
中国総合研究交流センター 第 60 回研究会 速報 ＜2013．5＞ 

 

1 

  

  

  

中中国国総総合合研研究究交交流流セセンンタターー  

第第 6600 回回  研研究究会会      速速報報   

22001133 年年 55 月月    

  

     
 
 
 
 

 
 

  
■ シンポジウム開催報告 ■ 
「どのような企業が中国から離れるのか？中小企業の視点から」 
 
日 時：2013 年 5 月 16 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 

最近のマスコミ報道では、「外資企業の中国離れ」がよ

く取り上げられるようになりました。特に、日本の中小

企業の中国離れが加速しているようです。主な原因は、

中国の人件費高騰、政治リスクなどに対する憂慮など、

投資リスクを分散し、中国依存を減らすためなどが考え

られます。一方、価値連鎖の国際分業のなか、日中企業

間の補完関係は強く、日 中間の戦略的協力は中小企業に

とっては大きなチャンスになるという考えもあります。

どのような企業が、どのようにして中国で生き残れるの

かを、国際分業の視点からお話したいと思います。 

 

【講師紹介】 

袁堂軍（ゆぁん たんじゅん）氏 

復旦大学アジア経済研究センター主任／国際金融報研究院学術院長 

 

[略歴] 

2004年一橋大学経済学研究科博士課程修了、一橋大学経済学研究科助手、日本学術振興会

外国人特別研究員、一橋大学経済研究所特任准教授、復旦大学経済学院准教授を経て、2011 

年 9月より現職。 著書に『中国経済の発展と資源配分 1860-2004』（日本語、東京大学出版

会／2010 年、第 5回樫山純三賞受賞）、『制約を突破－アジアの未来』（中国語、主編／2013

年、復旦大学出版社）、論文に「 中国企業の生産性水準研究」（中国社会科学院『経済研究』）、

「製造業のアップグレードには苗を手で引って助長するな」（解放日報「新論」）など多数。 
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２．講演録および講演資料 

 

【開会・講師紹介】 

（JST中国総合研究交流センター 倉澤副センター長） 

 

これより第６０回研究会を開催する。本日は蒸し暑いと

ころたくさんの方にお集まりいただき感謝申し上げる。 

今日のテーマは「どのような企業が中国から離れるの

か？中小企業の視点から」である。これまでだと「どのよ

うな企業が中国へ進出するのか？」というのがテーマだっ

たが、今回袁先生からいただいたテーマは「離れる」方で

ある。まずは袁先生のご紹介を申し上げたい。袁先生は現

在、上海の超一流大学である復旦大学のアジア経済研究セ

ンター主任、国際金融報研究院学術院長という重要ポスト

に就いておられる。2004年に一橋大学経済研究科博士課程

を修了され、一橋大学経済学研究科助手、日本学術振興会

特別研究員、一橋大学経済研究所特任准教授、復旦大学経

済学院准教授を経て 2011 年９月より現職。日本語の著書

では東大出版会から出た『中国経済の発展と資源配分』が

ある。 

最近のマスコミ報道では“中国離れ”として外資企業が

中国から離れていることをよく取り上げているが、特に日

本の中小企業の中国離れが加速していると報じている。聞

く範囲では、中国の場合撤退することにも厳しさがあり、

色々な問題があるようである。今日のテーマではその辺り

についてもお話いただければと思う。中国離れの主な原因

として中国の人件費の高騰、政治的リスク、これに加えて

最近の円安なども影響しているのではないかと思うが、投

資率を分散して中国への依存を減らすという需要も考え

られるのではないか。またその一方、日中の企業間におけ

る補完関係は強く、戦略的な協力という意味においてはこ

れからがチャンスという面もあるのではないかという考

え方もある。そうした中、どのような企業がどのようにし

て中国で生き残れるのかということを国際分業の視点か

ら講演いただけるということで、非常に興味深いところで

ある。今のデフレ生産、アベノミクスなどについても袁先

生のお考えを伺えれば幸いである。 

 

 

【講演】 

 

先程倉澤副センター長からもあったように、今回の講演

テーマはどのような企業が今後中国でやっていけるかと

いう話である。2008年の金融危機以降、中国から撤退しよ

うという動きはヨーロッパの方から始まった。例えば大手

シューズメーカーの adidas は中国からベトナムに移り、

最近では Google も中国から撤退した。日本の場合は昨年

９月、尖閣諸島問題による摩擦から、中国から離れようと

いう話が出てきた。マスコミはインターネット上で口喧嘩

のような報道合戦をしているが、中国側の反応は日本に撤

退してもらって構わないという姿勢。が、そのような報道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が流れていても、事実としては今でも多くの日本人が中

国に進出している。様々な問題から中国撤退した企業も一

部あるが、ヨーロッパ、韓国企業に比べると、日本企業の

撤退は少ない。昨今の中国経済の変化、世界経済の状況な

どもあり、これからの企業活動をどのように戦略的にやっ

ていくかということが、中国との関係における考え方にな

る。 

 

 日本、中国両国の国際経済学研究者の共通認識の一つに、

“グローバル・バリュー・チェーン”の視点から各国企業

の協力関係を見直すというものがある。その背景として、

2008年の金融危機の大きさが挙げられる。金融危機以降に

アメリカ、ヨーロッパで取った経済政策は自国の需要を取

り戻すという狙いがある。2001年に中国がＷＴＯに加盟し

てから１０年以上経過したが、2008年までの世界経済はグ

ローバル化を主流としていたものが、2008年以降は保護主

義に転じている。 

 

今日の報告構成として、はじめに外資企業の中国離れは

マスコミの大騒ぎのしすぎではないかということ、次に中

国におけるビジネス上のリスクはどこにあり、それがどの

ように厳しくなっているのかをアジア諸国と比較しなが

ら見ていきたい。３番目には国際分業の現状と、国際分業

の観点からみた中小企業の今後の動きについて、そして最

後に結論を申し上げたい。 

 

 さて、企業の中国離れをみると、日本では尖閣諸島問題

のあった昨年９月以降、政治リスクを強調する傾向がある

のに対し、ヨーロッパの傾向は経済的な問題意識が大きい

故と思われる。数字からも分かるように（資料２．中国に

おけるビジネス上のリスク）、中国の賃金は毎年１５％程

度上昇を続けている。但し、本図のデータは天津、上海、

北京、深センという、中国国内においても賃金水準が高い

地域の数字であるところであることに注意しなければい

けない。ここで言われるリスクとはベトナムなど他国と比

べた賃金が相当高いということだ。例えばカンボジアで３

００元のところを中国では２０００元に到達している。解

放以降の中国経済で一番競争力を持っている繊維紡績業
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には労働が集約するため、傾向が比較的はっきり出る。低

コストの労働賃金を狙っている企業にとっては大きなダ

メージに見えるだろう。 

チャイナリスクの２番目に挙げられるのは人民元の切

り上げである。2005年以降、元対ドルは３０％上昇してい

る。その背景にはドル安や円安政策といったものがあり、

この傾向が続けばもっと上昇する可能性がある。これは中

国に立地する貿易を中心とする企業にとっては圧力とな

るだろう。 

３番目には外資企業に対する優遇措置が挙げられる。こ

れは外資企業を中国に誘致するための政策としてとられ

ていたが、2007 年に変わり、2007 年以降新規参入する外

資企業への税金免除制度が無くなってしまった。それまで

に参入していた企業には 5年間の猶予があったが、丁度今

年は５年目の 2013 年にあたり優遇措置が全く無くなる。

これも大きな影響となるだろう。 

もう一つリスクというと、特に日本にとっては政治的摩

擦の影響が考えられる。いわゆる政治問題である。中国は

マスコミやインターネットの情報規制が非常に厳しい。国

が保護している石油産業などは市場に任せていないため

公平な競争対応が取れておらず、情報制約の影響で中国か

ら撤退することもある。例えば配送業。最初に参入した日

通がなかなかうまくいかない。配達屋さんに対する信頼が

足りなかったり色々と合わないことがあったりして市場

に入りこむことができない。特にサービス業では制度的な

違いが影響する。 

話を戻し賃金水準からみてみよう。これは 1950 年から

最近までの中国の平均賃金について、日本を１としてみた

ものである（資料 2.1 中国の賃金水準）。1950 年代の紡

績業を見ると、賃金レベルは日本と同じような水準だった

が、これがだんだん下がっていく。この主な原因は日本の

賃金レベルが上昇しすぎたことにある。日本における賃金

が84年頃まで急速に上昇したため、この水準差となった。

ここ最近で一番賃金水準の高い機械産業や食料品の数字

をみても日本の５分の１程度。大卒技術者の給与レベルで

例えると、中国のエンジニアは上海で 5,000 元/月、内陸

部 で 2,000-3,000 元 ぐ ら い の も の が 日 本 で は

180,000-200,000円/月。日本における賃金が上昇したこと

による圧力もあったといえるがそれは本当の理由ではな

いと思う。中国の 1人あたりの労働生産性が日本の５分の

１であれば、コストでみた賃金は日本と同じになる。例え

ば島根県にある富士通のノートパソコンの組み立て工場

だが、生産ラインを国に戻すという。日本人スタッフ 1人

の労働生産性が中国人８人に相当する。つまり中国での生

産性は日本の８分の１、対して給料は５分の１。生産性が

賃金に相当するかどうかというのがポイントだ。明らかに

中国の生産性は低い。 

 

賃金に対して敏感になっている理由に、習近平新政府の

所得倍増計画がある。フルタイムやサービス業の従事者数

はそう多く無く、街中には人が溢れている。現実として一

日あたり３～５時間くらい働く人が多い。この労働力が開

放されれば、労働供給面としてまだ 10 年は余裕があると

思われる。賃金を上げて中国リスクをどうにかするかとい

う話だが、中国ではこの５年間で年平均１５％の賃金上昇

がみられ、公式統計となるサンプル調査もほぼ同じ結果を

出している。一方、2012-2013 年のジェトロの調査ではベ

トナム、インドネシアの最低賃金上昇率が３０％以上ある。

賃金リスクという面において、中国は他のアジア諸国と比

べてそう厳しいとはいえないのではないか。これは将来の

生産拠点として選ばれるインドネシアやベトナムなどに

おいても賃金の上昇ともに直面する問題となるであろう

ことが明らかである。 

 

中国では制度的な問題、知財権の問題などいろいろある

が、他国と比較したとき、インフラ整備は比較的良い方だ

といえる。例えばこの１０年で高速道路は随分整備されて

いる。今年の 1月から 2月、上海西北部の南通市へ調査に

行った。日系企業はそう多くなく、ここに立地する企業の

殆どは蘇州から移転してきている。環境規制が厳しくなり

追い出されてしまった、化学工場を規制の緩かった南通市

が誘致し企業移転が行われた。が、その後南通市自体も規

制が厳しくなった。そこで企業の管理職は南通市に住居を

持たず、上海から高速道路で 2時間かけて通勤するように

なった。上海からは蘇州や南京にも行くことができ、週末

も生活しやすい。こういったことも一つのインフラ整備と

いえる。 

もう一つには労務上の問題があり、企業と対当する労働

組合が増えている。昨年 9月の尖閣諸島問題から、日系企

業についてはそれが感情的に拡大されている感じがある。

しかし全体的に幾つかの東南アジア諸国を一つのグルー

プとして中国と比較してみると、リスクとしてはアジアの

方が厳しいのではないだろうか（資料 2.2 新興国におけ

るビジネス上のリスクとの比較）。 

 

中国から離れる理由としてジェトロの調査資料（資料

2.3 中国から離れる理由）をみてほしい。一番左に挙げ

られているコスト面。先程のノートパソコンの組み立て工

場の例のように、確かにコストは上昇している。生産ライ

ンが機械化されれば機械設備と少ない労働者で節約がで

き、中国でやるよりコストは下がる。人件費から考えても

「中国は高い」となる。  

次に法律や規制が整備されていない点。中国は人脈で会

社を作るのが通例となっているため、法整備がないと外資

だけなく全ての中国企業に同じような問題が生じる。 

最後はカントリーリスクの高さ。2013年３月の調査なの

で９月の尖閣事件の影響が大きく出ていると考えていい。

チャイナリスクとしての政情が問題視されている。 

このように一部厳しいと言われてはいるが、現実的には

多くの国が中国に進出しており、逆に挙げられている中国

参入のメリットが面白い。先程、離れる理由としてコスト

高があったが、メリットにおいても生産コストの比較優位
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性が挙げられている。全く矛盾しているようだが、よくみ

ると大企業より中小企業の方がコスト面における中国メ

リットを感じているというデータだ。産業が違えばコスト

に対する視点も違う。 

次に“市場規模”。特に大企業の８割以上がそれをメリ

ットとして挙げている。中小企業でも６３％ある。アジア

地域生産ネットワークではアジア地域以外への外需の拡

大をみて、アジア経済全体を含めた中国経済成長という結

果になったが、金融危機の発生により外需は減少した。ア

ジアで生産したものをどこにおろすかということになる

と内需となり、中国も内需に転換しようと大騒ぎである。

中国の GDP は 4000 ドルを超えており、国際比較が可能な

規模であるが、上海など一部地域では中所得レベルまで達

している。中所得レベルに達すると、消費者の消費パター

ンは急変する。量より質、食事も量をたくさん食べるより、

味や栄養がいいものを好むようになる。日本の飲食店が上

海のあちこちにできているが、味や作り方、店の雰囲気ま

でも日本と殆ど同じ。普通の定食も日本と大体同価格で

800 円程度と高くない。上海にいてこういう店がたくさん

あるのをみていると、中国は本当に反日なのだろうかと思

えてくる。大学の学生たちに聞いてみても街中で日本語話

す抵抗は全く無いと言う。テレビでみる反日報道でも上海

は出てこない。出てくるのは大体内陸部、西安などのよう

な制度や適用が無い地域だ。 

 

昔は地域労働主義だった。開放以降も地域ごとによる集

中産業はあるが、全ての産業が中国国内にある。農産物か

らサービス、製造業の中でもごく簡単なものからハイテク

まで全て輸出している。産業集積構造からみると、それが

中国の産業発展を支える一つの重要な点だ。 

日本企業の中国進出は 80 年後半～90 年頃から本格的に

始まり、特に 92 年に動きがあった。この頃日系企業が大

量に進出したが、当初は大企業が中心であった。大企業は

大規模生産を狙うため、資本集約的で初期投資が大きい。

しかし大きな工場を建て始めてから本格生産活動に入る

までには 10 年程度かかる。鉄鋼産業など長いものについ

ては 20 年、例えば上海にある工場はいまだ建設途中だ。

つまり市場を確立するまでに 20 年かかる。90 年の進出時

から計算すると、進出、投資し、固定資産があり、最初の

初期費用を平均コストまで下げるためにこれからが本格

生産を拡大する時期となる。つまり、今撤退するとコスト

だけが出て回収ができないということ。まるで拘束されて

いるようであるが、投資だけして回収できないとなるとど

うだろうか。日産自動車はコストだけかけて撤退したがこ

れは戦略的な間違いでは無かっただろうか。今の自動車産

業をみると日産はホンダ、トヨタに負けている。投資コス

トを回収するまでには結構な時間がかかるため、そこまで

は頑張らなければいけない。これは大きい。大企業が生産

拡大する時は裾野産業への需要が増える。トップの大企業

から一連の子会社、下請け企業があるが、安定的かつ高品

質なサプライヤーのサポートがあれば大規模生産は本格

的に動く。そういう意味で今は微妙な段階に入ってきた。 

 

資料2.5に先程述べたチャイナリスクや中国からの撤退

も含めた戦略的選択をまとめた。現在の日本企業の戦略と

して、少なくともメディアで公開されているようなものは

チャイナ・プラス・ワンという戦略をとるべきだというの

が一つ。2001 年から 2002 年頃、内閣府や経済担当部署な

どがザッとみている。リスクは大きいという話もあるが、

最近よく言われるチャイナ・プラス・ワンという考え方。

金融危機の影響や東日本大震災の影響もあり、サプライヤ

ーの安全という面から日本から出す要因もある。リスクを

中国から分散させる意味もあり、これは主張として正当化

できる。どんな環境でも安定成長がのぞめれば、社会不安

があったとしても企業としてはやる意味がある。 

次にチャイナ・パッシングという選択もある。学術用語

ではないが、中国から離れるという意味で、完全に中国に

対立姿勢を取っている人が考える選択だ。世論やマスコミ

に影響、左右されており、後述するが、ここは慎重に検討

する必要があろう。 

第3として日本は既に大規模に参入してはいるが、中堅、

中小企業がまだ出遅れているのではないかという視点で、

中堅・中小企業は更に中国に参入すべきということ。海外

進出する企業は生産性が高く、日本では大企業が中心とな

るが参入コストがかかる。これを下げるため、中小企業を

連れてくれば日本の生産システムと戦略的に合うのでは

ないか。中堅企業の技術力は大きい。 

 

今日の主要な話となる“グローバル・バリュー・チェー

ン”、これは国際経済学の分野でも国際貿易実務でも使わ

れている用語である。 

サプライ・チェーンとは関連会社や産業内での分業体制

における供給体制。企業は違うがグループ会社であったり、

企業の取引相手としてやり取りする。 

バリュー・チェーンは各生産工程、つまりデザインから設

計、サンプル作り、開発、製品化、販売までの全部のプロ

セスを細かく分けて競争力の強化と上昇を目指すもので、

国際投資分野でも良く使われる概念である。企業はサプラ

イヤーに対して国内海外の区別なく、グローバルの視点か

ら資源調達する。多国籍企業は世界中に投資している。例

えば米国の iphon、ipadをみると、幾つかの国がパーツを

提供し、販売とデザインはアメリカである。サプライ・チ

ェーンのニュアンスは“外注化”。日本は全世界に比べて

ここが弱く、なるべく全てを国内でやってしまおうという

向きがある。例えば韓国のサムスンはバリュー・チェーン

ができるが、日系企業はサプライヤーとしてサプライ・チ

ェーンが偏っている傾向がある。しかし、資源が違うのだ

から、各工程において競争力も異なる。ここを細かく分け

て競争力のあるところへ頼むということが国際競争力に

繋がる。こういった国際的志向が日本企業は弱いという印

象を受ける。チェーン構築のため、サプライヤーの特性、

資源のコストなど、諸問題などを全部俯瞰した上で、どこ
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に生産拠点を作るかを決める。日本企業はヨーロッパ企業

に比べてアジアでの地域特性がある。国際経済の流れから

みると 2001 年に中国がＷＴＯに加盟したことは大きく、

バリュー・チェーン方式で拡大している。2001年から最近

まで中間財貿易が拡大していることがその証拠であろう。

日本のサプライ・チェーンは偏る傾向があるが国際分業に

参加している日本企業も中間財貿易をメインに拡大して

いる。日本の貿易輸出総額の中に占める中間財の割合を見

ると、最近では６～７割が全て中間財となっており、素材

や部品である。輸入はもっと多く７０％。これは日本にお

ける生産が海外と緊密につながっているということだ。部

品も含めてフルセットで作るのではなく、分業体制で調達

している。2001年から最終材の輸出はそれほど増えてはお

らず、中間財が中心になっており、一番多いのが電子機械。

最終材では自動車が一番でダントツに大きい。世界の需要

は拡大しているが日本の電子機械の輸出はほぼ横ばいで

あまり変わらず、既に日本も国際分業の中に入り込んでい

る状況を示唆している。ここで、経済的補完関係や関連度

合いをどこと強く結んでいるか。アメリカと中国の貿易を

みてみると、はっきり出ているのが対中国の純輸出である。

特に 2001 年にＷＴＯに加盟したことが転記になり急速に

進んでいるが、最終材はむしろ中国から輸入している。最

近の代表的な例はユニクロだろう。 

2001 年から中国が参入しアジア国際分業体制が形成さ

れつつあるが、対アメリカ輸出は中間財も最終材も急速に

減っている。日本から中国への輸出をみると、日本の強み

である電子機械といった国際分業における製作工程が長

いものになっており、部品が主な産業で、輸入もそうなっ

ている。日中間において電子機械は切っても切れない深い

補完関係を築いていて、ここを考えれば中国を離れるか新

規参入するか大よその結論が出るのではないか。しかしな

がら食品は危なくなってきている。日本に輸出する食品は

殆ど山東省の日系企業がやっているが、最近の金属成分問

題後、生産されたものをどこに売るかというと日本ではな

くヨーロッパに売っている。ヨーロッパではとある指標の

基準が日本より低いのだ。食品市場の行く末はどうなるか

というところだが、いずれにせよ、貿易数字から分かるこ

とは日中間産業関係が緊密であるということだ。 

 

今日は理論的な話は省略する。問題は国際分業体制に入

ったあとに日本におりてくるかということだ。外国に頼む

かどうかのポイントは競争力だが、分業化したら日本ほど

ダメージが大きいのではないかという疑問があるようだ。

中国から撤退しようという話はおそらくここに理由があ

るのかもしれないが、しかし問題は分業体制ではなく、国

際分業から生じる利益を日本に還元する体制や制度がで

きていないことが大きい。日本の最終製品に対する世界需

要は輸出拡大につながるが、95年以降、最終材より中間財

の方が輸出のメインとなっている。その中でも特に中国の

国際分業による中間財が増えているのだ。 

これをどういうふうに解釈するか。国際分業に参加する

ことによる日本経済へのマイナス影響をどう説明するの

か。国際分業の利益を考慮せずともよいのか。生産基地が

海外、特に途上国に移転され、日系企業が途上国に入り、

最近は生産部品を現地調達している。しかし中国には品質

問題があり、供給品が日本の基準に達していない。納品物

の５０％が不合格という例もあった。そうなると誰がその

穴を埋めるか？こういうことから国際分業によって生産

性が低迷したということになる。 

ヨーロッパと比べアジアは経済関係を先に緊密にする

が、自由貿易協定などの経済制度が遅れている。大企業は

国際分業に参加することによるメリット、つまり各生産工

程のコスト削減を大きくみる。日本で調達する中間財や生

産品は価格が高いから、それを捨てて現地調達するように

なる。これは明らかに 90 年代からの大きな転機で、大企

業の生産効率は右肩上がりに上昇している。反して中小企

業の高密度生産性は下がっている。技術のある自動車部品

の工場が最後に焼肉の鍋を作るという話が象徴するよう

に、中堅企業の生産ラインが大企業から切り離され、しか

し外に出ることも出来ない。円高が進んでおり、非常に苦

しい状況に、そのような全体構造もあり、結果として日本

の資源配分の効率性が大幅に落ちている。 

 

日本の製造業の生産性の要因分解は４つに分けられる。

一つは参入効果。元気な企業が入ってくると業界全体が活

気づく。２つ目に再配分効果。資本や人が元気であれば経

済も元気である。 

3 つ目に内部効果で、企業が自助で頑張ることによる効率

アップ、ひいては生産性のアップ。 

最後に退出効果として、ダメな企業には潰れようがどんど

ん出て行ってもらうという。面白いことに日本にはゾンビ

企業がたくさんあり、企業に元気がなくてもかろうじて残

っている。その大半は 80～90 年代に頑張った中堅企業で

ある。生産能力も技術も全部あるのだが、環境が厳しくな

ってしまった。全てが相互効果であり、日本国内における

資源配分による新陳代謝が機能できていない。 

上の方の企業が海外に進出し、中間あたりの企業が残さ

れる。つまり日本は国際的に頭と足の部分が外に出てしま

う。自分の技術を持っている中小企業だけが日本国内に残

される。それではどうしようもない。この 10 年、製造業

は大企業が中心で元気があり、非製造業では生産性が上が

っていない。トータルでアメリカを１とすると日本は一番

のピークだったバブル崩壊直前の 90 年台後半が一番元気

良く、その後はどんどん競争力が落ちている。それで日本

は何を頑張ったかというと給料カット。これはもう最悪の

事態だが、それで何とかギリギリ頑張ってきた。 

2001 年は節目の年で大量の途上国がＷＴＯに加盟した。

が、外に出る中小企業はわずか１％である。足も頭も外に

有るのに身体だけ残している。中国には電子機械、金属な

ど国際分業しやすい産業で分業体制が出来ている。ビジネ

スチャンスとして活かせる生産拠点、サプライヤーとして

他に魅力ある地域はどこにあるだろうか。マスコミは中国
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経済はもう駄目だ、政情スピードもダウンしていると言っ

ているが、どの国も高度経済成長期が終わり安定成長期に

入るか入らないかの辺りが一番のポイントだ。成長率が 2、

3％落ちてもそう問題ではない。４月１９日に出されたＩ

ＭＦの予測としても中国の経済成長はまだ牽引力がある

とされており、その構図は変わっていない。また、中国の

フルセット体制や基盤安定度、産業の充実度は他国と比較

しても全然違う。インドはＩＴ関係や通信業、ソフトウエ

ア開発はいいが、他の製造業の力は無い。中国はこの３０

年間の海外からの受注生産の結果、熟年労働者と技術の蓄

積が大きい。さらにここ１０年は鉄道と高速道路などとい

ったインフラも全国に整備している。大規模な中国投資が

生産確定するタイミングに入ってきている丁度今こそ、下

請けとしての中間企業の出番といえるのではないか。 

これから考えるべき問題は、国際分業を進化させる時、

どうやって利益を得るか、日本に還元させるかということ

であろう。中国における中間部品の輸出拡大の要因状況は

日本とは違う。例でいうと、iphoneは中国製と表記されて

いるが部品は他の国のものであり中国の製品ではない。国

際分業として外注を受け作っているだけである。輸出企業

の分業利益が誰に分配されるか。中国はＷＴＯ加盟以降、

アジアネットワークに参加し、組み立て生産を拡大した。

しかし輸出は部品中心。ここで中国から輸出するのは５割

以上が外資企業。iphoneの輸出にしても中国の付加価値は

低いといえる、が、何が中国のメリットになるかというと

労働雇用機会の確保である。国際分業に参加しバリュー・

チェーンに入りこむと産業面での学習効果も出てくる。サ

ムソンも最初は殆どアウトソーシングだったが、学習効果

による産業のアップグレードは大きかった。そういう意味

では共によい結果を生み出すと思われる。 

 

次に市場としての魅力、“Ｂ to Ｃ”。上海では日本製品

に対する序列があり、実際の消費行動にこれが現れる。 

PM2.5.問題が発生した時、“空間ブローカー”という日本

製マスクの機能性から皆が欲しがり、マスクとしては高額

商品だったにも関わらず “楽天”経由でダンボール買い

された。中国でもすぐそのコピー商品を作った。（会場笑）

しかし消費者はコピーを買わずに日本から買う。中国でも

消費者は合理化しており、良いものを選ぶようになってい

るのだ。 

先日トヨタよりインタビューを受けた際、尖閣問題の影

響も話題に出た。私の判断は心配不要というものだ。政治

的摩擦の影響は他少あるだろうがトヨタは事前に在庫調

整をきちんとやるだろうし、政局問題は永遠に続くもので

はない。では何故売上が戻らないかというと、それは別の

理由による。日本車が売れない理由は戦略ミスであり島の

問題でないのだ。 

都市部の車の購買パターンの主流でみると、10万出すな

ら 20万出して見栄えのいいものを買う。お金が無ければ 3

～5 万の（中国）国産車。時流としてドイツメーカーが上

昇しているが、これが 30～60 万で一番売れる価格帯とな

っている。値段設定として中国消費者の特徴をトヨタがつ

かんでいないということ。加えて地域特性も強く影響する。

上海では 10 万の車でいいかもしれないが、パワフルな車

を必要とする山岳地帯でカローラは売れない。市場をみた

戦略が大事になるのである。所得階層の形成と量から質へ

という消費の変化を見据える必要がある。 

先日、上海で国際ギフト展示会があったが、日本製であ

ればそれが品質保証となり売れる。例えば日本でなかなか

売れない京都の高額工芸品が中国で売れる。消費能力のあ

る層が出来ているのだ。 

日本の中堅企業がアジア進出した時、取引先が何を選ぶ

か。同じ中小企業と連携して一緒にやるのかもしくは野心

的に大企業と繋がろうとするのかという選択が出てくる。 

中国は日本とはスケールが違う。日本国内の生産規模を

１とするなら、戦略的に 10 倍 100 倍に拡大した方が中国

マーケットに合う。そこでお金を誰が出すかということも

ある。海外に行くしかないとする労働集約的な企業もある。

ここで中国の大市場を狙うべきだと中国に参入する企業

が加速的に増えている。 

 

今日のまとめとして。 

企業の中国離れは今の国際経済の流れ的に、金融危機以

降の再調整的な現象に過ぎず、大騒ぎするべきではない。 

中国から出るかどうかというところについて、賃金上昇

する労働集約産業では、内陸に移転できないなら第３国に

行くというのもいい戦略的に良い選択ともいえる。 

また中堅企業が利益還元をどう日本に持ってくるか。 

米国デトロイトには中国系の自動車関連会社がたくさ

ん入っているが、地域では長い間蓄積された自動車に対す

る知識もあり、工場でなくとも進出が歓迎されている。自

動車取引の貿易会社や工場以外のあらゆる関連会社のお

かげで現地の雇用は改善されつつあり、同時に産業規模が

拡大されている。日本の中小企業で見られるような空洞化

の心配もない。日中間でこういったハイレベルの構造を実

現できるならお金の流れも変わり、日本にも付加価値が還

元され、産業活性化に繋がるのではないだろうか。 

 

とりとめのない報告となったが、本日はご清聴ありがと

うございました。 
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【質疑･応答】 

 

（フロア１） 

中小企業の進出についてお伺いしたい。私は金型を作っ

ており既に中国で 23 年やっている。我々の顧客の 7 割以

上は中国国内でも中国メーカーとなる。日本企業は中国現

地企業と同じ土俵に立てず競争にならない。技術が同じと

しても人数的に日本が 50 人のところを向こうは 500 人と

全く歯が立たない。つまり製造業は中国では厳しいのでな

いか。“ＢtoＣ”の中国の消費者向けであればまだメイド・

イン・ジャパンのブランドがあるが、製造業から見ると、

日本の工場技術と中国の工場技術は全く変わらない。機械

も同じであり、中国のレベルの方が全然上と言わざるをえ

ない。つまり、特別な技術でも無い限り、中小の製造業が

今、中国に 100社行っても殆ど駄目なのではないか。中国

に参入する中小企業といってもその分野ならいいのかご

見解を伺いたい。 

 

（袁） 

いま仰られたところは非常に問題視されている部分で

ある。2006年頃に報映された NHKドキュメンタリーがある。

金型産業において中国からの技術研究生を多く受け入れ

たが、彼らの帰国後、金型産業は中国の重点産業に選定さ

れたことにより、日本より優れた先端機械に資金を投入、

導入し、大規模な金型産業を構築した。一方、日本では古

いシステムを使い続けているところもあり、2008年前後か

ら中国での標準化もあって生産スピードも生産規模も歯

が立たなくなってきた。番組では、機械で標準化できるも

のは競争力を失うと結んだ。仮に競争力があった場合でも、

大量生産自体の分業利益はそう大きくないため、資本が勝

負となる。野心的な金融支援が必要となり、日本より大き

なターゲットを狙わないとやっていけない。つまり機械以

外のアイデア部分が勝負となる。例えばオリンピックの陸

上競技で使われる鉄球など、機械をいくら利用しても作り

難い、蓄積された人的技術や人的資産がものをいう製品分

野などはいいだろう。 

  

（フロア２） 

本日いただいた先生のお話に非常に感銘している。大変

勉強になった。 

日本の中小企業が中国に進出していくべきであるとい

う主張について質問がある。様々な技術力のある中小企業

が中国進出した結果状況を調べると、多くの場合、中国に

技術を盗まれ、経営が殆どうまくいかず屍累々となるケー

スが重ねられていると聞いている。これは知的財産権の保

護と権利行使に係るライセンスビジネスが中国では非常

に難しいからではないだろうか。先程の金型事例のように、

製造業はモノがあれば経営のやり方があるが、ライセンス

ビジネスは“契約”であり書面上の約束事が非常に重要と

なる。が、こういうビジネスが中国では難しい。中国の法

律事務所も含め、ライセンスビジネスをきちんとしてくれ

る中国のコンサルティング企業が非常に少ないのではな

いか、これを拡大しないと日本の中小企業は安心して中国

に進出できないのではないか。この辺りについてご見解を

伺いたい。 

 

（袁） 

先程いただいたご質問と関連した良いご質問である。 

特化した技術をもつ中堅企業を守る方法があるかどう

かという話であるが、仰る通り、この分野について中国か

ら立ち上がるもの少ない。確かにコンサル系は現在急速的

に増えてはいるが、交渉能力や情報に関する諸問題があり、

ライセンスの売買や強化というところがそう多くはない。

このような状況下でうまくやっているのはヨーロッパ企

業で法律整備に向き合っている。またこれは中国だけでな

く、東南アジア諸国でも対面している問題だ。中小企業に

とって、ライセンスを守るのは身を守る大切な方法である。

しかし現在、ＴＰＰの関連もあり、投資的な国際契約を重

視する方向に動いている。投資重視ということは、知的財

産権やライセンス規約を改善するという方向につながる。 

中国ビジネスについては中国のみならず日本や韓国も

同じ問題を抱えている。中国のＴＶ番組にもあったが、日

本人や韓国人が６年間中国に暮らしても中国語が話せな

い。一方でヨーロッパ人は 1年程度で方言混じりの中国語

を話すようになる。これはつまり、交渉のためにコミュニ

ケーション能力を有する人材が足りないということだ。日

本で法律を勉強した中国人学生が日本企業に就職せずに

帰国し、日本と中国の法律、経済ビジネスに集中してきた。

このように需要と供給がマッチし、法的コンサルタント事

業が一つのサービス業として増えていくのではないかと

みている。 

 

（フロア３） 

2005 年から 2009年まで、中国の某有名電気企業に携わ

っており、台湾から中国をみていた。当時の印象として、

中国は知的集約型の組織的ものづくりが出来ていない。日

本の中小企業が現地の会社と一緒にやろうとする時に、中

国側の準備が出来ていない。その辺りいかがだろうか。ま

たリーマンショック以降、中国の家電メーカーの生産性は

それほど上がっていないのではないかと思う。肝心なとこ

ろを良く知らず、中に入り込んで一緒にモノづくりをする

ということをしていないのではないか。この５，６年みる

に、世界市場では中国メーカーは落ちぶれているという印

象を受けるが実際はどうであろうか。 

 

（袁） 

質の問題で言えば確かに日本の家電製品レベルに達す

るものはそう無く、進歩しているとはいえない。機能的に

は正常だがメッキが悪いとかいうこともある。しかし多少

の製品問題があってもマーケットが確定しており生産量

もある。輸出消費層は先進国より途上国がメイン。現地生

産で 3倍とはいわないが 1.5倍売れればマーケットが獲得
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できる。バリュー・チェーンという価値連鎖の中で、中国

での生産部分を日本の技術のように精密にすることは必

要で、ここを乗り越え良いものを作っていかないと不都合

が出てくるだろう。 

 

（フロア３） 

大企業はいいだろうが、中小企業が参入した場合は中国

側の企業が開発システムを準備しないといけない。この開

発には 3年から 5年程度はかかる。つまり中長期計画を立

て、関係部品を関係する供給業者の方々と研究する。中国

企業の風土もあるかもしれないがここらへんが簡単では

ない。 

 

（袁） 

先の経済危機もあり、丁度今は悪いものが晒され良いも

のが残されと、中国もどう競争力をつけるべきか分かって

くるタイミングである。やり方としては先のライセンス問

題もその一環であるし、部品のパッケージ化もそうだろう。

自分の技術をデザインからソフトから全てパッケージ、ブ

ラックボックス化として中国企業と提携してやるという

ことだ。 

 

 

【閉会】 

 

本日ご講演いただいた袁先生にもう一度拍手を。 

ありがとうございました。 

 

（了） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．講演資料 
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