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吉野家のアジア新興国への進出を事例として
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1 はじめに

産業立地論の観点から企業の海外進出をとらえる際には、どのような立地環境を有する諸国・

諸地域に、どのような事業活動をなぜ、いつ、どのように展開するのかといった「多国籍企業

の立地行動」を検討することが重要である（鈴木,1994;1999）。特に、ダイナミックに変化

しているグローバルな立地環境に対応しながら、事業活動の地理的配置をどのように継起的に

行っていくのかを把握することが不可欠である。

中国や東南アジア諸国などアジア新興国での消費拡大に伴って、日系多国籍企業のアジア新

興国への立地行動においては、低賃金労働力の獲得といったコスト削減を目的にしたものより

も、現地の市場開拓を目的にした「市場志向型」のものが増えてきている（鈴木編2015）。そ

のため、外食産業などのサービス業での進出も拡大してきている。

外食産業での海外進出においては、「国際フランチャイジング」といった進出形態がとられ

る場合が多い（川端,2010;2016）。後述するように、国際フランチャイジングには複数のタ

イプがあり、どのタイプの国際フランチャイジングを選択するのかは、多国籍企業の立地行動

にも密接に関係している。

本稿では、株式会社吉野家ホールディングス（以下、吉野家）を事例にして、国際フランチャ

イジングに着目しながら、日系外食産業におけるアジア新興国への立地行動について考察する。
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2 分析フレームワーク

国際フランチャイジングとは、本国企業がフランチャイズ契約を結んだ、海外の現地運営本

部が現地で出店していくといった海外進出形態であり、現地のパートナー企業と直接的にフラ

ンチャイズ契約を結ぶ「ストレート・フランチャイジング」が基本形である1）。外食産業の場

合、現地のパートナー企業に店舗建設や店舗運営などを任せ、本国企業側は店舗ブランド、味

の決め手となるタレや調理ノウハウなどを提供して、売り上げに応じたロイヤリティを受け取

ることになる2）。

ストレート・フランチャイジングでは、本国企業は対外直接投資を行わないし、自社の海外

現地法人を設立しない。だが、国際フランチャイジングには、ストレート・フランチャイジン

グ以外のタイプもある。それは、本国企業が対外直接投資を行い、海外現地法人を設立して、

その現地法人とフランチャイズ契約を結ぶ形である。この場合も、100％出資の完全子会社

（独資）として海外現地法人を設立する形や、現地企業との合弁会社として海外現地法人を設

立する形がある3）。

ストレート・フランチャイジングは、対外直接投資を行わない（海外現地法人を設立しない）

という点では、製造業におけるライセンシング（ライセンス供与）と基本的に同じである。

ダニング（Dunning,1979;1988）らの多国籍企業論では、海外進出形態としてライセンシ

ングではなく対外直接投資がなぜ選択されるかについて、「内部化」の視点から論じられてき

た4）。

多国籍企業についての伝統的な内部化の理論では、市場の失敗を克服し、取引コストを最小

化するために、自社の内部組織である海外現地法人を設立すると考えられている。だが、ティー

ス（Teece,2014）は、ダイナミック・ケイパビリティ論の観点から5）、内部化による経営資

源の移転の容易さを重視しており、海外現地法人の設立を通じて、本国と外国における経営資

源を開発・移転・活用することで、持続的な競争優位を獲得できると論じている。また、多国

籍企業のグローバルな競争戦略を論じているポーター（Porter,1986）も、様々な知識を各国

の事業活動拠点の間で蓄積し移動させる能力こそが、多国籍企業の競争優位性の源泉であると

述べている6）。

以上のことから、国際フランチャイジングのうち、海外現地法人を設立し、それとフランチャ

イズ契約を結ぶ「現地法人型の国際フランチャイジング」の場合は、取引コストの削減ととも

に、自社の国内外の事業拠点間で経営資源（特に知識）を移転・共有しやすいというメリット

があると考えられる。100％出資の完全子会社（独資）として海外現地法人を設立する「完全

子会社型の国際フランチャイジング」は、内部化を完全に追及する形態といえる。一方で、まっ

たく内部化を追求しない、ストレート・フランチャイジングは、投資リスクを回避できるとと

もに、現地の事情に通じている現地企業に任せることで、海外事業拠点をスピーディーに立地
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展開できるというメリットがあると考えられる7）。

吉野家のアジア新興国への立地行動についても、こうした国際フランチャイジングのタイプ

の違いを踏まえながら、考察することにする。

3 吉野家のアジア新興国への立地行動

3.1 海外店舗の立地展開の概観

吉野家の牛丼店の国内店舗数は2007年の1,035店から2017年の1,197店へと微増にとどまっ

ているが、同期間に海外店舗数は301店から768店へと急増している（図1を参照）。
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図1 吉野家の国内外店舗数の推移

注）各年の12月時点。2017年のみ10月時点。
出所）吉野家ホールディングス「グループ店舗数一覧」各年版

より作成。
https://www.yoshinoya-holdings.com/ir/report/
shoplist.html（2017年11月23日閲覧）

図2 吉野家の海外店舗数の主な国・地域別推移

注）図1と同じ。
出所）図1と同じ。



吉野家の海外店舗は最初にアメリカで1975年に、次いで台湾で1988年にオープンした。両

者は海外進出の歴史が長いため、2007年においては海外店舗数の27.9％をアメリカが、15.3％

を台湾が占めていた。だが、2017年では、それぞれの割合は13.2％、8.3％と低下している。

一方で、1990年代以降にオープンした中国（香港を含む）の店舗数の割合は、2007年の

48.5％から2017年の62.5％へと大幅に上昇している。また、同じく1990年代以降にオープン

した東南アジア諸国の店舗数も2007年の7.6％から2017年の16.0％へと上昇している。

図2からも確認できるように、近年における吉野家の海外店舗数拡大の中心の場所は、中国

および東南アジア諸国である8）。以下では、中国と東南アジア諸国に焦点を合わせて、吉野家

の立地行動の特徴と動向を見てみる。

3.2 中国への立地行動

吉野家の中国進出は、表1に示されるように、1991年に香港の現地企業と合弁で海外現地

法人を設立したことでスタートした。香港の現地企業は、フランチャイジーとして、香港だけ

でなく、1992年には北京市、1994年には遼寧省にも店舗を立地展開した。さらに、2003年に

は内モンゴル自治区、2011年には黒竜江省・吉林省にも店舗展開している。こうした中国の

東北部における海外店舗の立地展開は、香港の現地企業が主導しているものであり、広い意味

でのストレート・フランチャイジングに当てはまると考えられる。

一方で、吉野家は、2000年代以降、現地法人型の国際フランチャイジングでの中国への店

舗展開も行っている。2002年に上海市に、2004年に深�市に、2008年に福建省に、それぞれ

海外現地法人（合弁会社）を設立し、店舗を立地展開させている。2014年には、青島市と武
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表1 吉野家の中国進出の歴史

出所）吉野家ホールディングス「吉野家の海外展開の歴史」より作成。
http://www.yoshinoya-holdings.com/ir/about/global/
index.html（2017年11月23日閲覧）



漢市に、合弁会社ではなく完全子会社（独資）の形で現地法人を設立している9）。また、経営

の現地化のために、2015年に上海市に完全子会社の形で統括現地法人を設立し、中国に関す

る国際フランチャイズ本部機能を日本から移管した。

吉野家の中国への立地行動は、以上のように、ストレート・フランチャイジングでの店舗の

立地展開と現地法人型の国際フランチャイジングでの店舗の立地展開といった「二刀流」で進

められており、前者は香港の現地企業が主導しており、後者は日本の吉野家が主導している。

表2は、吉野家の中国店舗数の推移を地域別にまとめたものである。表の上部に、香港と香

港の現地企業が主導している諸地域の店舗数を記載している。また、表の下部に、日本の吉野

家が主導している諸地域の店舗数を記載している。

この表から、以下のことが読み取れる。（1）香港の現地企業が主導している地域の店舗数の

ほうが、日本の吉野家が主導している地域の店舗数よりも大幅に多い。（2）香港の現地企業が

主導している地域のなかでも、北京市（北京市の周辺地域を含む）の店舗数が圧倒的に多いが、

近年では増加の勢いが鈍化している。（3）日本の吉野家が主導している地域では、上海市の店

舗数が減少しているものの、深�市や福建省、青島市、武漢市では、近年、急増する気配がみ

られる。

なお、吉野家の『コーポレートレポート2016』に記載されている、上海市の統括現地法人

の董事長へのインタビュー記事によると、「これからの中国事業は、沿岸部に続く成長が見込

まれる内陸部への展開を本格化し、内陸都市への出店を進めていくこと」が述べられている。

また、「中国市場のほうが、スマートフォン上の現金決済アプリなどが消費者に広く普及して

いるなど、日本よりもテクノロジーの導入が先行している面もあり、今後、中国の吉野家の店

舗では、スマートフォンによる「キャッシュレス会計システム」の導入を予定している」と述

べられている10）。
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表2 吉野家の中国店舗数の地域別推移

注）図1と同じ。北京には、北京市周辺の地域も含まれている。
出所）図1と同じ。



3.3 東南アジア諸国への立地行動

吉野家の東南アジア進出は、表3に示されるように、フィリピンやインドネシア、タイ、マ

レーシアにおいて、進出・撤退（フランチャイズ解消）・再進出と目まぐるしい動きがみられ

る。1991年における最初のフィリピンへの進出では、海外現地法人（合弁会社）を設立して

いるが、その後は、ストレート・フランチャイジングの形での店舗展開が進められてきた。具

体的には、1993年のインドネシアへの最初の進出、1994年のタイへの最初の進出、1997年の

シンガポールへの進出、2001年のフィリピンへの再進出、2003年のマレーシアへの最初の進

出、2009年のインドネシアへの再進出、2010年のタイへの再進出、2013年のカンボジアへの

進出は、現地のパートナー企業と直接的にフランチャイズ契約を結ぶ形で行っている。

2014年にマレーシアに、完全子会社（独資）の形で海外現地法人を設立したが、これは統

括現地法人であり、東南アジアに関する国際フランチャイズ本部機能を担っている。再進出し

たマレーシアでの店舗展開は、この統括現地法人と現地企業との合弁会社が運営している。ま

た、2016年には、マレーシアの統括現地法人が、シンガポールの店舗運営事業を買収して、

子会社化している。

したがって、吉野家の東南アジア諸国への立地行動は、現在、フィリピン、インドネシア、

タイ、カンボジアでの店舗の立地展開はストレート・フランライジングの形で行っている一方

で、マレーシアとシンガポールでの店舗の立地展開は現地法人型の国際フランチャイジングの
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表3 吉野家の東南アジア進出の歴史

出所）表1と同じ。



形で行っている。

表4は、吉野家の東南アジア店舗数の推移を地域別にまとめたものである。海外現地法人を

設立しての店舗展開は最近の出来事であるため、中国店舗数についての表2とは異なり、スト

レート・フランチャイジングでの進出地域と現地法人型の国際フランチャイジングでの進出地

域を特に分けて集計はしていない。

表4から、吉野家の東南アジア諸国への店舗の立地展開では、インドネシアでの店舗数が最

も多く、安定的に増加していることがわかる。インドネシアに次いで、シンガポールとタイの

店舗数が比較的多いが、増加の勢いが弱く、減少する傾向もある。また、再進出を果たしたマ

レーシアでは、店舗数が急増する気配がみられる。

なお、吉野家の『コーポレートレポート2015』に記載されている、マレーシアの統括現地

法人の出店戦略責任者へのインタビュー記事によると、「これまで日本から関与していた海外

事業が、今後のアセアン地域においては、現地に近いところからハンドリングする形に変化し、

よりスピーディーで深いビジネス展開が可能になる」と述べられている。また、「イスラム圏

であるマレーシア市場への進出は、自社製造の食材について「ハラル認証」を取得することが

ポイントになり、そのノウハウは吉野家グループで共有し、2020年の東京オリンピック開催

時に多くの外国人観光客を迎える国内店舗でハラル対応メニューを提供するといった形で活か

していくこと」が述べられている11）。

3.4 理論的インプリケーション

以上の分析から、吉野家の中国への立地行動においては、これまでストレート・フランチャ

イジングでの進出のほうが、現地法人型の国際フランチャイジングでの進出よりも、店舗の立

地展開が急速に行われていることがわかった。吉野家の東南アジア諸国においても、ストレー

ト・フランチャイジングでの進出である、インドネシアでの店舗の立地展開が最も進んでいる

ことがわかった。これらのことから、ストレート・フランチャイジングは、海外事業拠点をス

ピーディーに立地展開できるというメリットがあることが確認できる。だが、近年、ストレー

ト・フランチャイジングによる北京での店舗の立地展開が鈍化しており、現地法人型の国際フ
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表4 吉野家の東南アジア店舗数の地域別推移

注）図1と同じ。
出所）図1と同じ。



ランチャイジングによる深�・福建・青島・武漢（およびマレーシア）での店舗数が急増する

気配もあり、どちらのタイプのほうが海外事業拠点を持続的に立地展開できるのかは、今後の

引き続きの検討が必要である。

また、現地法人型（特に完全子会社型）の国際フランチャイジングの場合は、自社の国内外

の事業拠点間で経営資源（特に知識）を移転・共有しやすいというメリットがあるという点に

ついても、吉野家の東南アジア諸国への立地行動で、「完全子会社として海外現地法人を設立

したマレーシアにおいて、イスラム圏であるマレーシア市場への進出を通じたハラル対応のノ

ウハウを自社グループで共有しようとしている」という事実から確認できる。また、吉野家の

中国への立地行動でも、スマートフォン上の現金決済アプリなどが消費者に広く普及している

中国市場で獲得した知識を自社グループで共有しやすいことが、上海・青島・武漢において、

完全子会社として海外現地法人を設立した背景にあると推測される。つまり、現地特有の立地

環境のもとで海外事業活動を行なって得た知識を内部化するため、現地法人型の国際フランチャ

イジングが選択されると考えられる

4 おわりに

本稿では、吉野家のアジア新興国（特に中国と東南アジア諸国）への立地行動について、国

際フランチャイジングに着目し、そのタイプを分けながら考察した。ストレート・フランチャ

イジングおよび現地法人型の国際フランチャイジングでの海外店舗の立地展開の実態とその論

理について、不十分ながら明らかにできた点が、本稿の研究成果といえる。

グローバルな立地環境（特に市場や技術の側面）はダイナミックに変化しており、こうした

変化を機敏に察知し、対応するために、事業活動の拠点を海外にも適切に配置しつつ、そこで

得た知識を国内外の事業拠点内で共有していくことが、多国籍企業の持続的な競争優位の獲得

にとって不可欠である。そのため、多国籍企業の立地行動の観点から、ダイナミック・ケイパ

ビリティ論をさらに発展させることが重要であると考えられる。この点は、今後の研究課題と

したい。

注

1）ここで論じている国際フランチャイジングは、厳密にいえば、「マスター・フランチャイジング」の

ことである。国際フランチャイジングには、マスター・フランチャイジング以外にも、海外の現地運営

本部が、現地で加盟店を募集し、フランチャイズ契約により店舗展開を行う「サブ・フランチャイジン

グ」もあるが、日系外食産業の海外進出の場合、現地運営本部が直営方式で店舗展開を行うことが多い

（川端,2010,17 19頁）。そのため、本稿の分析では、サブ・フランチャイジングについては取り扱っ

ていない。

2）川端（2016）1314頁。

3）川端（2010）1920頁。
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4）多国籍企業論に内部化の考え方を先駆的に導入したのは、バックレーとカソン（Buckley and Casson,

1976）である。

5）ティースのダイナミック・ケイパビリティ論については、Teece（2009）を参照のこと。

6）ポーターは、事業活動を世界的に分散配置し、調整することで、「業界の変化が誰の目にも明らかに

なる前に、一部のリーディング・カントリーで見つけて早期に警告を発し、その知識を他の国へ移して

対応策を講じさせることができる」と述べている（Porter, 1986, 邦訳書 38頁）。

7）国際フランチャイジングの論理については、川端（2010）が様々な視点から詳しく検討している。本

稿では、川端の研究に依拠にしながら、「内部化」の側面から新たな分析フレームワークの提示を試み

ている。

8）吉野家の海外店舗は、オーストラリアにも 2007年に 2店舗、2008年に 1店舗あったが、店舗数が僅

かなため、図 2では省略している。

9）青島市に設立した現地法人は、上海の現地法人の分公司（支社）という形態になっている。

10）吉野家ホールディングス『コーポレートレポート 2016』2016年 5月、24頁。

11）吉野家ホールディングス『コーポレートレポート 2015』2015年 5月、19 20頁。
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A Study of the Location Choice of Multinational

Corporations and International Franchising:

The Case of Yoshinoya’s Expansion into Asia

Yotaro Suzuki and Zijun Li

Summary

To understand corporate overseas expansion from the viewpoint of industrial

location theory, it is important to consider the location choice of multinational

corporations, that is, how, when, and what kind of business operations will be

developed in countries and regions, considering the location environment. Taking

the case of Yoshinoya, this study examines the location activities of the Japanese

restaurant industry in the developing nations of Asia, with a particular focus on

China and Southeast Asia. Since overseas expansion in the restaurant industry

often involves international franchising, we examine the characteristics and

trends of the location choice of multinational companies, with a focus on the

conditions of this business model.
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