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要 旨 

・ 日本企業は自らの国際競争力を高めるために、中国の廉価な労働力を利用すべく、中

国への直接投資を行ってきた。2001 年 12 月、中国は世界貿易機関（WTO）に加盟し、

より一層の市場開放を約束した。それをきっかけに、日本企業の対中投資はさらに集

中している。 

・ 中国経済は 9％以上の高成長を続けているが、貧富格差の拡大、エネルギー不足、環境

問題の深刻化など中国事業リスクは高まっている。このような背景において、日本企

業は直接投資を中国に集中させるか他の国に分散するか、選択が迫られている。 

・ 日本企業としては、その経営資源を整理し、中国とその他の国や地域との投資環境比

較を踏まえ、新たな投資戦略の構築が求められている。 
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１．はじめに 

 中国経済の市場経済化改革と市場開放の進展は、外国企業による対中直接投資を加速さ

せている。そもそも中国政府は、外資導入の目的として、国内の投資資金不足を補うため

に種々の外資優遇政策を実施し、外資直接投資企業に超内国民待遇を付与してきた。外国

企業の直接投資に伴う海外貯蓄の流入は中国経済の高い成長を下支えし、それはまた新た

な直接投資を呼び込む呼び水になっている。このような「外向型」（対外依存型）の経済成

長モデルは中国経済の原動力となり、国際貿易の拡大と技術移転を通じた産業構造の高度

化と、経済成長のキャッチアップの基盤作りに大きく貢献している。 

 一方、中国の制度改革は incremental（増量主義）なもので 初からきちんとした制度

設計を行い、それに基づいて制度の構築を行っているわけではない。それゆえ、改革しや

すい分野から先に着手する傾向が強く、重要だが改革しにくい「手術」が先送りされてい

る。その結果、規制緩和に伴う市場経済化が急速に進んでいる反面、市場の失敗を補完す

る制度的枠組みの構築が遅れ、所得格差が拡大し社会は不安定化している。同時に、中国

経済を取り巻く国際環境も大きく変化している。「改革・開放」政策が始まった 80 年代初

期、冷戦が続くなかで中国政府は国内の制度改革を gradualism（漸進主義）に基づいて

進めていけばよかったのである。しかし、今は、経済のグローバル化が進展し、ゆっくり

と改革することはもはや許されない。言い換えれば、中国経済は走行中のバスのように、

かなりのスピードを保ちながら、故障を修理しなければならない難しい作業が求められて

いる。 

 そのなかで、日系企業の対中直接投資は、①80 年代の「模索段階」、②90 年代の円高進

行を背景とする「工場移転段階」、③2001 年以降の「中国市場開拓段階」という 3 段階に

分けることができる。「改革・開放」政策初期において、中国の経済制度はグローバルスタ

ンダードに程遠いものだった。日系企業は中国進出に当たり慎重に模索しながらビジネス

を展開していた。当時、利益の 大化を目的とする投資よりも、中国の経済改革に協力す

る民間 ODA あるいは「望郷投資」が主流だった。 

90 年代に入り、中国の市場経済化改革が進展し、一層の市場開放が進められ、「改革・

開放」政策がもはや計画経済に逆戻りできないという確信から、日本企業をはじめとする

外国企業の対中直接投資が本格化したのである。その中で日本企業は日本経済の停滞に加

え、円高進行もあって、生産拠点を中国に移転する動きを加速化したのである。 

2001 年 12 月中国の世界貿易機関（WTO）加盟をきっかけに、日本企業による対中直
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接投資は急増している。その結果、日中経済の相互依存関係は一段と強化されている。 

 日系企業を含む外国企業の対中直接投資が中国に集中する背景として、廉価な労働力と

巨大な潜在市場への期待があげられる。それに加え、中国政府の積極的な外資誘致姿勢と

全国各地の工業団地におけるワンストップ型の行政サービスが外資進出を引き付けている

といえる。すなわち、中国における外国直接投資の受け入れ政策が成功した背景に、廉価

な労働力や潜在市場の大きさといった投資環境の良さに加え、行政サービスの改善にみら

れるような制度面の努力がある。そもそも、80 年代において中国は、多くの発展途上国と

同じように外貨不足に悩まされ、経済のキャッチアップを図るために、外国直接投資の誘

致による外貨不足の補填と、それによる技術レベルの向上を図った。そのプロセスにおい

て国内市場を外資に対して漸進的に開放したため、これもまた中国投資のインセンティヴ

となったのである。 

 しかしここに来て、日本企業の対中投資のあり方が改めて問われている。日本企業がこ

れ以上対外投資を中国に集中させていくのは、投資のリスクとして大き過ぎるのではない

かという疑問である。そもそもこうした疑問は、中国経済がこのまま高成長を持続してい

けるかどうかというサステナビリティに関する問題である。言い換えれば、日本企業の対

中投資がさらに集中した場合、中国の経済成長が何らかのリスク要因によって減速すれば、

日本企業及び日本経済にも大きな影響を及ぼすものと考えられる。本研究は中国経済の内

実と投資環境の変化に焦点を当て、日本企業の対中投資の新たな選択、すなわち、集中か

分散かについて検討することにある。 

 

２．外国直接投資に関する pros & cons 

 1980 年代の東西冷戦下において、外国直接投資は西側諸国の間で行われる限定的な動き

であった。したがって、80 年代以前において外国直接投資に関する理論的な考察の多くは、

製品のライフサイクルのなかで、比較優位を常に発揮するために、多国籍企業は比較優位

を失いかけた製品の製造工程を途上国に移転するといった International Product 

Life-cycle 仮説が中心であった。 

 また、貿易保護主義が強まるなかで、貿易障壁を回避するために、多国籍企業は国際貿

易の代わりに対外直接投資を行うといった、「直接投資・国際貿易の代替理論」も支持され

た。さらに、多国籍企業は技術競争力の比較優位を維持するために、コア技術を開発する

ことに専念し、既存の生産工程と技術を海外に移転するいわゆる Production Oriented 仮
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説が提唱された。 

 外国直接投資のメカニズムの解明を目的とするこれらの理論的な考察は、その時代の流

れの一断面において、外国直接投資の性格を捉えることができたといえる。しかし、国際

貿易と対外直接投資が代替関係にあるという仮説は、国境を跨る労働の移動が大幅に自由

化されている EU 内の直接投資を捉えることはもはやできなくなった。「生産工程の海外

移転は技術競争力を維持することが目的である」といった考え方には無理がある。生産工

程を海外に移転する動機について、コア技術開発を強化することだけで説明するのは無理

なことであり、通貨の為替相場や多国籍企業の国際戦略のあり方など、より多面的な考察

が求められている。 

 以上の考察から、多国籍企業は投資行動を 適化するために、目標産出量に応じた資本

ストック量と労働力の投入を行うことが必要である。多国籍企業の対外直接投資を考察す

る場合も同様に、労働コストに対して資本ストックの投入を 適化し、利益の 大化を図

る投資行動になっている。 

 経済のグローバル化が急速に進んでいる現状において、経営資源を一国に集中すること

で厳しい市場競争に勝ち抜くことはできない。多国籍企業にとって技術開発を強化するた

めに、国内外の技術力を総動員することが重要である。また、経済発展に伴う労働コスト

の上昇を回避するために、経営資源を海外に移転することによって製品の価格競争力を維

持することができる。さらに、海外消費市場を攻略するために、消費者の嗜好に合致する

製品を開発し、消費市場にもっとも近い立地に投資し、販売を促進するのが得策といえる。 

 振り返れば、日本企業の対中投資は 1980 年代に遡ることができるが、中国を再輸出の

生産拠点とする投資（1990 年代）から、中国市場を狙う現地化投資（2001 年以降）に発

展してきた。輸出拠点を確保するための対中投資は、円高進行と日本における実質利子率

の上昇を背景として中国の廉価な労働力を利用するために進められてきたが、現地化投資

は中国の経済発展に伴う市場の発達と対外開放が主な背景である。 

 「改革・開放」政策の 25 年を経て、中国のワーカーの実質賃金水準は上昇している。

投資する企業からすれば、中国とその周辺諸国の投資環境を比較して新たな投資戦略を考

える必要がある。中国市場の発達と楽観的なマクロ経済の展望から、日本企業の対中直接

投資がここで減速するとは思えないが、その経営資源の再配分、すなわち、経営戦略の

適化を図ることが必要である。 
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３．世界経済のエンジンとなる中国経済の内実 

 国際貿易と対外直接投資を通じて、世界各国の経済の相互依存関係が益々強化される。

こうした経済のグローバル化を推進すべく、国際貿易の障壁を撤廃し、自由貿易協定（FTA）

を結ぶことにより、経済のブロック化が推し進められている。例えば、世界 大の地域統

合である EU 域内の貿易依存度は 60.3％に達している（2003 年）。それに対して、アメリ

カを中心とする北米自由貿易協定（NAFTA）の域内貿易依存度は 44.5％（同）に止まり、

東アジアにおいては域内貿易依存度は 53.8％（同）となっている。東アジアにおいて FTA

の設置には至っていないが、日本企業の直接投資と中国経済のグローバル化を背景に、域

内経済の相互依存が急速に強化されている。 

 FTA の設置による国際貿易と対外直接投資の推進は、理論的には FTA の参加国同士の

産業構造と貿易構造の補完関係をもとに比較優位を活かすべく、関税の引き下げと非関税

障壁の撤廃によって域内の資源再配分の効率化が図ることにある。そのなかで、軸となる

国や経済は域内の経済統合に向けて重要な役割を果たす。EU の結成を考察すれば分かる

ように、ドイツとフランスを軸に地域統合が実現した。NAFTA は北米地域内の貿易と投

資を促進するために、アメリカ主導のもとで自由貿易協定が締結された。東アジアにおい

ては自由貿易協定の締結が遅れているが、日本企業の対外直接投資を軸に、域内の貿易と

直接投資の自由化が進んできた。また、近年、中国経済の台頭により域内の貿易自由化は

さらに進展している。 

図表 1 世界経済のエンジン（主要国の GDP 伸び率％） 
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 （出所）世界銀行 
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 図表 1 に示す通り、中国経済は 9％以上の高成長を維持し、すでに世界経済のエンジン

の一つとなっている。中国経済成長の内実をみると、そのけん引役は消費というよりも、

固定資本形成である。38％にも上る高い貯蓄率（2004 年）を背景に、設備投資はつねに

拡大する傾向にある。設備投資を膨らませる主役は国有企業であり、ソフトな予算制約1の

もとでつねに投資を拡大させる傾向にある。 

ちなみに、中国の対外輸出の 5 割以上は中国に進出している外国企業によるものである。

これらの多国籍企業は自らの国際競争力を高めるために、中国に進出し製品組み立て工場

を構え、廉価な労働力を利用して作った製品の多くを再び日米欧諸国に再輸出している。 

 2001 年 12 月、中国は念願の世界貿易機関（WTO）への加盟を果たした。それをきっ

かけに、中国市場は一層開放され、世界の市場に変身するものと予想される。こうした動

きのなかで、中国で製品を加工する再輸出型の投資に加え、中国で製品を販売する内販型

の投資も増えている。9％以上の高成長が続く中国は世界にとって大きな特需となる。例

えば、日本において鉄鋼、造船、海運、石油化学など、構造的に困難に直面している業種

は、ここ 2 年来中国「特需」に恵まれ、好景気が続いている。 

 問題は今の中国「特需」を背景とする好景気がいつまで続くかである。中国経済の内情

を考えると、固定資本形成が毎年 20、30％伸びているのに対して、消費の伸びは 10％程

度に止まっている。投資主導の経済成長は、投資過熱とそれを引き締める経済政策により

大きく投資の伸び率が乱高下する特徴がある。 

 中国において、社会保障制度の未整備を背景に、貯蓄率（フローの貯蓄÷GDP）は 40％

に近いレベルで推移している。それが 40％強に上る投資を支えている。しかし、国民貯蓄

の大半は国有銀行に集まり、また国有銀行を経由して国有企業に融資されている。社会主

義計画経済から市場経済に移行する中国経済特有の問題として、政府行政、国有銀行、国

有企業は、いわば三位一体、そのなかで、国有企業は借金を積極的に返済しようとしない

モラルハザードを起こし、政府行政と国有銀行はそれに対して見て見ないふりをしている。

要するに、国有企業はソフトな予算制約のもとで、常に投資を膨らませるインセンティヴ

が働き、レントシーキングに走る。したがって、名目的に設備投資の伸び率は 30％に達し

ていても、その中身、すなわち、投資効率をみると、資本の生産性がかなり悪いことが分

かる。 

                                                  
1 国有企業の投資資金は国家財政や国有銀行からの借入に頼っており、その債務返済の制約が緩く、採算

の取れないプロジェクトへの投資が多い。 
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 市場経済における金融仲介の基本は、限られた資金を生産性の高い産業により多く仲介

することにある。経済構造の整合性を維持する産業政策のメインプレーヤーが重工業であ

るとすれば、鉄鋼、造船、自動車、石油化学などの基幹産業により多くの資金を配分する

というのが、戦後日本の高成長の経験であった。今の中国の経済政策において雇用創出が

第一位の目標であるとすれば、衣料品や玩具など労働集約型の産業への資金配分を優先的

に行うことが重要であろう。さらに、産業構造の高度化を図るとすれば、IT や半導体など

ハイテク産業への資金配分を積極的に行わなければならない。いずれにしても、ここで問

われているのは、短期的な経済成長の名目値ではなく、これからの経済成長ビジョンを明

らかにし、それに基づいた資金配分を行うことである。 

 現状において、中国経済は高成長を続けているが、その中身は必ずしも楽観できるもの

ではない。資本効率が低いというのは、構造的に国有銀行の資産の質が悪化し、不良債権

が増えることを意味する。現に、公式統計によると、国有銀行の不良債権比率はすでに 15％

に達している。実際の不良債権はもっと多いと思われる。何よりも深刻なのは、国有銀行

のバランスシートが悪化を続ければ、信用について問題が生じた場合、取り付け騒ぎが発

生し、金融システム全体のリスクが浮上することである。 

 

４．外国企業の対中進出の背景 

 多国籍企業の立場から考えれば、経済のグローバル化により、自らの資源配分を効率化

し国際的分業を図ることは、その国際競争力を維持する上で不可欠である。製品の研究・

開発、原材料の調達、部品の製造、製品の組み立てと製品販売など、一連の経営活動の立

地を 適化することが必要である。ここで、これらの諸点について具体的に考察すること

にする。 

まず、研究・開発にとって人材資源の確保は重要なポイントになる。一般に、オリジナ

ルな技術開発は先進国の優秀な人材を利用するために、投資先の途上国に本格的な研究・

開発センターを設置しないことが多い。従来、製品の応用技術やリアレンジメント技術の

改良については、投資先において小規模の技術センターを設けて製品改良を行うことが多

い。しかし、投資先の途上国の産業構造の高度化と技術のレベルアップに伴い、多国籍企

業は投資先市場に適用する製品の開発を行うべく、本格的な研究・開発センターを設置す

る必要がある。今の中国に限っていえば、90 年代までは外国企業の対中投資は先進国で成

功した技術をそのまま中国に持ち込むケースが多かった。2001 年以降、中国市場を狙う投

 - 6 - 



資が増え、既存の技術を改良する必要性が出てきたため、多国籍企業のなかで小規模の技

術開発センターを設置するケースが増えている。しかし、本格的な国際レベルの研究・開

発センターは皆無に近い。 

また、原材料や部品の調達については、裾野産業が発達していなかった 80 年代から 90

年代前半において、原材料や部品の多くは海外から輸入し、中国で完成品を組み立て海外

に再輸出するのが基本的なビジネスモデルだった。それゆえ、当時広東省を中心とする華

南経済圏においては「来料加工」と呼ばれる加工貿易が圧倒的に多かった。90 年代半ばご

ろから裾野産業は少しずつ育成され、今や多国籍企業の資材調達においてかなりの部品を

中国で調達できるようになった。今後、中国国内市場を攻略すべく、多国籍企業は部品の

現地調達をさらに強め、それによって地場の部品産業も一層整備されるものと予想される。

こうした中で、外国の部品メーカーも中国に進出し、それによって地場の部品メーカーも

育成されるものと期待される。ちなみに、ベトナムなどと比べると、中国の人件費はベト

ナムを上回るなど労働コストの面において比較優位を失いつつある。しかし、ベトナムに

ついていえば、裾野産業が育成されておらず、未だに部品や原材料は海外からの輸入に頼

っている。 

さらに、完成品の組み立てについては、その立地が海外に移転するかどうかの議論は本

格化していない。これまで中国沿海部に集中している工場は、物流システムの発達につれ、

中部と西部にシフトする動きが出ている。とくに、中国市場を攻略するには、沿海部に拠

点を置き、中部から西部に拡大していくことが重要である。 

 長い目でみれば、日本企業の対中投資についてこれまでは試行期間であり、これからは

中国にある経営資源を整理し、再配置することが必要である。その中で、不足する部分に

ついては新たな投資を行うことも十分に考えられる。しかし、中国市場の攻略はそれほど

簡単なことではない。確かに経済成長に伴って中国経済のパイは拡大するだろうが、新規

参入が増えることから一社当たりのシェアは減少する傾向にある。90 年代半ばまで、欧米

企業の中国進出は本格に行われていなかった。2001 年中国の WTO 加盟をきっかけに、欧

米の多国籍企業による新規参入は本格化している。欧米企業の動きは日本企業にとっても

きわめて大きな競争相手になっている。 

 中国では、日本のブランドは人気があるが、日本企業について必ずしも魅力を感じてい

ない。これは企業文化の違いによるところが大きい。日本ブランドの人気は、メイド・イ

ン・ジャパン商品の質の良さによるものだが、日本企業の魅力の無さは、年功序列といっ

 - 7 - 



た古い雇用慣例がまだ主力であることにあり、それに対して、中国の若者は拒絶反応を起

こしている。 

 したがって、日本企業の中国攻略戦略は、立地の 適化、資源配分の 適化、製品力の

強化、中国市場におけるマーケッティング戦略の強化だけでなく、優秀な人材を獲得にあ

る。これまで中国に進出している日本企業の全社売り上げに占める中国関連事業の売り上

げの割合は、軒並み 5％以下という状況にあり、本社レベルでも対中投資を重視してこな

かった。日本国内の事業拡大と欧米への投資に重点を置く姿勢は、対中投資戦略の薄さと

なって現れている。 

 しかし、日本の国際貿易に占める中国との貿易はすでに 20.1％に達し、 大の貿易相手

国になっている。それに NIEs と ASEAN を加えれば、日本の国際貿易に占めるアジアの

シェアはすでに 48.8％に達している。にもかかわらず、日本企業と日本政府は対アジア戦

略について明確なビジョンを打ち出しているとは言い難い。 

 アジアは日本経済の後背地に当たり、日本企業の国際競争力を維持するために、アジア

との相互依存関係の一層強化は欠かせない。中国は世界の巨大市場であり、日本経済の持

続的な成長にとり不可欠な存在になる。こうした背景のなかで、当面日本企業による対中

直接投資は続き、日中を軸とする東アジア域内の経済分業は一層促進されるものと思われ

る。 

 

５．中国における知的財産権保護の動向 

 中国に投資する外国企業からもっとも苦情の多い問題として、特許などの知的財産権が

侵害されていることがあげられる。たとえば、日本の二輪メーカーの原付バイクがコピー

され、裁判になったことは有名である。また、商標権の侵害例として、HONDA を真似し

て HONGDA のオートバイが売られ、その一部はインドネシアやベトナムなど海外にまで

輸出されている。さらに、北京のシリコンバレーともいわれる中関村の電気街に行けば、

マイクロソフトのオフィスシリーズは 10 元（約 140 円）で売られている。明らかにコピ

ー商品である。現地の行政担当者はコピー商品のお蔭で、マイクロソフトの OS は中国で

急速に普及していると発言し、コピー商品を奨励するようにも聞こえる。 

 日本政府は中国における知的財産権の侵害を食い止めるために、中国政府に知的財産権

保護の強化を申し入れたりするなど、あの手この手を尽くしているが、効果のほどは明ら

かではない。日本貿易振興会（JETRO）は北京に知的財産権部を設置し、知的財産権情報
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を発信するなど、日本企業に呼びかけている。 

一般に、知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の 4 種類の工業所有権

に、著作権、トレードシークレット、ノウハウなどを加えたものの総称である。俗に企業

秘密といわれる知的財産権は、グローバル化の時代において、IT 技術によりその技術やノ

ウハウがデジタルに解析され、容易に模倣されるようになっている。すなわち、新規技術

を開発するために要する資源と、既存の技術を解析し模倣するエネルギーと比べれば、後

者のほうは簡単にできる。 

本来ならば、技術移転を受ける者として、その技術を開発するコストの一部を負担しな

ければならない。さもなければ技術を開発するインセンティヴは働かず、技術の進歩を頓

挫させる恐れがある。一方、中国のような発展途上国の立場に立って考えれば、経済のキ

ャッチアップを実現するために、なるべく少ないコストで技術のレベルアップを図りたい。

こうした技術やノウハウなどの知的財産権を巡る考え方の違いは、経済のグローバル化が

乗り越えなければならない重要な課題であるが、技術の進歩を考えれば、今こそグローバ

ルスタンダードに基づく知的財産権保護のルール作りを強化し、それを遵守するための法

の執行を強めるべきである。 

かつて江沢民前国家主席がアメリカに訪問したとき、米国人記者に中国における知的財

産権の侵害について質問されたことがある。これについて、江沢民前国家主席は「古代中

国において羅針盤、活版印刷術、製紙と火薬という 4 大発明がなされたが、欧米諸国はそ

れを利用するにあたり、著作権料を払ったのか」と聞き返した。近代的市場経済の基本的

なルールに則った答弁ではないが、途上国の立場を代弁したものと思われる。 

第 1 に、著作権などの知的財産権の保護は一定のルールのもとで行われる。多くの途上

国においてこうしたルールすらない状況にある。第 2 に、知的財産権を保護するのは無期

限ではなく、一定期間を過ぎれば、人類の共通した財産となる。第 3 に、著作権などの知

的財産権の所有権は明確にしなければならない。その帰属性が曖昧な場合、保護されない。

第 4 に、知的財産権の価値判断は国によって異なり、一律に定めることが難しいことも事

実である。さらに、経済発展段階や国によって、知的財産権保護に関する熱心さは異なる。

知的財産をたくさん所有する先進国からすれば、きちんと保護されるべきと主張されるの

に対して、途上国は経済成長を促進するのに精一杯であるため、ある程度まで知的財産権

の侵害について目をつぶることが多い。 

 そもそも発展途上国にとって経済のキャッチアップを図るためには、外国直接投資を受
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け入れ、技術やノウハウを習得することが手っ取り早い。一般に、知的財産権が保護され

ない国に対して、外国の企業が直接投資を行うと、製品がコピーされるなど知的財産権が

侵害される可能性が高い。したがって、外国企業は直接投資(F)を抑え、製品を輸出(E)す

ることが選好される（図表 2 参照）。その後、知的財産権の保護が改善されるにつれ、外

国企業は輸出に代わり、直接投資を増やしていく。さらに、グローバルスタンダードから

見て、知的財産権の保護がよくなれば、外国企業は自ら直接投資を行うことよりも、地場

企業へのライセンス生産(P)を進めるようになると考えられる。 

図表 2 途上国の外資受入政策と知的財産権保護の関連性 

輸
出
／
直
接
投
資
／
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産

ライセンス 
生産ゾーン 輸出ゾーン 投資ゾーン

製品輸出(E) 

ライセンス生産(P) 

直接投資(F) 

弱い 知的財産権の保護 中 強い

  （出所）FRI にて作成 

 途上国の立場に立って考えれば、経済のキャッチアップにあたり、外貨不足と貯蓄不足

を補うために、製品輸入の拡大やライセンス生産よりも、直接投資の受け入れがメリット

が大きい。このような議論に立脚して考えれば、途上国は外国直接投資を受け入れるため

に、ある程度知的財産権の保護に努力することが必要であるが、「保護し過ぎない」ような

インセンティヴが働く（中国社会科学院）。しかし、外国企業からすれば、知的財産権が完

全に保護されなければ、途上国への技術移転などできない。 

 2001 年 12 月中国は念願の世界貿易機関（WTO）加盟を果たし、より一層の市場開放

を内外に対して約束した。それを受けて、中国の「改革・開放」政策が計画経済に逆戻り

しないことが確認され、外国企業による対中直接投資は急増している。今、中国は世界で
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外国直接投資を受け入れる 大の国であり、世界の工場及び世界の市場として、世界経済

をけん引していくエンジンの役割を果たすことが期待されている。 

 その中で、外国企業は中国への直接投資に当たり、自らの知的財産権を保護するために、

特許を申請するなどの法的手段を講じるようになっている。中国政府が公表している統計

によれば、中国における外国企業の特許申請は急増し、発明特許申請の 80％は外国企業に

よるもので、特許申請が認められた案件の 62％、さらに、ハイテク案件の 70％は外国企

業のものである。ちなみに、今年の上半期、外国企業の特許申請は 4 万 5,959 件に上り、

前年同期比 31％も増加した。 

 外国企業の間で知的財産権が侵害されるといった苦情は後を絶たない。それを巡る裁判

も急増している。しかし、一般に裁判に持ち込まれる案件は、大企業の知的財産権の侵害

に関するものがほとんどである。中小企業の多くは裁判に持ち込むほど経済的余裕がなく、

泣き寝入りするケースが多い。 

図表 3 国際収支ベースのロイヤリティ収支 
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百万ドル

 

（出所）SAFE 

 では、どうしてここに来て外国企業の特許申請が急増しているのだろうか。 

 それは、中国が WTO 加盟をきっかけに、知的財産権の保護はグローバルスタンダード

に則って実施せざるを得なくなったからである。中国政府も知的財産権を保護するために、

関連の法整備や行政改革を進めている。法の執行力は依然として不十分ではあるが、今後、

知的財産権の保護が強化されることを考えて、外資は今のうち特許を申請し、それが侵害

されたら裁判に持ち込む準備を行っているのである。 
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 長期的に考えれば、中国は世界経済に統合される過程において、世界市場の役割を果た

していくうえで、世界標準に則った知的財産権を保護しなければならない。実は一般的な

イメージとは違って、中国のロイヤリティ（特許などの知的財産使用料）収支をみると、

近年その赤字（対外支払超過）は急速に拡大している（図表 3 参照）。すなわち、外国企

業の特許や著作権を使用するに当たり、中国は多額のロイヤリティを支払っている。 

 今の中国では、知的財産権侵害の事件が依然として多発している。中央政府としては取

締まりの姿勢には確固たるものであるが、地方政府レベルでは、取締りは必ずしも十分で

はない。とくに、一部の地方では外国企業の著作権をコピーし模倣品を製造することが地

方産業の柱になっているため、取締まりを徹底することは言葉で言うほど簡単ではない。 

 現状においてもっとも厳しく取締まられるのは、品質の悪い食品類の偽物である。海外

の有名ブランドを似せた粉ミルクや、国内の人気ブランドを模倣した味噌などは、栄養成

分が規制値に満たしていないため、健康を害し人命にかかわる問題であり、政府としては

断固として取り締まる姿勢を見せいている。 

 一方、日本ブランドの二輪車を模倣した偽物のようなケースについては、一応取締りを

行っているが、買い手の消費者は騙されているというよりも、承知のうえ購入している。

したがって、こういった偽物の取締りは地方政府レベルで見てみぬふりをするケースが少

なくない。 

 さらに、世界の有名ブランドのシャツやカバンなどの偽物は買い手の多くが外国人観光

客であるため、中国政府としては、取り締まらないという訳ではないが、需要と供給を考

えて、取り締りを徹底していないのは現実である。 

 そのほかに、コンピューターソフトやゲームソフトなどのコピー商品は横行している。

これらのソフトの著作権侵害について取締りが強化されれば、すぐに地下に潜り込むなど

手口はかなり巧妙である。その解決法は中国政府による取締りの強化に加え、製造元によ

る暗号化など自己防衛策の強化も欠かせない。 

 従来、北京などの大都市に行けば、世界の有名ブランドのシャツやカバン、ネクタイな

ど模倣品を売っている「秀水市場」というマーケットがあった。北京オリンピックを迎え

る関係上、この市場が整理され、国産のシルク用品などを販売する土産店に変身させられ

た。おそらくは、中国は自らの国際的なイメージを考えれば、知的財産権を侵害した模倣

品の販売を従来通り放置するわけにはいかない。 

 中国市場が一層開放されるなかで、外国企業による対中投資の姿勢は大きく変わってい
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る。欧米仕様の製品規格を中国に持ち込み、安い労働力を利用し生産した商品を欧米に再

輸出する従来の投資モデルに加え、中国の消費者の嗜好にあわせた製品作りが行われるよ

うになっている。そのために、中国での研究開発体制の強化は不可欠になった。 

図表 4 中国で特許申請の外国企業上位 15 社 

 親会社 件数 在中国 R&D センター 

1 松下電器 1,401 松下電器（北京・蘇州）研究開発有限公司 

2 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ電気 926 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ（蘇州）研究中心 

3 サムソン電子 699 サムソン（中国）研究中心 

4 ソニー 563 ソニー（中国）研究開発中心 

5 エリクソン 544 エリクソン中国学院及び上海科学研究開発中心 

6 LG 電子 500 LG 電子（中国）研究開発中心 

7 三菱電機 461 三菱電機与中国科学院軟件研究所 

8 P&G 411 宝潔公司・清華大学研究中心 

9 本田技研 395 N.A. 

10 日立製作所 363 日立（中国）有限公司研究開発中心 

11 IBM 359 IBM（中国）研究中心 

12 NEC 345 日電（中国）有限公司及網絡軟件研究開発中心 

13 精工エプソン 330 N.A. 

14 三洋電機 324 N.A. 

15 富士通 288 富士通（中国）研究開発中心 

（出所）中国社会科学院「中国外商投資報告 2003-2004」（中国社会科学出版社） 

 従来、日系企業を含め外国企業は、中国での研究開発に消極的だった。製品の多くは海

外に輸出するため、現地での研究開発は必要がなかった。また、輸出用の商品の一部が中

国国内で販売されているが、先進国で売れるものは、途上国の中国でも売れるといった安

易な考え方があった。何よりも中国での研究開発が軽視された背景に、外国企業（グルー

プ）全体の売り上げのなかに中国での売り上げの占めるシェアは 5％以上にならないため、

全体の投資戦略における中国ビジネスの存在はそれほど重要ではなかった。 

 2001 年中国の WTO 加盟以降、中国経済が 10％に近い成長を続けているなかで、外国

企業の対中投資は中国市場で販売するいわゆる「現地型」のものに変わりつつある。こう
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した新しい状況において、多国籍企業の多くは中国での研究・開発体制を強化している。

図表 4 に示したように、外国企業の中で中国において研究・開発センターを創設し、 も

多くの特許を申請している多国籍企業のトップ 15 社のうち、9 社は日本企業である。従来、

日本企業が技術移転に消極的だったと批判されているが、こうした事実からすれば必ずし

も正しい見方とはいえない。 

 かつて、日本企業の対中投資の多くは製品を再輸出するための生産拠点を確保するため

のものであり、研究・開発の現地化を実施する必要はなかった。しかし、これからは製品

を中国市場で売っていくためには研究・開発の現地化がより重要になる。図表 4 から確認

できるように、こうした動きはすでに本格化している。 

 ここでとくに注目したいのは、外資系企業が現地で R&D センターを立ち上げ、その研

究成果を守るために、特許登録を申請している点である。その中における一つの傾向とし

て、電気機械産業の特許申請が圧倒的に大きなウェイトを占めている。この背景には、地

場の電気機械企業のキャッチアップが予想よりも速く、外国企業にとって脅威となってい

る。また、こうした技術は開発するには時間がかかるが、模倣するのは比較的簡単にでき

る。 

 日本企業はこれまでのところ技術の独創性に加え、生産体制の合理化とコスト削減の徹

底において比較優位を誇っている。中国では、メイド・イン・ジャパンのブランド力は想

像以上に強く、日本に観光に来る旅行者は、一人当たり平均で 5 台ものデジタルカメラを

買って帰るといわれる。同じものは中国でも売っているが、わざわざ日本に来て買う理由

は、中国で売っているメイド・イン・ジャパンの製品は中国で組み立てられたものである

ため、信頼されていない。日本製品に対する崇拝はここまで高まっている。 

 したがって、日本企業にとって日本の知的財産権を守るのは重要なことだが、同時に、

日本ブランドの力をキープしていくことも真剣に考えなければならない。日本の製品の強

味はその品質の高さにあり、中国ではすでに人々に浸透している。他方企業としては、欧

米企業に比べ日本企業はそれほど人気がない。欧米企業の人事評価システムは成果主義を

徹底するエレベーターのようなものであるのに対して、「細く・長く」が象徴となる日本の

人事評価システムは、年功序列型のエスカレーターのようなもので、どんなに頑張っても

追い越しはほとんど不可能である。日本企業はエリート中国人の間で人気がなく、数年勤

めてすぐに欧米企業に転職してしまう。 

 日系企業の中国人社員の定着率が低い現状において、技術や著作権などの知的財産権は
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容易に流出する環境にある。したがって、日系企業にとって「敵」は社外で製品をコピー

する地場企業ではなく、技術の流出という内部要因にある。 

 今、日本で中国への直接投資がこれ以上集中すると、リスクとして大きすぎるといった

「中国＋1」の議論が沸き起こっている。卵を一つのかごだけに入れることが危ないのは

事実である。しかし、これから年平均 10％近い成長を続ける中国を目の前にして、他の国

へ投資を分散するオプションは現実的ではない。とくに、中国市場を狙う投資にとって、

市場に も近いロケーションに工場を建て生産するのは経営の基本である。第三国へ輸出

するような従来型の投資については、そのプレイシングを決めるに当たり、投資環境を客

観的に比較することが重要である。しかし、総合的に考えれば、一衣帯水といわれるとこ

ろに巨大市場が存在するのに、それを無視するわけにはいかない。ここで、重要なのはト

ータルな戦略を見直し、中国市場のパイを獲得する攻めの努力ではなかろうか。すなわち、

巨大中国市場を攻略する前提において、中国事業リスクを恐れるのではなく、リスク管理

能力を強化するのは重要である。これからの日本経済にとって中国経済の存在は何よりも

重要である。 

 

６．対中直接投資のリスクと投資環境比較 

 ここで、日本企業を含む外資系企業の中国事業リスクについて考えてみる。 

 従来の日本企業の対中投資は、中国に設備と技術を持ち込み、工場と安い労働力を確保

し、生産した製品を日本や欧米など海外市場に輸出することが中心であった。外国企業に

とって安い人件費を武器に、製品の価格競争力で優位に立つことができた。そのうえ、人

民元が米ドルに固定していたため、米ドルの為替リスクだけを考えればよかった。 

 しかし、2001 年 12 月中国の WTO 加盟をきっかけに、日本企業の対中投資を巡る環境

は大きく変化している。第 1 に、中国の市場開放に伴い、経済規模は拡大したが、新規参

入が増えたために、１社当たりのマーケットシェアは必ずしも増えていない。要するに、

市場開放に伴い市場競争が激しくなり、すべての市場プレーヤーにとって競争力を強化す

るため、これまで以上の努力が求められている。 

 第 2 に、対中戦略のあり方を明確にすることが重要となってきている。中国を単なる輸

出の拠点とするのか、それとも市場を狙う投資対象とするのか、その戦略はまったく異な

るものになる。しかし、いずれの場合も現地化が必要であり、現地での原材料調達、人材

確保、現地市場の開拓などが益々重要になる。 
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 第 3 に、対中投資戦略を独立したものとして位置づけるではなく、アジア戦略ないしグ

ローバル戦略全体の中で位置づけ、その他の国や地域への投資戦略との代替、補完により、

リスクを分散させるとともに、コストを削減し、利益の 大化を追求する必要が出てきて

いる。 

 日本企業の対中投資において、これから直面するリスク要因としては次の諸点を上るこ

とができる。 

 まず、投資環境の変化によるリスクである。例えば、人民元の切り上げによる外国為替

リスクや経済成長に伴う人件費の上昇などは投資環境の悪化を意味する。電力不足や原油

価格の上昇も、製造業を中心とする日本企業の投資にとってスムーズに生産を続けるため

のボトルネックになる。従来の中国経済は、市場が十分に開放されていないという問題も

あるが、その反面、グローバル経済からの影響を受けにくいという利点があった。しかし、

WTO 加盟をきっかけに、市場が一層開放され、今の中国市場はもはやグローバル市場の

一部となり、海外の影響をもろに受ける状況に変わった。 

 次に、政策や制度変更によるリスクがある。中国的な制度改革は、 初からきちんとし

た制度設計に基づいて行われているわけではなく、改革の実験のなかで模索しながら制度

改革を進めるやり方である。こうした制度改革のメリットは古い制度の一部を温存しなが

ら、新しい制度を取り入れることによって実体経済へのショックを 大限に抑えることが

できるという点である。しかし問題は、総合的な制度設計がないために、改革は部分均衡

を実現することができても、経済構造の歪みを是正することができないというデメリット

を持つ。中国の「改革・開放」政策は、まさに部分均衡を図りながら経済成長を維持して

きたものだが、経済構造と社会構造の歪みは拡大し、大きなリスク要因になっている。こ

れは、外国企業にとって投資の前提条件が変わることを意味し、それによってビジネスモ

デルが成り立たなくなる恐れがある。 

 さらに、環境や公害問題といった外部不経済のリスクがある。先進国の過去の事例から

も分かるように、経済成長すれば環境悪化がもたらされる。経験的に、経済成長と環境保

全は二者択一のディレンマのような関係にある。政府の対応如何によっては環境悪化をあ

る程度抑えつつ、同じ経済成長を遂げることができる。発展途上国は先進国の過去の経験

をもとに、とりあえず目下の経済成長を維持し、一人当たりの GDP が 1 万ドルに達した

段階で環境保全に力を入れ、その後、先進国同様、経済成長と環境保全を両立させるとい

う考えが少なくない。しかし、こうした考えは小さな途上国経済に適用できても、13 億の
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人口を有する中国のような巨大国家にとって実現不可能である。すなわち、経済成長して

から環境保全に力を入れようとしても、その時には自然環境はおそらく再生不能の状態に

なっているはずだ。経済開発による環境破壊の進行は、投資などの経済活動にマイナスの

影響を及ぼす。中国政府にとって政策の重点を経済成長一辺倒から、ほどほどの成長と環

境保全という「中立的」な政策に転換することが必要である。 

図表 5 中国とインドの投資環境比較 

 インド 中国 

事業開始までの準備日数 89 日 41 日

固定電話備付までの日数 29.8 日 9.3 日

通関手続きの日数 7.3 日 9.9 日

経営に占める諸手続きにかかわる割合 14.2％ 8.1％

労働者一人当たりの付加価値 117 243

ワーカーの賃金 125 204

ULC（生産 1 単位にかかわる労働コスト） 99 75

停電による生産のロスの割合 8.4％ 1.7％

発電機を備えている企業の割合 60.9％ 21.2％

 注：労働コストはバングラディッシュ＝100 

（出所）World Bank 

 以上の 3 点に加え、外国企業にとってもっとも管理できないリスク要因は政治リスクで

あろう。市場経済に合致する政治システムは、透明性のある民主主義体制である。市場経

済における資源配分は市場メカニズムによって行われ、政府の役割は市場の失敗を補完す

るサポーター役に徹するという体制である。しかし、共産党一党支配の政治体制のもとで、

政府部門は過剰に市場活動や企業の経営活動に介入し、資源配分の歪みがもたらされてい

る。国有銀行の金融仲介が国有企業に偏っていることはその一例である。このような経済

構造上の歪みを是正する機能が、その制度の内部に備えられていなければ、経済成長はい

ずれ行き詰ることが予想される。このようなことを背景に、日本では、中国への投資をベ

トナムやインドなどに分散すべきとの議論が出ている。投資を分散する論理は合理的であ

る。どこに分散するかについて、移転先の投資環境を中国と比較することが必要である。 

 ここで、中国とインドの投資環境を比較してみる。 
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 投資先として、中国とインドはいずれも世界的に注目を集めている。巨大人口を背景と

する潜在的な市場に対する期待が投資家を呼び寄せる要因の一つであろう。また、廉価な

労働力も外国投資家にとって大きな魅力になっている。さらに、中国とインドは IT ブー

ムのなかで脚光を浴び、コンピューターのハードとソフトの両面において開発と製造が集

積している。 

 中国とインドにはこうした共通点がある一方、インドのエンジニアの多くは英語が得意

という点において比較優位を持つ。したがって、米国のソフトウェア会社にとってインド

は絶好のアウトソーシング先である。それに対して、中国のワーカーの質は高く、製造業

を中心とする日本企業にとって中国への投資にメリットが大きい。 

 それに加え、中国はインドと比較して、制度面やコストなどにおいて比較優位を誇って

いる（図表 5 参照）。中国における投資環境の整備は「改革・開放」政策以降の制度改革

によるものである。外資誘致に政策的重点を置いている中国政府は、投資環境を改善する

ために、企業登録手続きの簡素化、税制面の優遇、インフラ基盤の整備など種々の取組み

を行っている。それに対して、インドの市場開放は遅れ、政策と制度面の基盤整備が十分

に行われていないため、外国企業の対インド直接投資は 1991 年から 03 年までの累計（認

可ベース）で 756 億ドルに止まり、うち日本企業の投資は 31 億ドルだった。同期間にお

いて中国が受け入れた外国直接投資は 4,808 億ドルにのぼり、インドへの直接投資の 6.3

倍にあたる。 

 同様に、ベトナムも外国直接投資を分散する投資先として注目されている。ベトナムの

人件費が中国より安い点は魅力的である。ベトナム総人口に占める 15 歳未満人口の割合

は 3 割前後といわれ、集中豪雨的な直接投資と国内の経済過熱が起きないかぎり、労働力

不足に陥る可能性はほとんどないといわれる。 

 しかし、ベトナムの投資環境の問題点として、①煩雑な行政手続き、②部品・原材料の

現地調達難、③物流システム整備の遅れ、④唐突な制度と政策の変更などがあげられる。

これらの諸点に加え、ベトナムにおいては停電によるロスはかつての 25％（1993 年）か

ら 03 年の 15％に改善されているものの、中国（1.7％）やインド（8.4％）に比べ明らか

に多い。 

 現在の外国企業による対ベトナム投資をみると、中小企業への投資が圧倒的に多い。

2006 年から AFTA が始動し、それに伴い、AFTA 域内における部品・原材料調達関税が

引き下げられる予定である。また、2015 年から ASEAN と中国との FTA 始動により、中
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国との貿易関税も大きく引き下げられる予定である。したがって、短期的には、ベトナム

への直接投資は中小企業が主役となり、中長期的な投資については、ASEAN＋日中韓と

いう東アジアの経済協力の枠組みのなかで国際分業が進められると思われる。 

 結論的にいえば、インドとベトナムへの直接投資は中国に取って代わられる代替なもの

とはなりえず、長期的な視点からみれば、中国との国際分業の一環として捉えるものと考

える。中国の投資環境は、経済発展とともに制度面の問題が徐々に改善される一方、人件

費の上昇と為替リスクの拡大など、低付加価値の直接投資にとっては魅力が低減していく

ものと思われる。したがって、中国の経済発展に伴い、低付加価値の直接投資がベトナム

などにシフトすることが考えられ、中国の産業構造の高度化によって技術集約型の直接投

資は増えるものと予想される。 

 

７．外国直接投資の誘致戦略の見直し 

 そもそも中国が外国直接投資を誘致する目的は国内の投資資金不足を補うためだった。

近年、経済成長と高い貯蓄率が維持されているにもかかわらず、地方政府を中心に、外資

誘致の熱は一向に収まらない。外資誘致の実績は地方長官の業績評価につながり、投資資

金や技術が持ち込まれるだけでなく、雇用も創出されるという背景がそこにある。また、

外国直接投資が増えれば、地方長官や投資誘致担当者にとって利権が生まれるメリットも

少なくない。 

 しかし長い間、中国の魅力は外国企業にとって安い労働力にあり、投資する産業の構成

をみると、製造業に偏り、サービス業への投資は少ない。全体的にみて、外国直接投資の

累計（実行ベース）の 60％は製造業関連の投資であり、しかも労働集約型の投資が圧倒的

に多い。製造業に次いで、不動産関連の投資が全体の 10％を占める。サービス業について

は、交通輸送 1.63％、卸・小売業 2.1％、金融サービス 0.43％、教育関連 0.11％と低いシ

ェアに止まっている。 

 また、外国直接投資は東部沿海部に偏り、中西部への投資は比較的少ない。公式統計に

よれば、東部沿海部への投資は全体の 86.27％を占め、中部は 8.93％、西部は 4.8％とい

う構成になっている。直接投資が東部沿海部に集中する背景には、交通インフラ基盤の整

備、人材確保、国内市場の発達など、３つの地域での投資環境の違いがある。輸出型の投

資にとって港に近い立地は必要不可欠である。中国国内市場を狙う投資においても、長江

デルタ地域や華南地域など市場が発達している地域のほうが有利である。中西部がこうし
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たインフラ基盤における不利を克服するために、行政の透明性確保や沿海部よりも安い人

件費の提示が不可欠であるが、現状においてこうした取組みは必ずしも十分とはいえない。 

 さらに、直接投資を行う国や地域をみると、香港や台湾などグレーターチャイナと呼ば

れる華人経済圏からの投資が多く、欧米諸国からの投資は少ない。例えば、香港からの投

資は一貫して 50％のレベルで推移している。また、バージン諸島やバミューダーから投資

も多い。これらタックスヘブンと呼ばれる国や地域からの投資の多くは、中国の地場企業

が「2 年免税・3 年減税」の優遇政策を享受するための roundtrip 型の投資である。国家

発展改革委員会の試算によると、こうした「自作自演」の roundtrip 型の投資は、全体の

4 割にのぼるといわれる。今、毎年約 600 億ドルの直接投資を受け入れているが、そのう

ち、240 億ドルは地場企業による迂回投資であり、本当の外国直接投資（FDI）は 360 億

ドルに過ぎない。 

 近年、外国直接投資の方法も変化してきている。従来、合弁企業の設置が主流だったが、

100％外資のいわゆる「独資」企業が増えている。外国企業にとり、80 年代から 90 年代

にかけて、中国への進出は種々の政策と制度上のハードルに阻まれた。それを乗り越える

ために、地場企業との提携により唐突な制度と政策変更への対応、ワーカーの募集、国内

市場へのアクセスなどのメリットを享受した。しかし、同時に、地場企業、とくに国有企

業の合弁によって、独立した経営戦略の実行が難しくなり、不必要な人員が合弁企業に押

し付けられるなど経営面の支障が多くなった。2001 年の WTO 加盟をきっかけに、新規の

外国直接投資の多くは地場企業との合弁よりも、100％出資の独資企業の設置が選好され

るようになった。 

 外国直接投資を誘致する政策は 80 年代初めに遡る。当時、経済特別区において、外国

企業に超内国民待遇を与え、より大胆な誘致政策が実施されていた。東部沿海部の経済特

区での成功を踏まえ、今はほぼ全国的に外国企業誘致の超内国民待遇の政策が適用されて

いる。外国直接投資が中国に集中することにより、中国経済の成長が支えられ、外国企業

はすでに中国市場において重要なプレーヤーになっている。反面、外国企業に超内国民待

遇を与えることで、地場企業（国有企業、集団所有制企業、民営企業）は市場競争におい

て不当な競争を強いられている。近年、外国企業に適用されている免税と減税措置の廃止

を求める動きが盛んになっている。国家財政部の発表によれば、これらの優遇税制の廃止

についてはすでに検討されており、政府はそのタイミングを見計らっている。 

 外国直接投資のなかには、石油化学など資源集約型の投資が少なくない。中国は電力と
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石油不足に陥っており、それを緩和するために、こうした資源集約型の投資を抑制する必

要があり、国務院のレベルですでに検討している。それに対して、今後の外資誘致の方向

性として、サービス産業、農業、ハイテク産業が基本的な柱になるといわれている。。 

 中国政府の思惑と外国企業の狙いが一致すれば、外国直接投資を誘致する政策は成功す

るが、そうでなければ、同床異夢となってしまう。例えば、中国政府は、外国企業の投資

を中西部に誘致し、西部大開発の一助とすることを期待している。しかし、中西部の地方

行政が本気に外国企業を誘致しようとすれば、まず、交通やエネルギーなどのインフラ基

盤を整備する必要があり、行政の透明性を高めなければならない。 

 外国企業は中国に進出するにあたり、投資収益の 大化を目的としている。ボランティ

ア活動ではない。中国経済の成長が続く限り、外国企業の対中投資も増えていくものと思

われる。ただし、外国企業の取扱いについては、従来の超内国民待遇は長続きせず、地場

企業と同じルールのもとで競争させることが必要である。反面、これまで外国企業を不当

に取り扱う行政面の問題を改善していかなければならない。中国経済が急速にグローバル

経済に統合されていく現状において、グローバルスタンダードに基づく市場運営が求めら

れている。 

 

８．終わりに－日本企業の対中直接投資の今後の展望 

 日本経済はバブル崩壊から 15 年の歳月が経過し、その間、失われた 10 年を経験した。

円高進行と金融危機をきっかけに、産業構造と金融制度が再編され、製造業の一部は円高

による国際競争力の低下を回避するために、中国や東南アジアに生産拠点をシフトし、産

業の空洞化と危惧される局面もあった。しかし、結果的に、技術と生産能力の海外移転に

よって、日本国内の産業構造の高度化と国際競争力が強化された面は否定できない。また、

over banking といわれる「銀行過剰」の状態は、不良債権処理のプロセスにおける大手銀

行の「吸収・合併」（M&A）によって、金融システム全体の効率化が図られるようになっ

ている。 

 今後、日本社会の少子高齢化は確実に訪れる。人口動態予測によれば、2007 年から日本

総人口は減少に転換するといわれる。こうしたことを背景に、日本の消費は急劇な拡大を

続けるとは考えにくい。その意味で、日本の余った生産能力を海外に移転することは合理

的なことといえる。 

 経済のグローバル化が進むなかで、地域経済協力と経済の相互依存は益々強化される。
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その基本的な枠組みは、世界貿易機関（WTO）を補完する形で地域的な自由貿易協定（FTA）

が経済協力と経済の国際分業を推進していくことになる。日本はアジア 大の経済として、

地域の経済協力と経済の国際分業をリードする役割が期待されている。実際、80 年代から

90 年代にかけてアジア域内分業と相互依存関係は、日本企業の対アジア投資を軸に強化さ

れてきた。近年、中国経済の台頭により、アジア地域の国際分業と経済協力の構図は、中

国の市場開放を軸に変化しつつある。しかし、このような動きの背景には、日本企業の対

中直接投資があり、中国の国際貿易の主役は日本企業をはじめとする外国企業なのである。 

 今後の経済成長を展望すると、東アジア域内の諸経済はそれぞれの比較優位を活かし、

国際分業を推進することによって域内経済の効率化と国際競争力の強化が図られると思わ

れる。このような前提で、日本企業の対中直接投資のあり方を考えてみると、次の諸点を

指摘できる。 

 第一に、日本企業にとって中国は単なる生産拠点を確保するための投資先だけでなく、

新たな潜在市場としてその魅力が期待されている。中国市場を巡る競争は日米欧の企業に

加え、華人系企業と地場企業も参入し、益々激化するものと思われる。したがって、日本

企業としては中国への投資について集中か分散かという単純な結論を出すよりも、より広

い視点からその具体的な投資戦略が問われている。 

 第二に、中国への投資をさらに集中するか、それとも第 3 国に分散するかといった考え

については、それぞれの投資先の投資環境を比較し、日本企業のグローバル投資戦略のあ

り方に依存すると思われる。既存の経営資源を効率よく再配分し、利益の 大化を追求す

るのは投資の基本である。日本企業は自らの経営資源を整理する必要がある。 

 第三に、対外直接投資の集中と分散の考えについて、資源をただ均等に配分するのでな

く、自らの比較優位を明らかにしたうえで、限られた経営資源をある程度集中して、相手

国の市場を攻略するといった攻めの戦略が必要と思われる。80 年代から今日に至るまで、

日本企業は中国において多くの投資をしてきた。その中で、不採算プロジェクトも少なく

ない。中国市場を攻略するに当たり、こうした不採算プロジェクトを整理し、取捨選択が

求められている。 

 今後の中国経済を展望すれば、2020 年までにかなりの高成長が続くものと予測されてい

るが、同時に、制度・政策、市場運営と投資環境などの投資リスクが日増しに高まること

も考えられる。これらの中国事業リスクをきちんと管理することは中国への投資を成功さ

せる前提条件である。中国は 13 億の人口を有する巨大国家であり、戦略策定にあたって
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は、どの消費者層を狙うかといったターゲッティングを明確にしなければならない。また、

従来指摘されている経営の現地化戦略も引き続き徹底すべきであろう。さらに、自らの知

的財産権を保護するための法的手段も用意しておかなければならない。 

 後に、日中の共存共栄は東アジア域内の経済発展にとって不可欠であるが、その前提

条件の一つとして、産業的補完に依存する関係から、良き競争関係を築き切磋琢磨のなか

で共栄するようなプラスサムゲームの醸成が必要である。近年、日中関係の悪化は戦争の

負の遺産処理を巡る意見の対立によるものであるが、今後の共存共栄関係の構築に向けて、

より建設的かつクリエイティヴな関係構築が求められている。 
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