される。 
 
3
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 前述したように、中国小売業の全面的な対外開放時期は 2004 年 12 月 11 日であったが、

流通近代化に不可欠な新業態の導入 
、伝統的な食品店と伝統的な百貨店しかなく、「薄

店（ファッション専門店、家電量販店、建築/装飾専門店、ドラッ

グ

しただけでなく、チェーン経営、

 

1990 年代以降、地方政府の認可で外資小売業はすでに数多く進出を果たしており、中国の

製造業や小売市場に大きなインパクトを与えていた。 
 
①

 図表 10 が示すように、もともと中国は

利多売」を基本理念としていた。また、北京、上海のような大都市から小さな市町村役所

所在地まで食品店や百貨店が設置され、単店舗経営の状態だった。しかし、外資小売業の

進出で、中国小売業の業態は急速に変わってきた。日本の小売業からは大型総合スーパー

(GMS、例えば、イトーヨ―カ堂)やコンビニエンス・ストア(例えば、ローソン)、欧米の小

売業からはハイパーマーケット(例えば、カルフール、ウォルマート)や大型倉庫(例えば、

メトロ)、標準食品スーパー、ショッピングモールのような新しい業態が導入された。消費

者利益の最大化等の経営理念や、「低コスト、低価格、高品質、グッドサービス」という経

営戦略も導入された。 
また、さまざまな専門

専門店等）も導入された。外資小売店をベンチマークに地場小売業にも新たな業態が導

入され、十数年の短期間で中国の流通業態の近代化が達成された。現在、海外で実践され

ているほとんどの業態が中国に導入されている。 
 外資小売業の進出は、中国小売業の業態革新をもたら

加盟店経営等新たな経営モデルも新しい業態とともに移植されている。この効果は、小売

業それ自体に止まらず、中国の国内市場統合等を促している点においても大いに評価され

る。図表 10 が示すように、中国政府も、小売業の近代化に政策支援を行っている。 
 

 (出所) FRI のヒアリングに基づき作成。 

　　　主要な業態 新・旧 政策動向

伝統食品店 旧 転換

伝統百貨店 旧 転換

標準食品スーパー 新 奨励

コンビニエンスストア 新 大奨励

大型総合スーパー(GMS) 新 奨励

ハイパーマーケット(Hypermarket) 新 制限的

大型倉庫式会員商店(Warehouse) 新 制限的

専門店・専売店 新 一般

ショーピングモール(Shopping Mall) 新 一般

　　　　　　　　　　            　図表10　小売業態の変化と外資企業　　　　　　

 
②技術移転(或いは技術スピルオーバー)効果
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 新しい業態の導入や経営モデルの革新には、新たな技術や人材の導入が欠かせない。中

材を欠いている地場小売業への供給ソース

果を果たしている。例えば、家電量販店である「物

美

の厳しい商品基準/規
格

品調達と雇用への貢献 
 中国に進出した外資小売企業は、現地市場での販売商品の 90％以上を現地で調達するだ

                                                  

国に進出した外資小売業は、技術ノウハウや人

となっている。例えば、上海「聯華超市」は、カルフールの協力パートナーとなっている

が、カルフールとの合弁事業を通じてスーパーのチェーン経営ノウハウを吸収することが

でき、カルフール合弁事業とは別に、自社独自のスーパー事業に乗り出した。また、「聯華

超市」のミドル及び上級管理者の半分以上は、カルフール店舗でのマネージャー経験者で

あった45。南京市でカルフールと競争している地場小売企業「蘇果」は、カルフール等の外

資企業をビジネスモデルや商品選択の参考にしているだけでなく、各店舗のマネージャー

もカルフール、メトロ、大潤発(香港系)からスカウトされた46。2004 年 12 月に、事業再編

を図っている北京「華聯集団」は、カルフール中国地域副総裁陳躍東(フランス籍華人)氏を、

自社スーパー事業上場子会社「華聯総超」の董事長(CEO)に迎え入れた。このヘッドハンデ

ィングは、大きな反響を呼んだ47。なぜなら、カルフール副総裁を経験した陳氏は、カルフ

ールのビジネスモデル、商品選択、購買ノウハウ等を身に付けており、「華聯総超」の将来

の成長を託されていたからである。 
外資小売企業の電子データ交換システム(EDI)、商品コード管理技術の導入や SCM の考

え方も地場小売業のモデルとしての効

」は、外資企業の技術応用をモデルに、インターネットをプラットフォームにした商品

調達や商品陳列/在庫管理を行っている48。スーカーチェーン経営の「万佳」は、ウォルマ

ートの物流システムを参考に統一調達、統一配送を実現している49。 
外資小売業の SCM は、地場小売業に模範効果を与えているだけでなく、サプライヤの成

長にも貢献している。なぜなら、地場サプライヤに対する外資小売業

要求(例えば、商品瑕疵基準、包装基準、農薬残量基準、労働環境基準等)は、一つのプレ

ッシャとなり、サプライヤの努力/改善/革新を促している。このようプレッシャー/改善効果

は、地場サプライヤを通じてローカルメーカーあるいは農家まで浸透している。例えば、

カルフールやウォルマート等の外資系小売業に果物を供給している地場企業「華中豊潤菓

品有限公司」は、これらの外資小売業の基準を満たすために、かつての国有企業時代の粗

末な商品管理を脱却し、卸売りに安住せず自社果樹園経営に乗り出し自社製品ブランド確

立に成功している50。 
 

③グローバル市場への商

 
45 www.finance.tom.com 
46 『京華時報』2004 年 12 月 28 日 
47 www.biz.163.com 
48 中国対外経貿研究員多国籍企業研究センターでのヒアリング。 
49 『経済日報』2005 年 1 月 6 日 
50 『中国経営報』2005 年１月 3 日 
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けでなく、中国を商品調達拠点として海外市場にも供給している。近年、多国籍企業のグ

0 億ドル弱なので、単純計算でいうと、ウォルマートによる商

る

いるとともに、偽物/コピー品の撲滅にも寄与していると考え

進出にもたらされるマイナスインパクトやチャレンジ 
前述したように、中国国内では、進出した外資小売企業は資金力、技術力、経営ノウハ

が根強く残る。実際、

上

に抑え、地場小売業の競争力強化

政

WTO 加盟に伴う市場開放に先行して、米ウォルマート、仏カルフール、日本のイトー

国での店舗展開を加速している。そ

                                                  

ローバル消費調達拠点（IPO）を奨励する中国政府の政策も手伝って、外国小売業による

IPO 設立が拡大している。 
 例えば、2004 年に中国におけるウォルマートの商品調達総額は、180 億ドルに達した51。

同社の中国店舗での売上は 1
品輸出は約 170 億ドルになる。これは、中国の輸出額の 3％に相当し、一従業員年間 10 万

元の売上高で計算すると、140 万人の雇用創出効果があると推定される52。これは、中国に

おけるウォルマートの直接雇用数 2.1 万人より遥かに大きな雇用効果をもたらしている。 
日系小売業では、イトーヨーカ堂の中国での販売は、本社売上げの 2～3％しかないが、

中国での調達額は約 8％に達しているので、中国を調達拠点として利用している実態がわか

53。その他の外資小売業の調達金額は、ウォルマートほど大きくないが、年率 20％以上

の伸び率で拡大している。 
 その他にも、外資小売業の進出によって改善された商品やサービスの品質、価格の低下

は消費者に利益をもたらして

られる。 
 
④外資小売

ウの各方面で優位にあり、地場小売業の脅威になりうるという懸念

海におけるカルフールの第２店舗が開業されると、半径５キロ以内で国有小売店 3 店が

倒産に追い込まれたという現象も見られた54。このような現象は、中国に限らず世界中で生

じている現象である。かつて、日本の「大店法」も大規模小売店による周辺中小商店への

マイナス影響を解消するために制定された。また、インドが小売業の対外開放を拒否して

いるのは、国内中小小売業の保護を目的としている。 
しかし、以上で見てきた外資小売業進出に伴うプラス影響を考えると、外資への小売市

場開放を制限・禁止するよりも、マイナス影響を最小限

策を考えたほうが国民経済の発展、消費者の利益により有効的である。さもなければ、

インド小売業のように産業の近代化から置き去りにされてしまう。 
 
3.3.3 育成された有力地場小売企業：「華聯超市」 

 

ヨーカ堂、イオン等グローバル小売大手は、揃って中

 
51 『京華時報』2005 年 1 月 19 日 
52 一従業員の年間売上高 10 万元の仮定は、中国対外経貿研究員多国籍企業研究センターでのヒアリング

に基づく 
53 FRI のヒアリングによる 
54中国対外経貿研究員多国籍企業研究センターでのヒアリングによる。 
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の中で「華聯超市」は、2002 年にチェーン経営小売企業売上高ランキングでナンバー２の

地位を占める代表的存在となった。1993 年設立され、94 年には株式上場を果たした国有企

業であった「華聯超市」は、リストラや企業改革を重ね、2000 年にスーパーマーケットの

経営を主業務とする現行経営体制をスタートさせた。2002 年の経営指標は、売上高や利益

総額等規模の大きさにおいてはウォルマートと比較にならないが、ROE21.49％、商品回転

日数 33.87 日は、ウォルマートの 20.1％、46.21 日より勝っている。変貌する「華聯超市」

の経営戦略や経営革新は、明らかに外資小売業をベンチマークにしているが、これは、中

国における外資小売業が多数存在していたからこそ可能であったと言える。 
まず、市場変化に適合した業態革新が「華聯超市」の成長をもたらした。1993 年に設立

された後、株式市場に上場した当社(前身「上海ファッション株式有限会社」、国有企業)は、

20

主資本利益率(ＲＯＥ)をもたらした。2003 年末までに「華聯超市」の店舗数は 1,388
に

00 年に「華聯超市」という優良スーパー経営会社(国有企業)を吸収合併して、事業内容

をアパレル・百貨の生産・販売からスーパーチェーン経営に切り替えた(上場企業の社名も

「上海ファッション株式有限会社」から「華聯超市」に)。新たな小売業態で高成長性を有

するスーパー経営に重点を置いた事業戦略は大当たりであった。「華聯超市」はその後も中

国消費者に受け入れられはじめた新業態である「ハイパーマーケット」や「コンビニエン

ス・ストア」、「生鮮スーパー」等にタイミングよく投資し、ミックスした経営業態を取っ

た。 
次に、初期投資の少ない加盟店経営(フランチャイズ経営)に徹する低コスト経営戦略が、

高い株

達したが、その大部分(約 1,110 店)は加盟店であった。日本とは違い、加盟店の設備投資

等はすべて加盟店側の投資となるので、投資額平均 100 万元／１店舗(スーパー)で計算する

と、「加盟店形式」をとることにより、「華聯超市」は少なくとも 10 億元の投資を免れた。

やる気のある加盟店に対しては支援を強化し、加盟店に対してランキング(星付け)を実施し、

収益や管理のずさんな加盟店は解約にする。2002 年に 80 店の加盟店を解約したという。 
 

図表11　華聯超市の売上高とROEの推移
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 (出所) 各年度版『華聯超市決算報告書』。 
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さらに、会社の内部管理を強化し、コスト削減と効率経営が実現されている。地場小売

でもっとも進んだ情報システムを整備し、配送センターの全自動化や店舗管理のネット

ワ

の拡大に伴う人材の需要が膨らみ、

「

                                                  

業

ーク化が実現された。財務のテコ作用に傾きすぎた高負債(資産負債率 70％以上)を解消

するため、資金決済センターを設立して資金の有効利用を図った。2002 年だけで数千万元

の銀行融資を減らしたという。また、社内の物流部門を独立させ、コスト部門から利益部

門(独立物流企業３ＰＬ)へ変身させようとしている。 
最後に、人材流入の環境整備に注力し、ウォルマート、カルフール、メトロ等の外資系

の現地拠点から数多くの人材をスカウトした。経営規模

華聯超市」は、ウォルマートやカルフールの人材育成システムに習い、「上海市華聯超市

チェーン経営研修学院」を設立し、人材育成や再教育等に努め、現在まで 8 万人分の教育

を行ったという55。 
 

 
55 「中国労働保障報」2004 年 6 月 8 日 
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3.4 ケース４ 銀行サービス業における外国直接投資のインパクト 

 
 中国の金融業界は、外資企業にとって最も規制の厳しい分野とされてきた。中国が WTO
に加盟した後、大手外資金融企業による中国市場への参入が相次いでおり、中国の地場金

融機関に独占されてきた市場が競争の場となりつつある。特に銀行業界においては、外資

銀行の積極的な進出が中国の閉鎖的な銀行サービス市場に大きなインパクトを与えはじめ

た。中国政府や銀行業界は、地場銀行の競争力に対して大きな懸念を抱いているが、地場

銀行は、競争の中で外資銀行から多くを学ぶことができた。例えば、資産管理ノウハウの

移転、国際取引ルールや新しい業務コンセプトの導入、ガバナンスの改善、外資銀行経験

者の採用に伴う最新業務・管理ノウハウの吸収、組織構造の改善などが挙げられる。 
 
3.4.1 外資銀行の進出歴史 

 外資銀行の中国市場への参入は 1996 年からである。アジア開発銀行（以下では、ADB
と略する）による中国光大銀行への投資を皮切りに、外資企業の中国銀行への資本参加が

始まった。1999 年、国際金融会社（以下では、IFC と略する）の上海銀行への資本参入に

次ぎ、ADB がさらに 2001 年に南京商業銀行に資本参加をした。当時は市場開放に関する

具体的な計画がまだ策定されていなかったため、進出した外資銀行も非営利型の国際金融

機関に限られていた。 
 2001 年の WTO 加盟により、2006 年以降外資銀行が中国地場銀行と同じ国民待遇を受け

られるようになった。外資銀行はこれを契機にいち早く市場開拓ができるよう、中国銀行

への資本参加及び業務提携による資源の共有化を図る動きが顕著になった。2001 年の 12
月、香港の上海香港銀行(HSBC)が上海銀行の株式 8％を取得し、またその翌年 1 月、シテ

ィバンクが上海浦東発展銀行の株式の 5％を取得した。シティバンクと上海浦東発展銀行は

クレジットカードに関する業務提携も行われており、2008 年に、シティバンクの所有株権

が、中国の出資規制基準 25％のぎりぎりまでの 24.9％になると計画されている。2004 年

に入ると、1 月に香港ハンセン銀行が興業銀行に、同年 6 月、HSBC が上海交通銀行に資

本参加した。さらに同年の 5 月に、米国投資会社のニューブリッジ・キャピタルグループ

が深セン発展銀行の株式の約 18％を取得した。この資本参加を通じて、ニューブリッジが

同行の筆頭株主となり、外資企業による地場銀行への出資比率としては最大規模となった56。  
2004 年 12 月に行われた中国銀行業監督管理委員会が実施した記者会談で、委員会主席

の劉明康は、2004 年 10 月末までに、19 の国と地域の 62 の外資銀行が 204 個の営業拠点

を設置し、そのうち 105 の銀行ですでに人民幣業務の実施が許可されている。2004 年 10
月末、中国で投資する外資銀行の資産総額は 659 億ドルで、金融機関資産総額の 1.8％を占

めており、負債額は 315 億ドルとなっている。不良債権率は極めて低いレベル(1.3％)にあ

                                                   
56 「風雨九年路歴程 外資入股中国商業銀行の誘惑与困惑」中国金融網 2005 年 1 月 5 日 

 http://www.zgjrw.com/news/200515/main/17641f1113.html 
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る57。 
 こうした資本参加及び事業提携により、外資銀行が地場銀行を通じて地場市場を開拓す

ることが可能となった。一方、地場銀行にとって、外資銀行の参入によって豊富な資金力

や先進的な経営管理のノウハウを導入する基盤ができたと評価されている。 
 
3.4.2 不良資産の処理における外資銀行の役割 

中国の地場銀行が現在抱えている深刻な課題は、膨大な不良資産の処理である。不良資

産の処理が順調に進まなければ、地場銀行は株式上場するどころか、国内市場での競争力

が弱体化してしまい、金融システムの不安定化に繋がる恐れがある。そのため、地場銀行

にとって短期間に効率よく不良資産を処理することが急務となっている。中国政府は、不

良資産の処理を行うため、信達や華融のような資産管理会社を立ち上げたが、これらの会

社にとって膨大な不良資産を短期間に処理することは難しく、外資金融機関のノウハウと

資金力を借りることが最も効率的だと国際金融関係者は見ていた58。 
 実際、資産管理においてすでに豊富なノウハウが蓄積されている外資金融機関にとって、

地場銀行の不良債権処理は、中国市場参入のチャンスとなる。2004 年の 12 月に発表され

た PWC の「2004 年中国不良資産投資者調査」によると、1999 年から 2004 年 9 月までの

間に、中国の四大地場銀行では 145 億ドルの不良資産が処理され、そのうちの大型案件は、

海外投資家によって行われている59。また、今後 3 年間、およそ 100 億ドルから 150 億ド

ルの資金が、海外金融機関によって中国の不良資産の市場に投入されるという60。2003 年 1
月、中国信達資産管理公司がドイツバンクと提携し、資産証券化の方法で 15.9 億元の不良

資産を処理した事例がある。中国信達資産管理公司は、ドイツバンクの資産証券化と資産

管理の豊富な経験を利用し、資産の価値を高めようとしており、手元に抱えている不良資

産処理を 3 年～5 年以内に完成すると計画している61。2003 年 11 月、シティバンクは中国

銀行の 18 億ドルの不良債権を購入し、中国の不良資産処理市場への参入を果たした62。ま

た、2003 年 6 月、ゴールドマンサックスが工商銀行と不良資産の処理に関する覚書を結び、

合弁企業を立ち上げ、100 億元(約 12 億ドル)の不良資産を処理すると予定されている63。華

融資産管理公司の場合は、2001 年 11 月から 2004 年 1 月までの間、外資金融機関から 367
億元(約 35 億ドル)の資金を投入し、不良資産処理に当てた。これは、華融資産管理公司の

                                                   
57 「105 家外資銀行機構経銀監会獲得在中国経営人民幣業務」中国金融網 2004年 12 月 5日 
 http://www.zgjrw.com/news/2004121/yjh/992f6861.html 
58 「巨額外資相中的併非不良資産本身」金融産品網 2004 年 12 月 17 日 

http://www.jrcpw.com/new_view.asp?id=522 
59 「外資的美麗陥井」中国金融網 2004 年 12 月 30 日 

http://www.zgjrw.com/News/20041230/Main/716460871800.html 
60 同上 
61 「信達引外資証券化処置不良資産」中国窓 2003 年 1 月 5 日 

http://www.cnwnc.com/20030125/ca151343.htm 
62 「花旗収購中行巨額不良資産 創今年外資処理記録」京華時報 2003 年 11 月 13 日 

http://finance.sina.com.cn/b/20031113/0815516602.shtml 
63 同上 
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不良資産の 25％に相当する64。2001 年 11 月にモルガンスタンリーが華融資産管理公司か

ら買収した不良資産は、108 億元(約 13 億ドル)にも上った65。さらに同社は、ゴールドマン

サックス、モルガンスタンリー、リーマンブラザーなどと合弁会社を設立し、中国国内の

不良資産の処理に特化した業務を行う予定である66。 
もちろん、外資金融機関は、資産の価値を高めるという本来の目的だけではなく、買収

された不良資産を他の金融機関に転売する投機目的で不良資産を購入しているという懸念

も中国政府にはある67。中国政府は、巨大な不良資産処理に外資を活かしながら市場のルー

ル化に取り掛かっている68。 
 
3.4.3 国際取引ルール及び新しい業務コンセプトの導入 

 2006 年までに、中国の金融市場が全面的に開放されることになる。地場銀行は、経営規

模の拡大や株式上場を図り、外資銀行と同じ土俵で戦う競争力を高めようとしている。そ

の競争力を向上させるためには、グローバル市場に通用する国際取引ルールや先進的な業

務コンセプトの導入が必要である。外資銀行の進出が地場銀行にグローバル金融市場との

接点を与え、それによって、地場銀行が自社の競争力を育てるベースを築くチャンスを与

えている。 
 WTO 加盟前の地場銀行には、外資銀行による資本参加が認められておらず、銀行間の取

引は国内基準によって行われてきた。しかし、外資銀行の資本参加によってこの現状を変

えざるを得なくなった。その一つの例として、資産の計算方法が挙げられる。上海銀行は、

IFC の資本参加を迎え入れたとき、国際基準に基づく計算方法を採用した。その算定方法

は、大手国際会計事務所の PWC の計算に基づいたものであった。上海銀行はそれまで中国

国内の会計基準で計算していた。PWC の計算方法により計算した結果、1 株当たり当期純

利益金額の差は 1 元に開いていた。この差が生じたのは、中国の会計基準には、不良資産

引当金制度や資産のリスク分類（5 分類法）を取り入れていないのに対して、国際会計

基準では、この二つの項目に関して厳しく定められているからである。両行が交渉を経

て、最終的に上海銀行が国際基準の重要性を意識し、PWC の計算方法を受け入れたの

である69。  

                                                   
64 「巨額外資相中的併非不良資産本身」金融産品網 2004 年 12 月 17 日 

http://www.jrcpw.com/new_view.asp?id=522 
65 「外資的美麗陥井」中国金融網 2004 年 12 月 30 日 

http://www.zgjrw.com/News/20041230/Main/716460871800.html 
66 「信達引外資証券化処置不良資産」中国窓 2003 年 1 月 5 日 

http://www.cnwnc.com/20030125/ca151343.htm 
67 「巨額外資相中的併非不良資産本身」金融産品網 2004 年 12 月 17 日 

http://www.jrcpw.com/new_view.asp?id=522 
68 「利用外資処理不良資産新規明年施行」2004 年 12 月 30 日 

http://news.sohu.com/20041230/n223707918.shtml 
69「上海銀行 縦幼稚起歩」 財経 2004 年 12 月 31 日 

http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_yhyj/20041231/11551265156.shtml 
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 新しい業務コンセプトの導入も、外資銀行の進出によってもたらされた一つのメリット

である。例えば、IFC が上海銀行に資本参加する場合、IFC で使われているリスクコント

ロールの理念を持ち込んだ。業界リスクについて、IFC は、現在の上海銀行比率 20％を、

15％までに削減する必要があると指摘した。また、IFC は、インフラ建設に関する政

府からの借入額の削減も提案した。また、業務サポートのシステム化について、IFC は

リスクコントロールをサポートするシステム構築の必要性を訴えた。これらの提案に対

し、上海銀行が自社の状況に対応した形で提案を採用した70。中国銀行業監督管理委員

会主席劉明康氏は、「外資銀行が中国市場に進出してから 100 以上のサービスを提供してい

るが、これはこれまで地場銀行が行ったサービスの 3 倍に相当する」と外資銀行導入のメ

リットを賞賛している71。 
  
3.4.4 ガバナンス体制やマネジメントの強化 

 外資銀行の地場銀行への資本参加は、地場銀行のガバナンスやマネジメントにも影響

を与えている。外資銀行は、資本参加により地場銀行に取締役兼リスク管理委員会主任あ

るいは副頭取を派遣するケースが多い。かれらの役割は、地場銀行トップ経営層への業務

改善などの提案、企業ガバナンス制度やリスクマネジメントなどの新しいビジネス理念の

導入などである。具体的な業務の現場においても、外資銀行の要員が管理者層の役職に務

め、技術や管理を担当する場合が多い72。 
例えば、上海浦東発展銀行とシティバンクとの業務提携で立ち上げたクレジットカー

ドセンターでは、CEO と所属部門の管理職は全てシティバンクから派遣された者であ

り、副職は上海浦東発展銀行の者が務める。当センターの CEO のレポーティング先は、

シティバンクと上海浦東発展銀行から派遣された役員によって形成された「クレジット

カード管理委員会」となる73。また、クレジットカード以外は、リスクコントロール、

IT 技術、マーケティング及びマネジメントなどに関しても協力するため、シティバン

クがアジア区の総裁竜肇輝氏を上海浦東発展銀行の取締役会に派遣した。それと同時に

同氏は、上海浦東発展銀行のリスク管理委員会にも加わることになっている。外資銀行

のガバナンスやマネジメントへの積極的な参加は、地場銀行にとって銀行経営管理ノウ

ハウを吸収する絶好のチャンスとなる。実際、上海浦東発展銀行のガバナンス構造やマ

ネジメント体制に大きな改善が見られている74。 
 

                                                   
70 同上 
71 [105 家外資銀行機構経銀監会獲得在中国経営人民幣業務」中国金融網 2004年 12 月 5日 
 http://www.zgjrw.com/news/2004121/yjh/992f6861.html 
72 「風雨九年路歴程 外資入股中国商業銀行の誘惑与困惑」中国金融網 2005 年 1 月 5 日 

 http://www.zgjrw.com/news/200515/main/17641f1113.html 
73 「浦発行 一張信用 ka 的故事」 財経 2004 年 12 月 31 日 
 http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_yhyj/20041231/11591265160.shtml 
74 同上   

 32



3.4.5 外資銀行経験者の採用によるノウハウの取得 

外資銀行が地場銀行と業務提携する際に、外資銀行から派遣された優秀な人材は、地場

銀行にとって先進的な経営理念や業務ノウハウを提供する資源となる。上海浦東発展銀行

では、個人銀行事業部が設立されたすぐ後に、シティバンクに副総経理を派遣するよう

に依頼した。その目的は、シティバンクの経営管理のノウハウを習得することにあった。

他方、外資銀行自身も、経験豊富なマネジメント部隊を地場銀行に派遣している。例え

ば、上海浦東発展銀行のクレジットカードセンターの初代 CEO は、シティバンクで 22
年の職歴を持つコンシューマバンキングの財務官であった。新任の CEO もシティバン

クのクレジットカード業務で長年の経験を持つ者である75。 
外資銀行は、地場銀行の人材育成にも注力し、技術サポートや人員トレニングなどを行

なっている。2001 年 11 月 28 日、IFC は南京商業銀行に 2700 万ドルを投資し、15％の株

式を取得したが、資本参加後、IFC は銀行の運営に一連の改革を行った。銀行の取締役会

に対し IFC から取締役を派遣するだけでなく、IFC は国際専門家チームを派遣し、南京商

業銀行の従業員に対しトレニングを実施した。6 ヶ月後、南京商業銀行のガバナンス構造や

運営体制が大きく変わり、不良資産は以前より半分減少し、A 株市場の上場リストにも載せ

るようになったのである76。HSBC と上海銀行の間でも、HSBC が取締役を取締役会に

派遣しただけでなく、毎年専門家を派遣し、一週間の業務トレニングを行っている77。

また、香港のハンセン銀行が興業銀行に対し、業務に詳しい専門技術顧問の派遣を行って

いる。 
今後、外資銀行と地場銀行の業務提携が加速するにつれ、業務に熟練している専門家の

派遣は地場銀行の技術レベルを向上させ、全体の競争力を高めることが可能となる。 

3.4.6 組織構造の改善 

閉鎖的な市場環境で形成された地場銀行の従来の組織構造は、効率的な業務展開の妨げ

となっている。外資銀行は市場進出を通じて最新の組織モデルの理念を導入し、地場銀行

に組織構造の改善を促進する役割を果たしている。 
 上海銀行の場合は、HSBC と業務提携した後、組織体系及び業務フローの改善を計画し、

従来のピラミット型の組織構造を変え、フラットなマトリックス型の組織体系になる予定

である。このような組織構造の中で、同行の本部が 200 以上の拠点を直接管理し、経営の

効率化を図っている。上海銀行はさらに、HSBC のコールセンター・モデルを導入し、上

海でもコールセンターを立ち上げた78。組織構造の改善は上海銀行のみならず、ほかの銀

                                                   
75 同上 
76 「国有商業銀行改革加快、外資入股為何却歩」中国新聞週刊 2003 年 12 月 15 日 

http://www.chinanewsweek.com.cn/2003-12-19/1/2767.html 
77 「上海銀行 縦幼稚起歩」 財経 2004 年 12 月 31 日 

http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_yhyj/20041231/11551265156.shtml 
78 同上 
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行でも積極的に取組んでいる。上海浦東発展銀行も業務の効率化を図るため、外資銀行

の主流的な組織モデルを導入しようとしており、従来のピラミット型の組織構造をマト

リクス型に変えることを予定している79。 
 このように、外資銀行は地場銀行の組織構造改善プロセスを加速させている。 

 
 

                                                   
79 「浦発行 一張信用 ka 的故事」 財経 2004 年 12 月 31 日 
 http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_yhyj/20041231/11591265160.shtml 
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4 外国直接投資が中国経済・産業に与えるインパクト 

 以上のケーススタディから、中国は、外国直接投資から大きなメリットを享受している

ことがわかる。そのプラス効果はマイナス効果より遥かに大きいと評価される。FDI が中

国経済成長・産業発展に与えるインパクトは以下のように纏められる。 
 

4.1 輸出拡大の効果 

中国の輸出に占める外資企業の割合は、1990 年の 12.6%から 2004 年の 57.04%にまで拡

大した。現在のところ、タイの 80％ほど大きくはないが、そのプレゼンスは拡大し続けて

いる。多国籍企業の持つ世界マーケットへのアクセス能力、外資進出による中国製品の品

質向上、グローバル基準の導入等で輸出増が実現されている。加えて、中国に進出した外

資小売りの中国国内調達による産品輸出も増加している。 
ケース１で見たように、ノキアやモトローラ等を中心とするグローバル携帯端末ベンダ

ーによる輸出は、輸出台数で全体の 92％、金額ベースで全体の 98％を占めている。図表

12 が示すように、外資企業の輸出への貢献は、携帯端末に止まらず IT 製品全体においても

同様に高い。また、ケース３で見たグローバル小売最大手のウォルマートは、2004 年に約

170 億ドル以上の中国産品を調達して輸出しているが、その輸出額は中国総輸出の 3％に相

当する。 

図表12 中国のハイテク製品輸出額と対輸出総額の割合

0

300

600

900

1200

1500

1800

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 年

輸出額(億ドル)

0

5

10

15

20

25

30

割合(%)

輸出額 輸出額(外資) 割合

(出所) 中国商務部ウェブサイトデータによる計算 
 

輸出への貢献と比べ、外資企業による貿易収支への貢献は限定的である。90 年代前半の

貿易収支への貢献は、むしろマイナスであった。現在でも黒字への貢献は小さい。これは、

外資企業による貿易は加工貿易の割合が大きく、外資企業による輸入の割合は輸出より高

くなっているためであり、2004 年には外資企業の輸入は輸入総額の 58.7%となっている。

特に、外資企業設立に当たっての設備輸入が寄与している。 
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4.2 技術拡散効果 

前述したように、中国では、90 年代に入ってから「市場と技術の交換戦略」が実施され、

あらゆる産業で外国投資による技術移転の効果が見られた。ただし、中国における外資企

業の技術移転や技術拡散の評価は、基本的には地場完成品メーカーや地場ブランドが育成

されたかが基準となる。生産のみならず、製品開発・R&D 拠点の移転がないと評価されに

くい。 
研究開発から製品設計、製造販売までを行う家電企業や携帯端末製造企業が育成された

ことで IT 分野の評価は高い。ケース１で見たように、地場有力携帯端末メーカー「波導」

は、その創業者(現在の社長)自身が外資通信設備企業からスピンオフした技術者であり、外

資企業との生産、設計、研究開発分野での協力を通じて、そのノウハウを吸収し急成長し

てきた企業である。ケース３では、中央政府の厳しい規制にもかかわらず、地方政府の認

可で大量進出できた外資小売業は、中国小売業に新しい業態の移植、先進的な流通/物流技

術の移転、新たなビジネスノウハウの伝授、中国の消費者には安全、快適なショッピング

環境や良質廉価な商品の提供、といった好影響をもたらしている。 
他方、ケース２で見てきたように、外資進出が 20 年以上経過した乗用車分野では生産だ

けにとどまり、設計や R&D の拠点があまりないがゆえに評価が低い。確かに、中国の乗用

車市場は、90％以上も外資ブランドが占めており、地場独立系メーカーはいまだ育成され

ていない。当初は高く評価された上海 VW も、単なる生産拠点に止まっているため、その

評価は低下している。 
しかし、中国では、WTO 加盟に伴い、「市場と技術の交換戦略」が取れなくなり、多国

籍企業も地場企業より現地子会社への技術内部移転を強めるため、これからは、外資企業

間や内外資企業間の競争促進を通じて技術のスピルオーバー効果を加速させるととともに、

国内のイノベーションシステムを確立して技術吸収能力を高めたいとしている。 
 
4.3 中小サプライヤーの育成 

 技術移転とも関連するが、外資企業の流入は、中国の中小サプライヤーの育成に繋がっ

ている。これは、ケース 2(自動車の例)で見られたように、外資企業が中国のローカルコン

テンツ規制を満たすために現地コンテンツを採用せざるを得なくなった結果ではあるが、

中国の熾烈な競争環境を勝ち抜くために現地サプライヤーを育成しようとする外資企業の

自主努力によってもたらされる効果でもある。ケース 1(携帯電話の例)で見たモトローラは、

政策規制よりも競争戦略上の必要性から地場サプライヤー育成に取り掛かった。 
 ケース 3（小売業の事例）は、外資小売業の SCM が地場サプライヤーの成長に貢献した

ことを物語っている。農家まで浸透している厳しい商品基準/規格要求は、商品開発や品質

管理への努力/改善/革新を促し、中国産業社会の底辺からの意識改革をもたらしている。 
無数の有力なサプライヤーが日本の産業競争力を支えていると同じように、中国の産業

競争力を支える中小サプライヤーも、外資企業の進出によって育成されつつある。 
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4.4 雇用拡大への貢献 

中国では、全体として外国直接投資における雇用創出効果が大きいと評価されている。

例えば、中国対外貿易の 5 割近くは加工貿易である。加工貿易産業は、雇用の代替効果が

少なく新規雇用効果が大きい。これは、雇用のクラウディングイン(Crowding in) 効果と言

える。ただし、雇用効果について、ケース３における海外大手小売の市場進出によって地

場雇用が脅かされる事例で見られるように、地場市場進出を狙う外国投資や M&A 投資が増

える中で、外資企業の雇用弾性値が地場企業より小さいので、短期的にはクラウディング

アウト効果もあろう。実際、中国では、90 年代前半と WTO 加盟以降の新規投資(Green field)
投資が多い期間では、雇用への貢献も大きいが、既存拠点の拡大や M&A 投資が多い時期は、

雇用効果が小さい。 
また、雇用効果について外資企業による直接雇用効果のほかに間接的な雇用効果も評価

されるべきである。たとえば、ケース３で見たように、ウォルマートによる現地調達の商

品輸出は、直接雇用を遥かに超える間接雇用を創出しているのである。 
  
4.5 企業統治の改善や企業管理等のマネジメントレベルの向上 

これまで、対中 FDI は 70%以上が製造業分野に集中しており、地場企業へのクラウディ

ングアウト効果、外資独占による産業安全保障等の懸念から、サービス分野の投資市場開

放は緩慢であった。したがって外資進出も少なかった。ただし、ケース４で見てきたよう

に、銀行セクターへの外資進出により、地場銀行の企業統治の改善や企業管理等のマネジ

メントレベルの向上が得られた。 
中国では、WTO 加盟に伴うサービス分野の市場開放を契機に、流通、銀行・保険、公共

事業などのサービス分野の外資進出によって、「外圧」を利用して国有資本の非効率性を改

善させるとともに、企業統治の改善につなげたいとしている。実際、中国で高まっている

M&A やポートフォリオ投資に対する期待も、国有企業改革、企業の企業統治の改善に背景

にはある。 
 

4.6 競争促進効果 

中国では、外資による産業支配の懸念が根強くあったが、同じ競争市場に多数の外資企

業が存在すれば、利益相反から産業支配問題は起きないことが次第に認識されてきた。参

入規制から外資企業間の競争促進へと外資政策は大きく変わった。実際、少数外資企業に

よる独占や産業支配の排除事例としては、ケース２で見た乗用車市場(外資企業シェア 90％
前後)、ゴム製品市場(外資企業シェア 80％～90％)、紙コップ市場（外資企業 90％以上）が

ある。これらの市場では、外資企業同士間の競争が激しく、消費者に価格低下やサービス

向上のベネフィットをもたらしている。 
競争の激化で外資系企業による新技術投入が促されることや、市場の要請から地場企業
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との提携が促進されることから、技術スピルオーバー効果が高められる。例えば、乗用車

産業における外資政策の失敗を反省して、ケース１で見てきた携帯端末分野では個別企業

への技術移転を期待せず、最初から外資企業同士間あるいは内外資企業間の競争環境を形

成したことによって技術移転を促し、地場企業育成に成功した。ケース３の小売業におい

ても意図しなかった効果が得られたと評価されよう。 
  
4.7 外国直接投資のマイナス効果 

 ケーススタディから見てきたように、全体として外国直接投資は中国経済や産業発展に

大きに貢献している。しかし、FDI のマイナスインパクトも散見される。 
4.7.1 市場支配力に裏付けられる不公正な取引慣行の押付け 
ケース３で見てきたように、一部の外資大手小売業は、市場支配力をテコに地場サプラ

イヤーに対して不当な協賛金等を要求している。かれらの収益モデルは、消費者への製品

販売によって利益を生み出させるのではなく、サプライヤーからの資金吸い上げで利益を

搾り出しているのである。 
多国籍企業における資本、技術、マネジメントの優位性により、一部の分野で外資企業

による独占あるいは寡占状態が生まれ、国内企業の進出が排除され消費者の利益が害され

る可能性が高いという懸念が、中国の外資規制政策制定の背景となっている。ただ、同じ

競争市場に多数の外資企業が存在すれば、利益相反から産業支配問題は起きないと次第に

認識されてきた。外資企業による独占の議論も、経済よりも政治、民族感情の問題に化け

ているように思われる。 
 実際、「独占禁止法」、「不正競争防止法」等の法整備により、外資企業による独占や不公

正な取引慣行の押付け問題を図るべきである。 
 
4.7.2 クラウディングアウトと失業問題 

外資企業の参入で生じた競争の激化により、地場企業(特に、国有企業)に対するクラウデ

ィングアウト現象(失業者の増加を意味する)が見られる。ケース３で見てきたように、上海

におけるカルフールの第２店舗が開業されると、半径５キロ以内の国有小売店 3 店が倒産

に追い込まれた現実は、クラウディングアウトと失業問題を際立たせている。なぜなら、

国有小売企業の従業員は年齢が高く社会保障の負担も大きいので、外資小売と比べコスト

競争力が落ちる。頻発する倒産は社会問題へ発展する恐れがある。 
外資企業の進出が、全体として雇用増の効果をもたらすものであっても局地的には失業

を増やす場合がある。しかも、雇用増が雇用減を埋めるとしても再雇用のためのコストが

かかる。これらの雇用調整コストの負担問題や雇用調整スピードの問題は残る。社会の受

入能力を超えた自由化は逆の効果を生むしかない。自由化政策と自由化で生まれるマイナ

ス影響を解消する政策をセットで講じる必要がある。 
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4.7.3 産業安全保障等の問題 

 中国では、特に銀行セクターや通信サービス、流通サービス、IT 産業におけるキーパー

ツやソフトの供給において外資企業が支配的な地位になってしまうと、中国に産業安全保

障という戦略的な問題が生じるという懸念が聞かれる。しかし、前述の四つのケーススタ

ディで明らかにされたように、経済的には FDI のプラス効果がマイナス効果より遥かに大

きいと言える。 
にもかかわらず、「日本と米国のような同盟国の間では産業安全保障の問題は考えなくて

もいいかもしれないが、「競争相手」と思われ、安全保障が脅かされる可能性がある中国の

立場からは、自国の産業安全・経済安全を考えざるを得ない。」という考え方が現地ヒアリ

ングで確認されている。つまり、中国が自国産業に拘っているのは、経済的な理由だけで

なく政治的な配慮でもある。つまり、経済利益を犠牲にして政治的な独自性を維持しよう

としているのである。これは、経済競争力よりも政治競争力が弱いからである。 
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5 政策提言 

中国の事例研究を通じて、外国直接投資は途上国に大きなプラス効果をもたらすと同時

に、ある程度のマイナス効果も伴うことが確認できた。その効果の具体的な側面は、国に

よって異なることもありうるが、プラス・マイナスの効果が存在すること自体は疑問の余

地がない。したがって、中国を含む途上国には、FDI のプラス効果の最大化政策とマイナ

ス効果の最小化政策を講じる必要がある。特に、開放経済体制の中でローカルコンテンツ

規制や、パフォーマンス要求に頼らない外資政策が必要とされる。なぜなら、規制に頼る

国は、FDIに対するグローバルな立地競争に取り残されてしまう危険性があるからである。

また、製造業の FDI 誘致に偏った政策が、国民経済・産業に歪みをもたらす可能性がある

ことは、中国の事例から確認できた。したがって、バランスのとれた FDI 政策が求められ

る。 
 
5.1 発展レベルの低い段階にある途上国は、FDI 流入の量的拡大が優先されるべき 

 資本や技術の蓄積がない開発段階では、特に輸出指向産業の誘致や新規産業の導入に

よる「Crowding in」効果は期待できる。外資競争が厳しくなかった 1990 年代以前の外

資誘致環境(当時、外資に対する認識はいまほど積極的ではなかった)と違って、FDI をめ

ぐるグローバル競争が展開されている現在、国内市場の魅力や独占的な資源の優位性等

がなければ、出資規制、輸出パフォーマンス規制やローカルコンテンツ規制は、外国投

資家を追い出してしまう恐れがある。むしろ、投資環境の改善(自由な投資環境、政策の

透明性・安定性、「One-Stop Shop」の制度等)やインセンティブ制度の確立がより重要で

ある。 
 
5.2 初期の発展段階を終えた途上国にとっては、FDI にともなう技術移転効果の向上を図

るべき 

  技術の継続的流入のための内外資企業間のリンケージ奨励政策等が必要である。ベン

ダー開発計画や地場企業と外資企業の双方への情報提供、内外資企業の集積奨励政策、

見本市（特に逆見本市）等の政策が考えられる。また、競争環境の整備も技術移転効果

を高めるために欠かせない。外資企業同士間の競争、地場企業と外資企業との競争が展

開されれば、新技術、新製品の導入は加速され、地場企業へのアウトソーシングの可能

性も増える。また、適正な人材流動を奨励する政策も、技術のスピールオーバーの加速

に有効である。 
  少数メーカーによる市場参入、出資規制、パフォーマンス規制やローカルコンテンツ

規制は、ローテクの技術移転を促すのは可能だが、高度な技術移転や産業成長の障害に

なる。なぜなら、多国籍企業にとって競争戦略に必要な外部への技術移転以外に技術の

内部化傾向が強まっているからである。上述したように、むしろ外資企業に技術移転の

インセンティブを高める環境整備が大事である。また、これらの規制は、ホスト国にお
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ける外資企業の国際競争力を低下させかねない。中国の例ではないが、タイにおける

HDD 分野の外資企業への規制が競争力をもたらした事例がある。これは、外資企業誘致

や技術移転の当初の目的に背く結果となってしまう。 
 
5.3 FDI 活用につながる地場企業育成政策の推進 

アジア通貨危機後、タイやマレーシアが外資企業による技術移転に拘り始めたのは、

外資任せだけでは、安定的な経済成長が不可能であるという反省があったからであろう。

技術吸収・消化、地場資本の育成がかかせない。ただし、中国の事例(特に、ケース２の

自動車の事例)からも明らかにされたように、ローカルコンテンツ規制やパフォーマンス

要求のような規制だけでは、技術移転・民族資本育成の目的は達成されない。むしろ、

地場企業が外資に部品を供給できるようになるためには、地場企業がまずは力をつける

必要があり、政府のサポートが必要である。特に、製造技術、設計ノウハウ、R&D ノウ

ハウは、外資企業にローカルコンテンツ規制やパフォーマンス要求を課していても達成

できず、技術吸収能力を備える地場企業の育成が成功するかどうかにかかっている。 
国内企業による技術イノベーションの奨励や創業奨励政策などの確立が必要ある。こ

のような技術吸収母体は、公的機関よりも創業意識が強く経営能力を備えている民間人

に任せるべきであり、かれらを支える政策的サポートが講じられるべきである。 
   これまでの中国のような資本別のアプローチ(外資重視、地場資本軽視)よりも、分野別、

地域別のアプローチへシフトすべきである。 
 
5.4 インセンティブ・システムの効率性追求へ 

中国では、鉱工業生産(付加価値ベース)における外資企業のシェアは 30％で、輸出に

おける外資企業のシェアは57％であるのに対して、税収のシェアは21％に留まっている。

シェアの格差をもたらした一つの理由は、外資企業だけに多額の減免税措置を与えてい

ることである。しかし、これらの減免税に対する評価はほとんど行われていない。現在、

どの途上国でも FDI 誘致のためのインセンティブ制度を有している。これらのインセン

ティブは、インフラ未整備や熟練労働者の欠如等への埋め合わせのためのコストとして

理解されるが、財政の厳しい途上国にとっては、コスト・パフォーマンスの最大化が求

められる。 
また、このようなインセンティブは、不正の温床にもなりかねないことから、評価基

準に基づき第三者からの評価制度が講じられるべきである。 
 
5.5 サービス業の市場開放の推進を 

   中国では、製造業における積極的な外資誘致政策とサービス業における外資への厳し

い規制とが背中合わせとなっている。サービス分野における外資に対する厳しい規制は、

そのプラス効果よりマイナス効果が大きいと見ていたのであろう。しかし、ケース 3(小
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売業の例)とケース 4(銀行セクターの例)は、いずれそのプラス効果がマイナス効果よりも

大きくなることが確認できた。幸運にも、小売業では 1990 年代に中国の地方政府が中央

政府の規制を無視して外資小売業を大量導入した結果、中国の小売業の近代化は実現さ

れつつあるが、一方、銀行セクターでは、このようなことができなかったので非効率性

を温存している。そのつけは、過剰投資、資源浪費、環境悪化等のような資源配分の非

効率や汚職問題の多発として現れた。 
インドは、中国と逆の政策(銀行セクターの外資導入と小売業の非開放)を取ったが、そ

の結果、健全な銀行セクターと近代化に取り残されてしまった小売業に繋がった。イン

ドが小売業を外資に開放しない理由は、地場中小小売業へのマイナス影響（クラウディ

ングアウト効果）を心配したからであった。 
   途上国にとって、FDI 導入による工業化は重要だが、サービス業の近代化が伴わなけ

れば効率的な経済社会を築くことはできない。むしろ、FDI 導入による製造業とサービ

ス業の同時発展が求められるのである。マイナス効果を最小限に抑える政策を外資政策

とセットで考える必要がある。 
 
5.6 クラウディングアウト効果等への対応 

FDI のクラウディングアウト効果は、産業調整・雇用調整コストの負担問題や雇用調

整スピードの問題を生じさせている。社会の受入能力を超えた自由化は逆の効果を生み

かねない。「産業調整プログラム」或いは「雇用調整ファンド」の確立は一案であろう。

このような制度は、国内政策で対応するのが基本であるが、先進国からの支援(例えば、

ODA 資金)を取り入れることも考えられよう。 
「産業調整プログラム」の制度設計や運営手法としては、北米自由貿易協定の成立に

よる貿易自由化や産業移転の結果産業空洞化や失業問題が発生した場合の対応手法：

NAFTA-TAA(Transitional Adjustment Assistance)がある。この制度は、貿易・投資の

自由化に、直接間接に起因する①失業や、②就業時間或いは収入の喪失の労働者に対し

て、①所得援助、②職業訓練、③再就職サービスを提供する仕組みである。この制度の

主要な内容は、FDI 流入によって生じるマイナス効果を緩和するための制度設計に大い

に参考となる。 
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