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【要旨】 

 

産業クラスターによる産業競争力の向上や地域経済発展への貢献に関する議

論が大いに行われてきたなか、中国政府も経済発展の状況に応じて、外資誘致

や産業育成等を目的に、産業クラスターの建設と発展を推進してきた。本研究

は中国における産業クラスターの発展を促進してきた重要な計画と政策を考察

したうえで、時間と空間を軸に主要な産業クラスターの形成とその特徴を分析

しながら、特に「高新技術産業園区」と呼ばれるハイテク産業クラスターの発

展を概観し、中国における産業クラスターの全体像を明らかにすることにする。 

そのうえで、ケーススタディーとして、産業クラスターにおけるイノベーシ

ョンの創出に取り組む北京市中関村地区と産業クラスターブランドの育成に成

功している大連高新技術産業園区の事例を分析する。中国では、30 年余の経済

発展の初期段階において労働集約型の輸出製造業クラスターから現在では、ハ

イテク産業や環境産業のクラスターに政策と戦略の重点が置き換えられつつあ

る。中国の産業クラスターはさまざまな問題を抱えながらも、新たな段階に入

ろうとしている。今後、中国進出あるいは中国ビジネスの再編を検討する日系

企業にとって、中国における産業クラスターの新たな発展をチャンスと捉える

ことが重要である。日系企業にとり、産業クラスター本位の戦略を採り、経営

環境の変化に対応し、「現策・現人・現需」の三現原則を徹底的に貫くことが中

国でのビジネス展開の鍵になる。 

 

 

キーワード：中国の産業クラスター、高新技術産業園区、産業クラスター本位

戦略、「現策・現人・現需」
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1. はじめに 

1.1 問題意識と研究目的  

1990 年代以来、各国では、産業クラスターの設立による産業競争力の向上と地域経済発

展への貢献に関する議論が大々的に行われ、情報の共有や知識の移転及び技術スピルオー

バーといった集積効果も期待され、産業クラスターが積極的に設置されるようになった。

そのなかで、中国政府は経済発展の状況に応じて、外資誘致と産業育成等を目的に、産業

クラスターの設置を推進してきた。2012 年 7 月に北京で行われた全国科学技術イノベーシ

ョン大会において、2020 年までのイノベーション型国家の建設が目標として掲げられた。

その目標の実現には産業クラスターは重要な一環を成している。具体的に、労働集約型の

輸出関連製造業クラスターからハイテク産業や環境産業のクラスターに戦略の重点がシフ

トされつつある。中国の産業クラスターの発展は様々な課題を抱えているが、現在、新た

な段階に入ろうとしている。 

これまで、中国の産業クラスターに関する日本における研究は、特定の地域を対象にし

たものが多く見られたが、歴史的な変遷と地理的配置に沿った分析でその発展プロセスや

政府の政策の戦略転換等に関する産業クラスターの全貌を俯瞰できる研究はほとんどなか

った。このため、本研究では、中国産業クラスターの全体像を解明したい。同時に、今後

の中国進出戦略あるいはリアロケーションを検討する日系企業にとって、中国における産

業クラスターの新しい発展段階においてチャンスを捉えることが重要であり、特に、ビジ

ネス環境の変化に対応し、現地化の徹底を貫こうとする場合には、産業クラスターに内包

される経営資源を積極的に取り入れることが重要と考えられるので、その方向性を検討し

たい。 

 

1.2 中国経済発展の概況  

中国で「改革・開放」政策が実施されてから 30 余年が経過した。1981 年から 2010 年ま

での 30 年間の実質成長率は年平均 10.1%に達して、2010 年の名目 GDP が 1981 年比で 31

倍と約 5兆 9,000億ドルにまで増加した。2010年の一人当たり名目 GDP を先進国と比較す

ると、数字も順位もまだ低いものの、30年前と比べ、32.2倍にまで拡大した。中国のこれ

までの経済発展モデルを振り返ってみれば、労働集約型輸出製造業が主導するもので、具

体的には、安い労働力と外国からの直接投資との組み合わせによる大量生産が特徴的であ

り、要素投入型の発展モデルと呼ばれている。一方で、2012 年には、中国における労働人

口は 345 万人減り、初めて減少に転じた。今後大量かつ安価な労働力の確保は難しくなる

と考えられる。また成長一辺倒の過剰投資による歪みも露呈しており、投資効率の低下や

投資依存の体質は個人消費に結び付かないことも指摘されている。結論を先取りすれば、

大量投資・大量生産に依存するこれまでの経済成長路線はもはや限界を迎えつつある。中

国が経済の持続的発展を実現するには産業構造の調整が求められ、中国政府は産業クラス

ターの設置によって、それを実現しようとしているが、課題は山積みである。 
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1.3本研究レポートの構成 

本研究レポートでは、まず、中国における産業クラスターの発展を促進する重要な計画・

政策を概観する。そして、時間と空間を軸に中国における主要な産業クラスターの形成と

その特徴を分析するとともに、「高新技術産業園区」と呼ばれるハイテク産業クラスターの

発展を考察し、中国における産業クラスターの全体像を捉えることとする。さらに、環渤

海地域における北京市中関村国家自主創新モデル地区（以下、中関村）と大連高新技術産

業園区の設置と発展の事例を考察したうえで、中関村の新たな発展及び大連の地域に根ざ

したブランドの育成についてそのメカニズムを解明する。最後に、日系企業の今後の対中

進出戦略の再構築について、中国の産業政策と産業クラスター発展のトレンドに対応する

提言を行うこととする。 

 

2. 重要政策レビュー 

2.1 第 12次 5ヵ年計画と戦略性新興産業の公布 

中国政府は 5 年ごとに経済発展の長期計画を策定し実行することにしている。このよう

な 5 カ年計画は中国経済政策の指針を定める役割を果たしている。現在、実行されている

のは「中国国民経済と社会発展の第 12次 5ヵ年計画（2011～2015年）」であり、2010年に

公表されたものである。この計画は 16の項目（重要ポイント）からなっており（図表１）、

経済、社会全般の発展を網羅している。この計画の公表から 3 年目に入るが、ここで特に

注目したいのは産業構造転換と高度化及び産業競争力の向上と資源節約型・環境配慮型社

会の構築である。 

図表 1の（3）と（6）を実現するために、2010年 10月に、政府国務院（内閣）は新たな

産業政策である「戦略性新興産業の育成と発展の加速に関する決定」を打ち出した。具体

的に、戦略性新興産業として七大産業があげられ（図表 2）、それは将来の科学技術と産業

発展の新しい方向性を示すものであり、中国経済の持続的発展の実現に寄与することが大

いに期待されている。現在、GDP に占める七大産業の割合は 5%程度だが、2020 年までに

15%に引き上げる予定である。また 2020 年に七大産業の売上に占める研究開発（R&D）支

出は 5%以上とされ、売上 2,000 万元以上の企業の R&D 支出は対売上 1%以上とする目標が

掲げられ、国全体の自主開発能力の向上に大きく貢献するものと思われる。2012 年 5 月に

国務院は関連計画の詳細を発表し、その方向性や政策実施の環境整備及び市場の重要性が

改めて強調された。このような 5 ヵ年計画の重点ポイントの実現及び七大産業の発展につ

いて、既存の産業クラスター基盤を活用することが必要とされている。これによって、産

業クラスターの形成が促され、さらなる発展につながると思われる。 
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図表 1. 中国国民経済と社会発展の第 12次 5ヵ年計画（2011～2015年）の重点ポイント 

重点ポイント 

(1) 新しい方式で科学的発展による新局面の開拓 

(2) 社会主義新農村建設の加速 

(3) 産業構造転換と高度化及び産業競争力の向上 

(4) サービス産業発展の推進 

(5) バランスのとれた地域発展と都市化の健全的な発展の推進 

(6) 資源節約型・環境配慮型社会の構築 

(7) 科学教育立国（科教興国）と人材育成戦略の実施 

(8) 民生の改善と基本的な公共サービス・システムの整備 

(9) 革新的な社会統制の強化、規律ある社会の維持 

(10) 文化産業の発展と繁栄の推進 

(11) 改革による社会主義市場経済体制の構築 

(12) 互恵と Win-Winの対外開放水準の向上 

(13) 民主と社会主義政治文明の建設の推進 

(14) 香港、マカオ、台湾との経済協力の深化と中華民族の復興 

(15) 国防強化と軍隊の近代化 

(16) 計画実施と評価メカニズムの整備 

（出所）国務院公開資料をもとに作成 

 

図表 2. 七大産業とそのカバーする分野 

① 省エネ・環境産業  高効率省エネ製品開発、資源の循環利用 

② 次世代情報産業 

 

次世代通信技術、物聯網（The Internet of Things、中国版ユビキタスネットワーク）、

三網融合（通信網、インターネットと放送網の融合）、新型ディスプレイ、高性能

集積回路とハイエンドソフト 

③ バイオ産業 バイオ製薬、バイオ農業、バイオ製造 

④ ハイエンドプラント 

エンジニアリング産業 

航空機、宇宙、海洋資源開発用装備、ハイエンドスマート装備 

⑤ 新エネルギー産業 原子力、太陽光、風力、バイオマスエネルギー 

⑥ 新素材産業 新機能と高性能複合素材 

⑦ 新エネルギー車産業 プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車、電気自動車 

（出所）国務院公開資料をもとに作成 

 

2.2国家イノベーション戦略  

 中国政府は労働集約型成長モデルから脱皮して 2020年までにイノベーション型国家の建

設を目標として掲げている。具体的に 2020年までに実現しようとする数値目標は、技術進

歩率の寄与率が 60%以上であり、GDP に占める R&D 支出の割合は 2.5%以上とし（図表 3）、

イノベーションの成果として特許の登録件数及び学術論文の被引用回数は世界 5 位以内を
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目指すとされている1。このような数値目標を実現するため、政府国務院は「国家中長期科

学技術（S&T）発展計画綱要（2006－2020）」を策定した。その主な内容として、重点領域

と優先課題の確定、基礎研究の強化と人材育成、企業をイノベーション推進の主体とする

支援策の強化及び戦略や関連政策の実施などが挙げられる。特に、関連政策の中に、国家

高新技術産業園区など、産業化基地建設の促進によるハイテク産業化の推進と産業構造の

高度化が盛り込まれた。結論として、国家イノベーション戦略は産業クラスターの発展を

促す重要な施策になっている。 

 

図表3. 中国における研究開発(R&D)の支出及びGDPに占める割合の推移（2004年-2012年） 

 

（出所）中国統計年鑑をもとに作成 

 

3. 中国における産業クラスターの全体像 

3.1産業クラスターに関する定義 

現在、産業クラスターの設立は経済発展における重要な手段になっているが、実は産業

クラスターは明確に定義されていない。Porter (1990) は「国の競争優位」のなかで、産業

クラスターの概念を普及させたと一般的にいわれている。Porter (1990) は産業クラスター

の発展による地域経済の振興の関係性を明らかにし、“企業と政府にとって、クラスター、

あるいは特定地域にある関係企業、サプライヤー、関連産業と機関の集合というコンセプ

トは、経済成長、地域の競争力の評価及び政策の策定において、新しい考えを示している”

と主張した2。同時に、産業クラスターを形成するのに必要な条件として、ア) 人材、資本、

インフラ等の諸要素、イ) 製品やサービスに対する市場の需要、ウ) 関連産業や資金、人

材、経営等における支援機関の存在、エ) 企業戦略、組織構造と企業間の競争、が提示さ

                                                   
1 中国の 2012年の R&D 支出は 10,240億元で、GDP に占める割合は 1.97%である。2011年に中国の世界

特許の出願件数は 52万件で、アメリカを抜いて、世界一になった。 
2 原文は“The concept of ‘‘clusters,’’ or groups of interconnected firms, suppliers, related industries, and 

institutions that arise in particular locations, has become a new way for companies and governments 

to think about economies, assess the competitive advantage of locations, and set public policy”であ

る。 
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れた。また、Doeringer ・Terkla（1995）によれば、産業クラスターのもっとも重要な特

徴は、産業の地理的な集積を通じ、競争優位を得ることである3。日本では、藤田（2011）

によれば、2001年から経済産業省が推進してきた「産業クラスター計画」及び文部科学省

が実施してきた「知的クラスター創成事業」によって、産業クラスターの概念がより一般

的に知られるようになったという。藤田（2011）はネットワーク、知識移転、知識創造及

び経営資源・組織能力の視点から産業クラスター研究の動向をまとめた。また、彼は産業

クラスター研究が理論的な貢献においては、経営学界内でも合意が形成されているとは言

い難いと指摘しながらも、産業クラスター研究は現実的・社会的には有意義なテーマであ

ると結論付けた。その他、産業クラスターと地域経済の発展に関する研究は多く、山下・

亀山（2009）は産業クラスターと地域経営戦略の関係を分析し、伊藤・土屋（2009）は地

域産業クラスターと革新的中小企業群を研究した。 

 

3.2中国の主要な産業集積地の形成 

 中国では、「改革・開放」政策の実施以降、経済成長のけん引役として、沿海地域を中心

に産業集積が進んできた。現在、華南地域の珠江デルタ、華東地域の長江デルタと華北地

域の環渤海地域が中国の主要な産業集積地として形成されている。ここでは、この三大産

業集積地の形成背景、発展契機と産業特徴について概観してみる。 

 

図表 4. 中国の主要な産業集積地の形成  

年代 背景・政策 発展契機 集積地域 産業特徴・タイプ 

1980 年代

～ 

「改革・開放」、 

「南巡講話」 

「深セン経済特区」

の形成 

珠江デルタ 

（華南） 

労働集約型、「両頭在外」*、 

製造業クラスター 

1990 年代

～ 

上海の金融センタ

ーとしての発展 

「上海浦東新区」の

開発 

長江デルタ 

（華東） 

「両頭在外」、精密機器、 

ハイテク産業、金融、 

サービス関連 

2000 年代

～ 

新たな成長のエン

ジン 

「天津濱海新区」の

発展 

環渤海地域 

（華北） 

内需関連産業、 

重厚長大型産業、 

環境配慮関連産業 

（出所）各種資料、報道、研究報告書をもとに作成、*は次頁参照 

 

                                                   
3 原文は“geographical concentrations of industries that gain performance advantages through 

co-location”である。 
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図表 4に示すように、中国の主要な産業集積地の形成は時間軸と空間軸で分ければ、大

きく 3つに分類することができるが、それぞれの産業集積地が形成される背景、発展契機、

重点地域と産業特徴が異なる。  

 

(1) 珠江デルタ 

1980 年代以降、「改革・開放」政策のもとで、深セン経済特区4の建設を契機に、広東省

を中心に産業集積が進んで、珠江デルタが形成された。1992 年、改革の加速を呼び掛ける

鄧小平の「南巡講話」により、外資導入や市場経済化による経済成長の加速化を受け、大

きな経済発展を成し遂げ、中国では経済発展がもっとも速い地域として注目が集まった。

珠江デルタの成功は一時「珠江模式」と呼ばれ、その特徴が「來料加工」である。すなわ

ち、外資企業が材料を提供し、珠江デルタのなかで加工された後、完成品を全部輸出する

モデルである。珠江デルタの成長、とりわけキャッチアップの段階で、こうした加工貿易

は大きな役割を果たした。そのため、珠江デルタのなかで集積された産業の多くは委託加

工や電子機器を含めた部品の組立てなどに関連する製造業であり、「両頭在外」とも呼ばれ

る。「両頭在外」は「來料加工」と似たようなもので、材料は輸入、完成品は輸出、組立て

のみが中国国内で行われるモデルである。当時の技術と資金が乏しい中国にとって、安価

かつ大量な労働力の存在はその比較優位だった。珠江デルタはその優位を活用し、労働集

約型製造業を中心に発展させる戦略をとった。現在、珠江デルタは世界有数の製造業の集

積地として成長している。しかし、外需依存で、海外経済状況の変化を受けやすい体質が

問題である。  

 

(2) 長江デルタ 

長江デルタは上海市、江蘇省と浙江省に囲まれた長江河口の三角州を中心とした地域で

ある。1990 年に上海浦東新区が特区として開発されて以降、長江デルタは急ピッチで発展

を遂げ、多種多様な産業集積が形成された。中国政府は外資誘致や国からの財政投入を行

い、精密機器や電子製品を中心とした製造業の発展と同時に、浦東新区の金融センターと

しての発展にもっとも力を入れた。また、加藤（2012）によれば、長江デルタには郷鎮レ

ベルにおいて特定産業が集中しているという現象が多数見られた。こうした郷鎮レベルの

地区に多くの郷鎮企業5が生まれ、そして民営企業にまで発展した。長江デルタの発展にお

いて外資企業の参入が重要であるが、民営企業の生成と発展がもたらす貢献も評価すべき

ものである。2011 年に上海市、江蘇省と浙江省の域内総生産（GRP）は約 10 兆元に達し、

中国全体に占める割合が 21.16%で、五分の一を超えた。長江デルタは、華南地域の珠江デ

                                                   
4 4つの経済特区の一つ、他に広東省の珠海、汕頭、福建省のアモイにある。 
5 郷鎮企業による経済発展の成功例として知られていた「蘇南モデル」や「温州モデル」がある。「蘇南モ

デル」は江蘇省の蘇州、無錫、常州といった地域で、公有制ならびにそれに基づく郷村政府と企業との

強い結合関係で特徴づけられたという（厳 2004）。「温州モデル」は浙江省の温州市で、日用雑貨の生産

を中心に、家族経営や民営企業が特徴だったという。 



7 

 

ルタに続き、中国の経済成長をけん引し、とりわけ華東地域の発展と繁栄に貢献している。 

 

(3) 環渤海地域 

珠江デルタと長江デルタにおける産業集積は中国の輸出関連産業の競争力を強化した。

その一方、沿岸部と内陸部の経済発展の格差が拡大しつつあり、外需向けの産業構造の問

題も顕在化してきている。また、中国では、輸出や投資による経済成長のモデルが限界を

迎え、内需による経済成長への転換が迫られている。このような背景をもとに、2000 年代

に入ってから、中国政府は経済発展の中心を南部沿海地域から北へシフトするとともに、

内需関連や環境配慮型産業の発展に重点を置き、「天津濱海新区」を中心とする環渤海地域

の開発を推し進めている。環渤海地域とは、2つの直轄市である北京と天津のほか、隣接す

る河北省、山東省と遼寧省も包括する華北の経済発展圏である。とりわけ、遼寧省の大連

市にある「大連開発区」は早い段階から発展し、日系企業を中心に産業集積の基盤ができ

ている。総じて、華北地域は広くて資源が比較的豊富であり、物流インフラが整備されて

いる。こうした優位性を活用し、環渤海地域は内需関連の重厚長大型産業を中心に発展し

ていく戦略をとっている。現在、環渤海地域は新たな成長のエンジンとして注目されてい

るが、珠江デルタや長江デルタのように大きな発展を遂げるのにはまだ時間がかかると思

われる。 

 

3.3高新技術産業園区の発展 

前章では中国の主要な産業集積地の形成背景、発展契機と産業の特徴を整理した。確か

にこれらの産業集積地の形成は中国における産業クラスター発展のフェーズワンともいえ

る。 

その他、産業集積のような都市群より、中国政府はより広範にわたる地域に根ざした産業

クラスター6の建設、とりわけハイテク産業を中心に推し進めた。それは「高新技術産業園

区」（High-Tech Industrial Zone）と呼ばれるハイテク産業クラスターである。ここでいう

園区はクラスターの意味である。高新技術はハイテクの意味で、ハイテク産業に関連する 8

つの重点的な産業技術、すなわち、電子情報、バイオ・新薬、航空宇宙、新材料、ハイテ

クサービス、新エネ・省エネ、資源・環境及び先端技術による伝統産業の改造を指してい

る。1988 年に中国科学技術部の「火炬計画」（タイマツプロジェクト、Torch Project）7に

よって、高新技術産業園区の発展計画が作られた。その計画に基づいて、各地域が高新技

術産業園区の建設を始めた。2012 年 9 月までに全国 105 カ所に高新技術産業園区が建設さ

れ、図表 5に省ごとにその数を記入した。 

 

                                                   
6  中国の場合、産業クラスターは個々の都市に立地し、規模的に産業集積地より小さい。また、産業集積

地より、意図的に発展させられる側面が強い。  
7 「火炬計画」（タイマツプロジェクト）は技術向上、技術成果の創出と技術移転の支援に関する計画であ

る。 
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図表 5. 中国における高新技術産業園区の分布状況（2012年） 

（出所）地図：中国まるごと百科事典、 

高新技術産業園区分布：中国科学技術部公開データをもとに作成 

 

 

高新技術産業園区の建設目的は、高新技術産業園区が産業構造調整のけん引役として、

イノベーションの創出を促し、経済発展に貢献することである。そのために、まず、基礎

インフラをきちんと整備し、オープンな環境を作る。そして、積極的に企業（技術）誘致

を行う。図表 5 に示すように、高新技術産業園区の数は内陸部より沿岸部のほうが明らか

に多い。高新技術産業園区の建設に関する認可は当地域の経済成長の状況とも関連すると

考えられる。図表 6 は各地域にある高新技術産業園区をリストアップしたものである。図

表 6に示すように、中国における高新技術産業園区の分布は東部（沿岸部）に 51カ所と一

番多く、続いて中部（内陸部）に 30カ所、西部（内陸部）に 24カ所という状況である。 
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図表 6. 省/市ごと高新技術産業園区リスト 

 省/市 所管産業園区の名前（高新技術産業園区の表示は省略） 

東部 

（51） 

北京 中関村 

天津 天津 

河北 石家庄、保定、唐山、燕郊、承徳 

遼寧 瀋陽、大連、鞍山、営口、遼陽、本溪 

上海 張江、紫竹 

江蘇 南京、蘇州、無錫、常州、泰州医薬、昆山、江陰、徐州、常州武進 

浙江 杭州、寧波、紹興、温州 

福建 福州、アモイ、泉州、莆田 

山東 威海、済南、青島、濰坊、湽博、済寧、煙台、臨沂、泰安 

広東 中山、広州、深セン、佛山、恵州、珠海、東莞松山湖、肇慶、江門 

海南 海口 

中部 

（30） 

山西 太原 

吉林 長春、吉林、長春浄月 

黒竜江 ハルビン、大慶、延吉、チチハル 

安徽 合肥、蕪湖、蚌埠、馬鞍山慈湖 

江西 南昌、新余、景徳鎭、鷹潭 

河南 鄭州、洛陽、安陽、南陽、新郷 

湖北 武漢東湖、襄樊、宜昌、孝感 

湖南 長沙、株洲、湘潭、益陽、衡陽 

西部 

（24） 

内モンゴル 包頭稀土 

広西チワン 桂林、昆明、貴陽、南寧、柳州 

重慶 重慶 

四川 成都、綿陽、自貢、楽山 

雲南 玉溪 

陜西 西安、宝鶏、楊凌農業、渭南、楡林、咸陽 

甘粛 蘭州、白銀 

青海 青海 

寧夏回族 銀川 

新疆ウイグル ウルムチ、昌吉 

（出所）中国科学技術部公開データをもとに作成 

注：東部、中部、西部の分類は中国国家統計局の分類に基づく 

注：下線については次頁で説明 
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ここで図表 6 に示している高新技術産業園区の共通点を整理してみる。まず、産業クラ

スター形成の条件が満たされていることである。すなわち、基礎的インフラの建設が行わ

れ、政府支援等による優遇政策が整備されていることである。次に、高新技術産業園区は

大学や研究機関の周辺に立地するケースが多いことである。これは大学や研究機関からの

知識移転を意識し、空間集積によるネットワーク効果の発揮を期待されるものと考えられ

る。一方、各地域にある高新技術産業園区の主力分野の相違点について、園区の名前から

多少判別できる。その園区の名前は基本的にその地域の名前と高新技術産業園区の文字で

構成される。例えば、大連高新技術産業園区は地域の名前である大連に高新技術産業園区

の表示をつけられている。そうでないところは、図表 6 に下線でマークされた園区も、比

較的知名度が高く、特徴があることを強調しておきたい。そのなかで、園区の名前からそ

の園区の主力分野が分かるもの、例えば、医薬産業をメインとする泰州医薬高新技術産業

園区、金属・資源をメインとする包頭稀土（レアアース）高新技術産業園区、農業を中心

とする楊凌農業高新技術産業園区がある。上記以外、園区の名前から主力分野はわからな

いが、比較的知名度が高いところがある。例をあげると、中関村は中国のシリコンバレー

と呼ばれ、トップのハイテク園区を目指している。保定高新技術産業園区は中国電谷

（Renewable Energy Valley）の異名をもっている。大連高新技術産業園区はアウトソーシ

ング開発と情報サービス産業の発展に注力し、中国のバンガロールを目指している。張江

高新技術産業園区は中国薬谷（Medicine Valley）を目指している。蘇州高新技術産業園区

は環境配慮型の開発と政府間協力プロジェクトを積極的に推進している。東湖高新技術産

業園区は中国光谷（Optics Valley）と呼ばれている。西安高新技術産業園区は西部で最大

の規模をもつハイテク園区である。しかし、全体をみれば、上記の例のように特徴をきち

んと出す園区は少ない状況である。インフラ建設のみを行い、知名度のないまま、企業誘

致合戦を強いられるところが多く、問題になっている。 

中国の高新技術産業園区は 1991年から本格的な建設が推進され、発展の軌道に乗りつつ

ある。この間、売上高・輸出額及び企業数・従業員数は何百倍にまで増えている（図表 7）。

これまでの発展を振り返れば、3 つのキーワード、すなわち「招商引資」（外資誘致）、「イ

ンキュベーション」と「自主創新」で発展を三段階に分けられる。第一段階は 1990年代の

「招商引資」の段階である。発展の初期段階で、資本と技術の要素投入が必要であり、と

りわけ外資企業への誘致が行われた。どんな地域も外資誘致のために、優遇政策を設け、

あらゆる手段をとり、誘致作戦を展開した。この段階は企業誘致合戦が一番激しい時期で

あった。第二段階は 2000年代に入ってから中国発ベンチャーの育成を目的とする「インキ

ュベーション」の段階である。ベンチャースタートアップが重視され、会社を作ることが

推し進められる時期であった。この戦略と当時の中国海外留学人材の帰国促進計画があい

まって、華僑を含め、海外留学から帰国した中国人による会社の設立は盛んになった。中

国国内で最大のシェアを誇る検索サイト「百度」は米国からの帰国者によって、2000 年に

設立された会社である。また、1990年代末期に米国で起こった IT バブルの影響を受け、中
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国でも IT 関連のベンチャーがたくさん出てきた。第三段階は 2008 年のリーマンショック

以降の「自主創新」（イノベーション）の段階である。中国政府はコア技術の不足を認識し、

発展戦略をイノベーションの創出にシフトしようとする時期である。以来、中国企業はイ

ノベーションの創出に積極的に取り組もうとしている。その結果、科学技術活動や企業で

の研究開発（R&D）が活発になってきている。特許申請が急増し、2011年にはその数が世

界一になった。そのなかで、高新技術産業園区の企業からの申請が大半を占めると見られ

る。 

 

 

図表 7. 中国高新技術産業園区の売上高・輸出額及び企業数・従業員数の推移（1996 年－2011 年） 

 

（出所）中国各年統計年鑑をもとに作成（1997年－2012年） 

注：1996年～1998年 全国 52カ所の統計データ、1999年～2006年 全国 53カ所の統計データ、 

2007年～2008年 全国 54カ所の統計データ、2009年～2010年 全国 56カ所の統計データ、 

2011年 全国 88カ所の統計データ 

 

このように、高新技術産業園区は、時代、外部環境の変化とともに、進化している。こ

れまでのプロセスを見てみると、発展の段階によって、戦略を変え、資源を重点分野に優

先的に配分する柔軟性をもつ。同時に、政府関係部門は高新技術産業園区の発展に関する

法案と戦略を次々と公布し実施した。関連法案や戦略の充実によって、高新技術産業園区

の健全な発展が促されたと考えられる（図表 8）。そのなかで、1985年に施行された「専利

法」（特許法）はこれまで 1992年、2000年、2008年に改正を実施し、中国での特許出願に

関する規定が定められ、知的財産権の保護を強化しようとしている。2000年に公布された

「ソフトウェア産業と集積回路産業の発展に関する政策」と「ソフトウェア産業振興行動

綱要（2002－2005）」は特に中国のソフトウェア産業の発展に関する促進計画である。また、

高新技術産業園区の発展のための特別優遇政策とも呼ばれる「高新企業認定管理弁法」は

2008年に公布されたものである。ハイテク企業はこの認定管理弁法をきちんと確認し、認
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定条件8を満たせば、申請すべきである。2008 年に施行された「国家知的財産権戦略綱要」

は中国の知的財産権制度における重要なマイルストーンといわれている。高新技術産業園

区の発展をはじめ、中国の経済発展にも重要となる自主創新の戦略を全面に出す中国では、

知的財産権に関する法律の強化が不可欠である。 

 

図表 8. 高新技術産業園区の発展に関する法案 

名称 実施年 発布機関 

中国特許法                     1985 全人代（93年、01年、09年改正） 

タイマツプロジェクト          1988 科学技術部 

科学技術進歩法                        1993 全人代（07年改正） 

科学技術成果転化促進法              1996 全人代 

ソフトウェア産業と集積回路産業の発展に

関する政策                                  

2000 国務院 

ソフトウェア産業振興行動綱要 

（2002－2005）                            

2000 国務院 

高新企業認定管理弁法         2008 科学技術部、財政部、国家税務総局 

国家知的財産権戦略綱要             2008 国務院 

（出所）各種資料、報道、研究報告書をもとに作成 

   注：全人代、全国人民代表大会、日本の国会に相当 

 

4．事例研究 

前章までは、時間と空間を軸に中国の主要な産業クラスターの形成とその特徴を分析し、

中国における産業クラスターの全体像を明らかにした。本章では、事例研究を通じ、産業

クラスターの発展プロセスを考察することとする。まず、環渤海地域における中関村の新

たな発展を考察する。次に地域に根ざした産業園区のブランドの育成について、大連高新

技術産業園区の発展とそのメカニズムを解明する。 

   

4.1「中関村国家自主創新モデル地区」（北京市） 

中国初めてのハイテク園区である「中関村」は中国のシリコンバレーと呼ばれている。

中関村の前身は 1988年に設立された北京市新技術産業開発実験区であり、1999年に国務院

が中関村の開発を促進する計画を公布した。この計画をもとに中関村の発展が加速し、高

い成長を維持している。中関村の 1996 年から 2011 年までの発展をデータでみると、企業

数と従業員は 3,407社と 12.2万人から 15,026社と 138万人にそれぞれ 5倍と 10倍まで増

                                                   
8 認定の基本条件は、商業登記の年数が 1年以上の企業で、売上高に比例する R&D 費用の支出があり、コ 

ア技術に関する知的財産権をもち、全従業員に占める R&D 人員の数が 10%以上、売上高に占めるハイテ 

ク関連の収入が 60%以上の 5つである。 
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えた。中関村の売上高は 304億元から 19,646億元まで増え、65倍にまで拡大した。輸出額

は 2.6億ドルから 231.6億ドルまで、89倍にまで増加した（図表 9）。 

 

図表 9. 中関村の売上高と輸出額（1996－2011） 

 

（出所）中国各年統計年鑑をもとに作成 

  

中関村には 10カ所のサブパークがあり、いずれもハイテク産業を中心とする産業構造の

形成を目指しているが、サブパークごとに主力分野は異なる。具体的に、海淀園は電子情

報と金融サービス分野、豊台園はエンジニアリングサービスと交通分野、昌平園はライフ

サイエンスとエネルギー分野、電子城は情報サービスとバイオ分野、亦庄園は電子情報と

自動車関連分野、徳勝園は R&D、デザインと金融分野、雍和園は文化とコンテンツ関連分

野、石景山園はデジタルコンテンツとアニメ、通州園は光メカトロニクス産業、大興バイ

オ医薬産業基地は名前の通りにバイオ医薬が中心となっている。また、中関村の全体収入

に占める分野別割合（2010年のデータ）を見ると、情報関連はもっとも大きく、47.3%と半

分近くを占めており、続いてコンテンツ関連は 15%、ハイエンド製造は13.3%、新エネは 11.1%、

新素材、バイオ及び環境はそれぞれ 7.8%、4%、1.5%となっている。 

現在の中関村は、国家自主創新モデル地区と中国初の国家人材育成特区の認可を受けて、

新たな発展を遂げようとしている。国務院が 2011年に公布した「中関村国家自主創新モデ

ル区発展計画綱要（2011―2020年）（以下、中関村発展綱要）」には中関村の今後 10年間の

位置付けと発展方針が盛り込まれた。中関村発展綱要の中心は中関村に新たな政策を実施

し、高度人材を積極的に受け入れて、中関村全体の自主創新の能力を向上させることであ

る。具体的に、まず、人材特区の建設をスローガンとして出し、国内外から優秀な人材を

集める。一昔前の外資誘致と同様なスタンスだが、頭脳集積に力を入れ、誘致対象を従来

の資本から人材に変える。中関村における自主創新の向上は人材の強化からという姿勢が
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見てとれる。次に、中関村は「1＋6」政策を講じ、人材が活躍しやすく、柔軟性に富んだ

環境づくりに努めている。「1」というのは、イノベーションプラットフォーム（中関村科

学技術創新・産業化促進センター）の建設である。リソースの合理的・効率的な利用を通

じ、科学技術の研究成果の産業化を促す総合的なサービスを提供できるプラットフォーム

を目指している。「6」というのはさらなる制度改革実行のための 6 つの施策である。すな

わち、研究成果の所有権と収益権に関する改革の推進、企業と個人所得税優遇政策の拡大、

ストックオプションの付与に関する法案の策定と実施、科学研究費の申請や使用に関する

マネジメント改革の推進、ハイテク企業認定弁法の充実及び既存交易市場以外の資本市場

建設の推進である。中関村で全国に先駆けて、このような制度改革を実施することが他地

域の高新技術産業園区の発展にも波及し、影響を与えることは間違いない。 

中関村は既に優れた創新環境に恵まれている。中関村のなかには多くの大学、研究機関

や国家レベルの R&D 施設が集まっている。図表 10 に示すように、北京市にある国家レベ

ルの R&D 施設はほぼすべて中関村に集約され、全国に占める割合も 30%前後となっている。

同時に、中関村は創新への要素投入を積極的に行い、イノベーションネットワークを形成

させ、集積効果を図っている。現在、中関村にいる R&D 人員は約 30万人で、R&D 支出は

約 315億元9である。中国の高新技術産業園区において、中関村の R&D 人員と R&D 支出は

いずれもトップであり、イノベーション活動が活発になっている。 

中関村に入園している企業は R&D 活動を熱心に行うとともに、積極的に特許出願に取り

組んでいる。その結果、企業からの申請件数が安定的に増えている。2010 年の中関村分野

別特許出願と登録件数を見ると、電子情報、ハイエンド製造、バイオ医薬、新素材、新エ

ネルギー及び環境分野からの出願が 13,602件であり、登録件数も 7,837件となった。その

なかで、電子情報関連分野からの出願件数が 7,968 件であり、登録件数が 4,400 件と、い

ずれも全体の半分以上を占めている。 

 

図表 10. 中関村国家レベル R&D 施設状況（2010年） 

R&D 施設種類 数量 (A) 
（カ所） 

 北京 (B) 
（カ所） 

 全国 (C） 
（カ所） 

A / B (%) A / C (%) 

国家重点実験室 84 88 280 95.5 30.0 

国家エンジニアリング技術研究センター 50 54 141 92.6 35.5 

国家エンジニアリング実験室 22 25 85 88.0 25.9 

国家エンジニアリング研究センター 37 39 127 94.9 29.1 

国家認定企業技術センター 31 41 721 75.6 4.3 

国家実験室 9 9 22 100 40.9 

（出所）中関村モデル区 2011年発展報告をもとに作成 

                                                   
9 約 4,725億円、1元＝15円で換算、全国高新技術産業園区の 14%を占める（2011年のデータ）。 
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中関村は高度人材の誘致とイノベーション型企業の育成によって園区全体の自主創新能

力を高めている。さらに中関村の国際プレゼンスの向上に努力し、グローバルイノベーシ

ョンセンターの建設に向けて進んでいる。中国の高新技術産業園区の発展の先兵ともいえ

る中関村の今後の動向に注目すべきである。 

 

4.2大連高新技術産業園区（遼寧省）  

大連高新技術産業園区は前述した「火炬計画」の遂行を受け、1991年に建設が始まった。

20年余の発展を経て、現在の総面積は 35.6km2であり、七賢嶺産業化基地（ハイテク産業と

R&D センター）、双 D港（デジタルとバイオ技術基地）、留学生起業園区（留学経験をも

つ帰国者向けの起業センター）、ソフトウェアパーク（ソフトウェア開発とアウトソーシ

ングセンター）、旅順南路ソフトウェア産業ゾーン（アニメーション製作センター）、龍

頭サブ園区（IC 産業）及び政策園区（管理委員会）から構成されている。そのなかに、特

に 1998 年に設立されたソフトウェアパークは国家級ソフトウェア産業基地と輸出基地10と

して認定され、世界的に有名な情報関連企業も入っている。Friedman（2005）は彼のベス

トセラーとなった書籍「フラット化する世界」のなかで、大連は製造業の中心ではなく、

ナレッジセンターとしてビジネスが活発になり、ビルの上の標識にある GE、Microsoft、

Dell、SAP、HP、Sony と Accenture が全てを物語っている11と評価した。大連高新技術産

業園区はソフトウェア開発と情報サービスアウトソーシングを中心に発展し、情報サービ

ス関連産業において 2012年に中国で初めての 1,000億元規模の産業クラスターを形成した。 

 大連市は中国の東北地方にありながら、海に囲まれ、気候が温暖で自然環境が非常に良

い地域である。同時に中国における重要な港であるため、沿岸部都市として比較的経済発

展が進んできた。大連は昔から日本とのかかわりが深く、親日都市といわれている。その

ため、多くの日本企業が進出している。近年、大連は国務院が打ち出した東北地方の振興

戦略や遼寧省沿岸経済ゾーン発展計画を受け、さらなる発展を図っている。大連は「製造」

から「創造」への脱皮を目標として、環境配慮型の産業育成を意識し、ハイテク産業のな

かでも、とりわけソフトウェア開発を含めた情報サービス関連産業の育成に力を入れてい

る。その結果、2011年に大連市における情報サービス関連産業の売上高は705.6億元（前年

比31.9%増、1998年の約350倍）となり、そのうちの約8割は大連高新技術産業園区の寄与と

なる。図表11は1996年から2011年までの16年間、大連高新技術産業園区の売上高・輸出額

の推移及び大連市の情報サービス関連産業の売上高の推移である。また、大連市域内総生

産（GRP）における情報サービス関連産業の寄与度は2001年の1.2%から2011年の11.5%にま

                                                   
10 2001年に全国 11都市（北京、上海、大連、済南、西安、南京、長沙、成都、杭州、広州、珠海）にあ

るソフトウェアパークを国家級ソフトウェア産業基地として指定した。更に、輸出拡大のため、2003年

に 6都市（北京、上海、大連、深セン、天津、西安）にあるソフトウェアパークを国家級ソフトウェア

輸出基地として認定した。 
11 原文は“Dalian is grabbing business as knowledge centers, not just as manufacturing hubs. The 

signs on the buildings tell the whole story: GE, Microsoft, Dell, SAP, HP, Sony, and Accenture”であ

る。 
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で増加し、情報サービス関連産業の成長は大連の経済発展の柱となりつつある。大連高新

技術産業園区は情報サービス関連産業の発展を中心に、園区全体の業績とブランド力の向

上を強化している。中国のバンガロールを目指し、情報サービス関連のアウトソーシング

先としてさらに知名度を向上させていくと見られる。 

 

図表 11. 左：大連高新技術産業園区の売上高・輸出額の推移（1996年－2011年） 

右：大連情報サービス関連産業の売上高・成長率の推移 (1998年－2011年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）中国各年統計年鑑、大連ソフトウェアと情報サービス産業発展白書をもとに作成 

 

大連高新技術産業園区の発展における重要な要因として、産業クラスターブランドの育

成と官産学連携の推進があげられる。すなわち、大連高新技術産業園区は立地などの地域

優位と経営資源をいかし、産業クラスターブランドの育成に注力している。そのうえで、

官産学連携を積極的に推進していることである。ここで、官、産、学の 3つの側面から

その具体的な展開を分析してみる。 

 「官」の側面を見ると、大連高新技術産業園区の建設以来、大連政府は産業クラスター

の形成における必要な要素を投入し、インフラ整備を行った。一流のインフラ整備は産業

クラスター成功の必要条件である。大連政府は高新技術産業園区のみならず、大連市の都

市機能を整え、良好な環境を切り札に知名度の向上とともに外資誘致に積極的に動いた。

大連高新技術産業園区に多くの企業を入園させるために、税務や金融等に関連する優遇政

策を設けて、立地の魅力をアピールした。園区内に法人税免税、中小企業向けの資金支援

サービス及び帰国留学生向けの起業支援サービス等を充実し、優遇対象を拡大した。高度

人材の誘致のための資金を設けて、人材集積にも力を入れている。また、園区内に中国初

めての知的財産に関するサービスセンターを設立し、個人情報保護において全国に先駆け

て動き出している。 
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 「産」の側面を見れば、企業は世界的な IT 産業発展の潮流や産業移転を見極め、オフシ

ョア開発やアウトソーシング需要を積極的に取り入れている。また、大連は日本との深い

かかわりや日本との近い距離から、日本語を話せる人材が比較的多い。これらの要素をア

ドバンテージとして、大連は早い時期から日本向けの情報サービスアウトソーシングを中

心に全市の IT 産業の発展を推進している。2010年に日本向けの情報サービス輸出は大連の

情報サービス輸出の全体の 9割に上り、大連にとって日本は重要な輸出先である。同時に、

大連は日本市場を一貫して重視しながら、欧米市場の開拓も積極的に行っている。また、

できるだけ多国籍企業を多く集積させ、企業間の競争と協力を推し進めている。外資誘致

とともに、本土企業の育成を念頭に入れ、東軟大連12、華信、海輝等全国でも有名な IT 企

業を成長に導いた。豊富な人材を確保するために、業界主導でより即戦力が高い人材育成

のモデルを作り、東軟情報学院13のような民間大学や大連華信コンピュータ新技術トレーニ

ングセンター等のような職業教育機構を設立した。業界からの視点で企業のニーズに合う

実戦力がある人材を培うのは確かに得策である。 

 「学」の側面においては、一番重要なのは人材の育成や人材資源の確保を通じ、産業の

発展を支えることである。地元の大学は従来のコンピュータサイエンス専攻のなかに新た

にソフトウェア開発専門大学院を設置し、ソフトウェア開発等情報サービス関連の研究教

育を強化している。そのなかで、例えば、IBM と大連理工大学の聨合育成プログラムのよ

うな、企業と大学が協力プロジェクトの形で連携してトレーニングプログラムを設置する

ところもある。また、海外市場向けに情報サービスを提供するには、語学力が不可欠であ

る。そのために、通常の技術系プログラムに日本語と英語の語学力強化コースが取り入れ

られている。IT スキルに加えて語学スキルも習得するパターンは、もはや一般的になって

いる。大連では現在、日本語を学習している人は 20万人いるといわれ、これは競争優位に

なると明言できる。 

 地域の経営資源に根ざし、産業クラスターブランドの育成に取り組む大連高新技術産業

園区は新しいチャレンジに直面している。大連は中国のソフトウェアの中心都市として名

を馳せ、2015年までに情報サービス関連産業の規模を 2,000億元（2011年の 3倍）に増や

す目標を掲げている。その実現には産業規模の拡大や競争力のさらなる向上が重要であり、

人材、特にプロフェッショナル人材の確保と育成も不可欠である。大連高新技術産業園区

は世界中で起きている情報化需要をチャンスと捉え、目標の実現に向けて、果敢に挑戦し

続けるべきだろう。 

 

                                                   
12 東軟グループは中国最大のソフトウェア開発・IT サービス会社で、本社は遼寧省瀋陽市にあり、大連ソ 

フトウェアパークに日本向けの大連開発センターを置いている。 
13 2000年に東軟グループが 60%、大連ソフトウェアパークが 40%の出資で建設、情報関連の専攻を中心 

にコースが構成され、英語と日本語の言語強化プログラムが含まれる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/IT%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BC%E5%AF%A7%E7%9C%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BC%E5%AF%A7%E7%9C%81
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5．全体まとめと提言 

5.1 ディスカッション 

中国における産業クラスターの発展は 1980 年代の深セン経済特区の形成から 30 年余り

経過した。それぞれの経済発展の段階に応じて、中国の産業クラスターは徐々に発展を遂

げてきた。現在、中国政府は産業クラスター発展戦略の重点を労働集約型の輸出製造業ク

ラスターからハイテク産業や環境産業クラスターにシフトしつつあり、経済発展のスピー

ドよりもその質的向上を重視する姿勢を明らかにしている。中国経済は新たなステージに

入ろうとしている。一方、実際の産業構造の調整と高度化は簡単に実現できない。例えば、

労働集約型輸出製造業の国内移動は雇用情勢の悪化を意味するため、地方政府を中心に労

働集約型輸出製造業を温存しようとする。しかし、地方政府による労働集約型輸出製造業

の温存は産業構造の高度化を妨げることになる。こうした課題が解決されなければ産業ク

ラスターの健全な発展は期待できない。 

前章までにおいて、中国の主要な産業集積地である珠江デルタ、長江デルタと環渤海湾

地域の発展の契機、形成の背景及び各々の産業クラスターの産業の特徴を概観した。そし

て、北京中関村国家自主創新モデル地区と大連高新技術産業園区の事例に対する分析を通

して、中国政府が推進してきた高新技術産業園区の発展戦略を考察した。 

中国における産業クラスターの形成は企業主導の先進国モデルと異なり、政府がその中

で大きな役割を果たしている。政府は、とりわけインフラの整備と関連政策の策定におい

て積極的に推し進めている。産業クラスターは、企業の空間的な集積を通じて、情報の共

有、知識・技術の移転及び各々の企業の比較優位の融合に大きく寄与している。その結果、

産業クラスターを基盤にイノベーションネットワークが形成され、イノベーション能力の

向上及び産業競争力の強化につながっている。言い換えれば、産業クラスターにおけるネ

ットワークの形成とイノベーションの強化が相まって、相乗効果が生み出されている。中

関村の事例分析で明らかにしているように、今後の中国の産業クラスターの発展の重点は

イノベーションの強化であり、産業クラスターにおけるイノベーションネットワークの形

成がもっとも重要である。 

同時に、大連高新技術産業園区の事例分析で明らかにしているように、地域の産業クラ

スターの発展には産業クラスターブランドの育成が重要である。地方政府は地域の経済発

展の状況を客観的に評価したうえで、その地域の特徴を活かした育成戦略をとるべきであ

る。すなわち、地域間の重複投資を避け、各地域の比較優位を生かすことが重要である。

これは、他の地域と差別化を図り、地方の特徴を活用しながら、合理的なアピール方法を

考えるべきである。 

中関村国家自主創新モデル地区と大連高新技術産業園区の事例は確かに中国の高新技術

産業園区の成功例であり、すべての産業園区の状況を統括できないかもしれないが、両者

の成功メカニズムの解明はほかの高新技術産業園区の発展に重要な示唆を与えることにな

る。 
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5.2中国進出の日系企業への示唆 

「改革・開放」政策以降、日本企業は積極的に中国に投資してきた。とりわけ、2001 年

中国が WTO に加盟してから、日本企業は、中国を「世界の市場」としてその成長を見込ん

で、中国ビジネスをさらに加速させている。中国が受け入れた直接投資（実行ベース、直

近 3 年間）を見ると、日本からの直接投資は 2010 年に 41 億ドル、11 年に 63 億ドル、12

年に 74億ドルと順調に伸びている。日本は投資金額で 3番目に大きい国であり、日中の経

済互恵関係の構築が望まれている。 

しかし、両国の経済関係は 2012年に起きた「尖閣問題」から影響を受け、2012年 8月以

降日本からの直接投資は月を追うごとに減少するようになった。その影響は直接投資にと

どまらず、両国の国際貿易に悪影響を及ぼしている。2012 年の両国間の貿易額（3,294.5

億ドル）は前年比 3.9%減となった。また、日本経済産業省が 2013年 3月末に発表した海外

現地法人四半期調査によると、2012 年 10～12 月期の在中国日本企業の現地法人の売上高

（514 億 9,430 万ドル、前年同期比 10.4%減）は 13 期ぶりのマイナスとなった。中国で起

きた日本製品の不買運動などの影響を受けたと思われる。今回の状況は、2005年ごろの「政

冷経熱」と異なり、「政冷経冷」に陥っている。これを受けて、日本ではチャイナリスクや

「チャイナ＋α」のような議論が盛んになり、中国ビジネスを縮小あるいは撤退すると主

張する企業が増えている。これで本当に良いのだろうか？日本企業にとり、中国ビジネス

の展開には多くのリスクが伴うのは事実である。ここで、中国から撤退するよりも、中国

リスクをきちんと管理する方策を考察すべきである。繰り返しになるが、日本企業はこれ

まで中国で蓄積してきたノウハウを無駄にして、ここで安易に簡単に撤退することは得策

ではない。 

かつてホンダの創業者である本田宗一郎氏は「三現主義（現場・現物・現実）」を提唱し

た。グローバル時代において、ビジネスの現地化が求められている。日本企業の中国ビジ

ネスの展開にも現地化の意識が欠かせない。しかも、従来と異なる中国進出戦略が求めら

れ、現地化をより一層深める必要がある。すなわち、中国の産業クラスターを活用しなが

ら、進出戦略を築き、「現策・現人・現需」の三現原則に沿った現地化を徹底的に実行すべ

きである。三現原則とは、現地の政策をもとに、現地の人材を積極的に採用し、現地の需

要に応えるビジネスの展開を心がけて行動することを示す。その際、特に強調したいのは、

現地の市場ニーズに合致する商品の開発に現地を熟知する人材の活用が重要という点であ

る。 

中国の産業クラスターの活用において、まず、産業クラスター本位の戦略を採り、中国

での立地あるいは経営資源のリアロケーションを検討すべきである。産業クラスターの競

争優位を再認識し、産業クラスターに内包される経営資源を積極的に取り入れることが重

要である。産業クラスターに資本、人材、関連技術や関連産業が集積しており、こうした

要素をうまく活用すれば、ビジネスをよりスムーズに展開できる。また、各地域にある産

業クラスターのほとんどには優遇政策が設けられているため、こうした優遇政策を重要な
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参考指標にしながら他の要素も加味して総合的に立案したほうが良いだろう。ただし、地

域ごとに、優遇政策が異なる場合も多く、こうした点をきちんと確認しておくべきである。 

次に、ビジネス環境の変化に柔軟に対応できる組織体制を作るべきである。日系企業は

中国の産業クラスターの発展を見極め、ビジネスチャンスの発掘に力をいれるべきである。

より有望な地域で、より有望な分野でのビジネスを展開したほうが効率的である。中国の

産業クラスターの発展を見るとき、時間を軸にする新しい発展段階と空間を軸にする地域

の経済発展の両方においてチャンスを捉えることが重要である。言い換えれば、今後の中

国の産業クラスターの発展において、時間を軸にするキーワードは自主創新（外資企業に

対して、例えば、R&D センターの設立が求められる場合がある）であり、空間を軸にする

キーワードは環渤海湾地域である。同時に、中国政府は深刻な環境破壊状況から、中国に

進出する外資企業に対して、従来の「招商引資」（外資誘致）以上に厳しく選別すると予想

される。中国商務部が 2012 年 1 月から施行した改訂版「外商投資産業指導目録」（以下目

録）からその変化が見られている。同目録には、産業構造の調整・高度化の促進が明確に

掲げられている。その改訂版における重要な変更点をみると、資源・エネルギーを多く消

費する投資や汚染排出が多い投資が禁止リストに追加されたことである。その一方、前掲

図表 2 に示した七大産業やサービス産業関連の投資が奨励リストに追加された。七大産業

の発展にともない、ビジネスチャンスも大きいといわれるが、技術移転を含めより高レベ

ルでの協力が求められている。そして、ハーバード・ビジネス・レビュー（2010年 1月号）

で紹介された、GE（ゼネラル・エレクトリック）が「リバース・イノベーション」を起こ

して、新興市場で開発した製品を先進国に展開する成功例から見れば14、今後中国で「リバ

ース・イノベーション」が起こることに大いに期待できる。その実現のフィールドとして

産業クラスターを活用することは日本企業にとって有効と考えられる。 

最後に、繰り返しになるが、中国ビジネスの展開において肝心なことは徹底的な現地化

である。現在、労働人口の減少や賃金の上昇で大量かつ安価な労働力の利用を期待できず、

中国の「世界の工場」としての魅力が減りつつある。その一方、巨大な人口を擁する中国

が経済成長にともない、消費力の向上に期待が寄せられている。「世界の市場」としての中

国の魅力に惹かれ、積極的に中国市場を攻める企業にとって、現地化こそが勝負のカギと

なる。しかし、中国ビジネスの展開は、さまざまなリスクに直面している。各種コストの

上昇、優遇政策の規模縮小・廃止、外資関連政策や投資環境の変化などのようなリスクが

挙げられる。リスク回避のために、上述したように、産業クラスター本位の戦略で、産業

クラスターに内包される経営資源を積極的に活かすことが欠かせない。そのうえ、「現策・

現人・現需」の三現原則に基づいた徹底的な現地化を実行すべきである。 

 

                                                   
14 インドの農村部向けにインドで開発された 1,000ドルの携帯型心電計と中国の農村部向けに中国で開発

された 15,000ドルという低価格のコンパクト超音波診断装置が米国内でも売れている事例。 
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