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1 問題意識と検討課題

周知のように、2001年に中国が世界貿易機関（WTO）に加盟したことをきっかけに、中国

企業が海外進出を本格的に展開し始めた。それ以来、中国企業の対外直接投資が急速に増加し

ている。中国の商務部、国家統計局、国家外貨管理局が合同で公表した『2016年度中国対外

直接投資統計公報』の統計データによると、2016年の中国対外直接投資額は1961.5億米ドル

であり、2015年の 1456.7億米ドルと比べて 18.3％増、2014年の 1231.2億米ドルに比べて

14.2％増となっており、過去最高投資額を更新した。このように、中国企業の対外直接投資規

模が急増し、世界から注目を集めている。

中国企業の対外直接投資の活発に伴い、途上国（後発）多国籍企業論 1）に関する研究の一

環として、中国多国籍企業の海外進出に関する研究が増えつつある。中国多国籍企業に関する

研究は、丸川・中川編（2008）、高橋編（2008）、川井編（2013）、苑（2014）などが挙げられ

る。

丸川・中川編（2008）では、主に事例研究が行われており、中国多国籍企業の海外進出戦略

を考察している。著書の中で、中国の石油企業、中国発ベンチャー企業、中国の自動車メーカー、

中国のアパレル企業の多国籍化および海外進出が論じられている。
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高橋編（2008）は、中国政府の政策による中国企業の海外投資に着目して、中国企業の海外

進出の背景、プロセスを論じている。

川井編（2013）も、中国製造企業の海外進出に焦点を当てて、日本企業との比較を中心にし

て論じている。研究対象地域は主に中国製造企業の東南アジアへの進出である。中国企業の親

会社と東南アジアの現地法人への現地調査を通じて、中国多国籍企業の海外経営の実態を明ら

かにしようとしている。

苑（2014）は対外直接投資の視点から、中国製造企業の海外進出を考察している。苑は中国

対外直接投資の地域的特徴はアジア偏重であることを指摘し、川井編（2013）と同じように、

研究対象地域は東南アジアにしている。著書の中で、自動車、電機、電子分野の中国企業の現

地子会社15社への事例調査を中心にして論じている。

これらの先行研究は、主に中国多国籍企業の国際化の動機・要因・プロセスや海外進出のパ

ターンなどについて論じている。しかしながら、多国籍企業の事業活動は、「どこで」行われ

るかなど、その地理的側面を把握することも重要である。なぜならば、各国・各地域の不均等

発展のため、それぞれの国・地域の立地環境（立地場所としての環境条件）には差異があるか

らである。すなわち、多国籍企業はその立地環境の差異を十分に理解したうえで、世界の「そ

こ」に立地しているわけであると考えられる。多国籍企業がどのような事業活動を世界のどこ

に立地していくかといった「多国籍企業の立地展開」を論じる研究領域は、国際立地論あるい

は多国籍企業の立地論と呼ばれる（鈴木,1994）。これまでの中国多国籍企業の研究では、立

地展開の視点が不足していると考えられる。また、前述した先行研究では、海外進出先の地域

は主に東南アジア等の途上国を対象にして研究されている。しかしながら、近年、中国多国籍

企業は途上国への進出だけでなく、先進国への進出も多くなされており、日本への進出も注目

される。

したがって、本稿では、前述したような問題意識をもって、立地論の観点から、中国多国籍

企業の立地展開の実態について、日本への立地展開を中心に考察する。まず、中国多国籍企業

の立地展開についての分析フレームワークを提示する。次に、中国多国籍企業の日本への立地

展開の主な特徴について検討する。特に、中国多国籍企業（製造業）がどのような事業活動を

日本のどこに立地展開しているのかをデータと事例で検討する。最後に、本稿の成果をまとめ、

今後の課題を述べる。

2 分析フレームワーク

グローバル時代の今日、多くの企業は海外市場の開拓やコストの削減などの目的で、本国

（本拠地域）以外の国・地域に立地することが一般的であると見られている。しかしながら、

どのような事業活動を本社所在地以外のどの国・地域に立地するかを決定することは、決して

容易なことではない。企業の立地行動に関する先駆的な研究としては、ウェーバー（Weber,
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邦訳1986）の工業立地論、フーバー（Hoover,邦訳1970）の市場地域モデル等などが有名で

ある。また、立地行動に触れている多国籍企業論の研究では、ハイマー（Hymer,邦訳1979）、

バーノン（Vernon,1966;1979）、ダニング（Dunning,1977）2）、ポーター（Porter,邦訳1989）

などが挙げられる。鈴木（1994,1999）や鈴木ほか（2005）はこれらの先行研究を踏まえなが

ら、先進国の多国籍企業の立地行動パターンをまとめている。つまり、多国籍企業の立地は、

先進国と途上国にまたがって展開しており、先進国向けの立地は現地市場開拓を目的とした市

場指向的なものであり、発展途上国向けの立地は労働コストの削減を目的とした労働指向的な

ものである（鈴木,1994）。また、日本多国籍企業の場合は、アジア向けは労働指向立地、欧

米向けは市場指向立地となると論じている。ただし、鈴木編（2015）では、アジア諸国の一人

当たりGDPの上昇に伴って、近年における日本多国籍企業のアジア向けの立地は、労働コス

トの削減よりも、現地市場開拓が重要になってきていることを指摘している。

以上の鈴木の議論は、先進国の多国籍企業による先進国向けおよび途上国向けの立地展開を

検討している。すなわち、表1のパターン①と②の部分に関する検討となっている。本稿は、

途上国の多国籍企業として中国多国籍企業をとらえ、その先進国向けの立地展開（特に日本へ

の立地展開）を検討する。つまり、表1に示される多国籍企業の立地展開のパターンの③に焦

点を合わせている。

中国多国籍企業の日本への立地展開の目的は、市場開拓および情報収集（特に生産技術情報

の収集）であると想定される。ポーター（Porter,邦訳1989）は、バリューチェーン（価値

連鎖）を構成する各種の事業活動（製造活動や販売・マーケティング活動、研究開発活動など）

を世界的にどのように配置するかが、企業の国際戦略にとって重要であることを論じている。

中国多国籍企業（製造業）の場合は、市場開拓のためには、販売・マーケティング活動の立地

が不可欠であると考えられる。また、情報収集（特に生産技術情報の獲得）のためには、研究

開発活動の立地も重要となると考えられる。

本稿では、中国多国籍企業の日本への立地展開を検討する際に、立地がなされる時期（進出

時期）と立地主体の企業形態の区分が必要であると考える。立地がなされる時期の区分として

は、1999年以前、2000～2009年、2010～2017年の3つの立地時期に区分する。2000年に中国
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企業の海外進出を促進する国家戦略として、「走出去（海外進出）」3）政策が明確に提出された

（黄,2009）。また、2009年に中国商務部は『境外投資管理方法』などの政策を実施した。こ

れらの政策の実施により、中国企業の海外投資の自由度がさらに高くなった4）。本稿では、こ

ういった政策的な面の影響によって、3つの立地時期に区分し、こうした各時期における立地

展開の実態を検討することで、各時期の立地展開の特徴を読み取ることができると考えられる。

また、立地主体の企業形態の区分としては、国有企業と民間企業 5）に分けられることがで

きる。国有企業は中国政府に監督管理され、中国政府の意向を反映している。一方で、近年、

中国政府の促進政策により、民間企業も大きく発展してきている。本稿における中国多国籍企

業の日本への立地展開を検討する際に、主に上記の立地時期と企業形態の区分を踏まえながら、

中国親会社の業種の変化、親会社の所在地（本拠地域）の変化、日本現地法人の所在地の変化、

製造業企業の日本での事業活動内容の変化に焦点を当てることとする。したがって、本稿での

具体的な分析ポイントは、以下の通りである。

（1）中国多国籍企業（親会社）の業種について

日本に現地法人を立地している中国多国籍企業の業種は、製造業が多いのか、商業（卸・小

売業）が多いのか。製造業の場合は、どの業種が多いのか。立地時期によって、親会社の主な

業種にどのような変化があるのか。企業形態との関係もあるのかどうか。

（2）中国多国籍企業（親会社）の本拠地域について

中国のどの地域を本拠地とした企業が日本へ立地してきているのか。主な本拠地域は、北京

なのか、上海なのか、広州なのか。立地時期によって、主な本拠地域に変化がみられるのかど

うか。企業形態との関係もあるのかどうか。

（3）日本現地法人の所在地について

中国多国籍企業は日本のどのような地域に現地法人を立地しているのか。主要立地先は東京

都なのか、大阪府などの別の地域なのか。立地時期によって、主要立地先に変化がみられるの

かどうか。企業形態との関係もあるのかどうか。

（4）製造業企業の日本での事業活動内容の変化について

中国親会社の業種が製造業の場合は、日本においてはどのような事業活動が行われているの

か。製造活動なのか、販売・マーケティング活動なのか、研究・開発活動なのか。立地時期に

よって、主な事業活動の種類に変化がみられるのかどうか。企業形態との関係もあるのかどう

か。

本稿では、これらの分析ポイントを検討することで、中国多国籍企業の日本への立地展開に

ついてミクロ的な考察を行う。

3 中国多国籍企業 6）の日本への立地展開

今日、中国多国籍企業は積極的に海外進出を行っており、世界から注目されている。ここで
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は、まず中国多国籍企業の海外進出の地理的特徴について、2016年の対外直接投資額から概

観してみる。『2016年度中国対外直接投資統計公報』によると、中国香港への直接投資額が圧

倒的に多く、全体の58.2％をも占めている。また、租税回避地であるケイマン諸島と英領ヴァー

ジン諸島への直接投資額も多く、合わせて全体の13.2％を占めている。これらを除くと、直

接投資額の割合が高いのは、アメリカ向けが8.7％、オーストラリア向けが2.1％、シンガポー

ル向けが1.6％、カナダ向けが1.5％、ドイツ向けが1.2％であり、中国の対外直接投資は先進

国向けが多いことがわかる。日本向けの割合はまだ0.2％と必ずしも多くないが、近年、中国

多国籍企業の日本への進出も目立ってきている。たとえば、2006年に中国の大手太陽電池メー

カーである尚徳（サンテック）による日本の太陽電池モジュール・メーカーMSKの買収、

2010年に中国のアパレルメーカーである山東如意科技集団による日本の大手アパレルメーカー

であるレナウンへの戦略的出資、2011年に中国の大手自動車メーカーである大連日東塑料加

工による日本自動車部品メーカーであるイクヨの買収などが挙げられる。

日本に進出している外資系企業の状況を把握している資料として、『外資系企業総覧』がよ

く利用されている。この資料によると、1998年版にはわずか9社の中国多国籍企業が収録さ

れているが、2017年3月末時点で、日本に進出している中国多国籍企業の現地法人数は113

社となっており、着実に増えてきている。

本節では、『外資系企業総覧』に基づいて、前述した分析ポイントで中国多国籍企業の日本

への立地展開の実態を考察する7）。なお、『外資系企業総覧』（2017年版）に掲載されている中

国企業の現地法人のうち、進出年などの主要項目が判明した97社を対象とし、中国親会社お

よび日本現地法人のホームページも参照して分析している。

3.1 中国親会社の業種

まず、日本現地法人の中国親会社の業種を考察していきたい。表2は、3つの立地時期と企

業形態に分けて、日本に現地法人を立地している中国多国籍企業（親会社）の業種を整理した

ものである。

3.1.1 立地展開の初期段階（～1999年）

表2からわかるように、1999年まで日本に立地している中国多国籍企業の現地法人は28社

ある。

親会社の業種別にみると、その他サービス業は7社があり、業種では一番多かった。ここで

いうその他サービス業は、主に中国企業の国際工程業務、国際貿易、技術の輸出入などを支援

する事業である。そして、この7社は全部中国国有企業である。すなわち、この時期において

は、日本現地法人の一つの主要目的は、中国企業の国際業務を支援することであると言える。

そして製造業も同じように、国有企業の現地法人4社が日本に立地している。この時期の製
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造業企業は、全部化学、石炭、鉄鋼など中国国有の資源型企業で、中国政府の国家戦略のもと

で日本に立地していると考えられる。

また、金融業、卸・小売業、旅行・航空業、運輸業はそれぞれ4社、5社、3社、2社が日

本に立地している。金融業、旅行・航空業、運輸業は全部中国国有企業で、卸・小売業のうち

1社だけが民間企業となっている。他に、情報・システム業3社のうち、1社が国有企業で、

2社が民間企業となっている。

以上見てきたように、1999年まで日本に立地している中国多国籍企業の現地法人28社のう
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表2 日本現地法人の中国親会社の業種

注）通信機器は情報機器、携帯、パソコンの合計。金融業は、銀行、証券、保険の合計。
情報・システム業は情報、システム、ソフトウェアの合計。その他は化学、石炭、
鉄鋼、石油の合計。国有は国有企業、民間は民間企業のことを指す。同じ親会社が
複数の現地法人を立地する場合は重複して集計。

出所）『外資系企業総覧（2017年版）』、中国親会社および日本現地法人のホームページを
もとに筆者作成。
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ち、25社は親会社が中国国有企業で、89％を占めている。これらの中国国有企業は中国政府

の政策的支援を受けて、いち早く海外進出（日本進出）をしている。一番早く日本に立地して

いるのが中国通用技術集団である。中国通用技術集団は主に中国企業の国際工程業務、国際貿

易、技術の支援等の事業を展開し、1987年に日本に現地法人を設立した。

3.1.2 立地展開の第2段階（2000～2009年）

2000年から親会社の業種と企業形態が大きく変化してきている。まず、2000～2009年にお

いては、親会社が製造業の現地法人10社が日本に立地している。前の時期に比べてわかるよ

うに、この時期の中国製造企業10社は全部民間企業となっている。10社のうち、家電メーカー

2社となっているが、これは中国の大手家電メーカーである海爾集団（以下、ハイアール）の

現地法人である。通信機器の2社は中国の大手通信機器メーカーである華為技術（以下、ファー

ウェイ）と大手パソコンメーカーである聯想（レノボ）の現地法人である。自動車メーカー

1社は中国の電気自動車を主要事業とする比亜迪（以下、BYD）の現地法人である。BYDは

中国のリチウムイオン電池とIT部品の製造企業で、2005年に日本メーカーに液晶デバイスや

バッテリー等の部材を販売するため日本に現地法人を立地した。この時期においては、これら

の民間企業は中国国内で大きく発展しているほか、いち早く海外（日本）進出を行っている姿

も見られる。

他の製造業は太陽電池2社、その他機器2社、製薬1社、食料品1社、その他4社となって

いる。その他4社のうち、3社が中国国有企業で、1999年前の状況とほぼ同じように、主に中

国国有企業の国際業務を支援している。

なお、情報・システム業は、1999年以前の状況と比べて、この時期では11社が増えて、

2009年まで14社となり、しかも全部民間企業である。これは、2000年から中国においては情

報・システム産業が大きく発展していることと関連していると考えられる。

この時期の企業形態をまとめて見ると、国有企業が9社となっているのに対して、民間企業

は31社にまで増加している。民間企業は中国企業の海外進出においては、ますます重要な役

割を果たすようになってきている。

3.1.3 立地展開の第3段階（2010年～）

2010年から、日本に立地している中国製造業企業の現地法人が一層増えて、2017年3月末

の時点で20社となっており、前の時期の10社と比べて50％増加している。この時期は29社

の中国親会社が日本に立地している。29社のうち、親会社20社の業種が製造業であり、製造

業企業の海外進出（日本）が活発に行われいると見られる。20社のうち、電気メーカーの割

合が一番多くて、10社がある。さらに10社の内訳をみると、家電メーカーが3社、太陽電池

が3社、その他機器が4社となっている。家電メーカーの次に多いのが繊維メーカーである。
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繊維メーカー7社が日本に立地しているが、これは中国の大手繊維メーカーである山東如意科

技集団が2010年に日本の繊維メーカーレナウンを買収したことが背景にある。また、自動車

メーカー、製薬メーカー、日用品メーカー、それぞれ1社が日本に立地している。

製造業以外、その他サービス業3社、卸・小売業2社、金融業2社、旅行・航空業1社がそ

れぞれ日本に立地している。この時期のその他サービス業は前の2つの時期と違って、この時

期では主に民間企業が一般的なサービスを行っている。

企業形態を見ると、29社のうち、26社が民間企業であり、90％を占めている。1999年以前

の民間企業の割合がわずか11％だった。すなわち、この時期の海外進出（立地）の主体は民

間企業へと転換してきていると言える。民間企業26社のうち、製造業企業は20社あり、さら

に言えば、製造業企業が海外（日本）進出の主体となってきている。一方で、金融業2社とも

国有企業で、これは従来と同じように国有企業が大きな割合を占めている。

3.1.4 小括

以上、親会社の業種を3つの立地時期と企業形態に分けて考察してきた。明らかになったよ

うに、2000年以降、中国製造業企業の日本現地法人が急速に増えてきている。3つの立地時期

においては、それぞれの割合は14％、25％、69％となっている。なお、2017年3月末の時点

で、中国製造企業の現地法人は34社あり、全体（97社）の35％を占めている。製造業の中で、

一番多いのが電気メーカーで、17社があり、製造業の50％を占めている。製造業の次に多い

業種は情報・システム業18社、卸・小売業14社となっている。

企業形態別にみると、1999年以前は全部中国国有企業であったが、その以降は全部民間企

業へ大きくシフトしてきている。2017年3月末の時点で、日本に立地している中国多国籍企

業の現地法人97社のうち、37社の親会社が中国国有企業で、38％を占めている。民間企業は

60社あり、62％を占めており、中国多国籍企業の対外投資の主体となっているといえる。2000

年以前は、中国政府は外資を誘致する投資政策を実施し、対外投資が制限されていた。特に民

間企業は制限対象となっていたため、中国国有企業の対外投資が当初の投資主体となっていた。

ところが、2000年以降、中国政府は「走出去（海外進出）」などの政策を打ち出して、中国

国有企業だけでなく、民間企業の対外投資を促進する戦略を取っており、そのため対外投資の

主体は中国国有企業から民間企業へと転換してきている。

3.2 中国親会社の本拠地域

次に、中国親会社の所在地（本拠地域）を考察していきたい。表3は3つの立地時期と企業

形態に分けて、中国親会社の本拠地域を整理したものである。

3つの立地時期を全体的に見ると、北京市からの中国多国籍企業が一番多くて、2017年3月

末時点で39社あり、その次は上海市、江蘇省、山東省、浙江省、広東省の順となっている。
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立地時期別にみると、1999年までの日本に立地している中国多国籍企業28社のうち、18社の

本拠地域が北京市にあり、この時期の64％を占めている。しかも、この18社は全部中国国有

企業である。2000～2009年の日本に立地している中国多国籍企業40社のうち、17社の本拠地

域は北京市にあり、この時期の43％を占めている。そして、この17社のうち、7社が中国国

有企業で、残りの10社が民間企業である。2010～2017年の日本に立地している中国多国籍企

業29社のうち、わずか4社の本拠地域が北京市にあり、この時期の14％をしか占めていない。

この4社のうち、2社が中国国有企業で、2社が民間企業となっている。

北京市に次いで、中国多国籍企業が多く分布されている地域は、上海市、江蘇省、山東省、

浙江省、広東省が挙げられる。上海市からの中国多国籍企業数は13社あり、2位となってい

る。立地時期別にみると、1999年まで上海市からの中国多国籍企業は4社あり、企業形態は

全部中国国有企業であった。2000年以降は9社が増え、うち2社が中国国有企業で、残りの

7社が民間企業となっている。江蘇省、山東省からの中国多国籍企業は2000年以降増えてき

て、2017年3月末時点でそれぞれ12社となっている。そのうち、半分以上は民間企業である。

浙江省、広東省からの中国多国籍企業はそれぞれ6社あり、こちらもほとんど民間企業となっ

ている。

以上、3つの立地時期と企業形態に分けて、中国親会社の本拠地域を考察してきた。当初、
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表3 日本現地法人の中国親会社の本拠地域

注）国有は国有企業、民間は民間企業のことを指す。同じ親会社が複数の現
地法人を立地する場合は重複して集計。

出所）表2と同じ。
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北京市と上海市からの中国多国籍企業数が圧倒的に多い状況であった。しかも、これらの中国

多国籍企業の企業形態は全部国有企業であった。すなわち、当初、海外（日本）進出を行って

いる主な担い手は地方の民間企業ではなく、北京市と上海市からの国有企業が大きな役割を果

たしていることがわかる。これは、北京市と上海市が中国の政治・経済の集中地域であること

と深く関連していると考えられる。しかしながら、2000年以降の日本への立地状況をみると、

北京市からの中国多国籍企業が大幅に減少してきている。そして、北京市からの中国国有企業

の割合も減少してきている。一方で、2000年以降に北京市からの中国多国籍企業が国有企業

以外に、民間企業も増えてきており、北京市以外の江蘇省や山東省などの地域からの民間企業

も段々増えてきている。言い換えれば、1999年まで北京市と上海市からの中国国有企業が海

外進出においては、重要な役割を果たしてきたが、2000年以降、中国の沿海部地域（江蘇省、

山東省、浙江省、広東省）からの民間企業が中国海外進出の主力企業として重要な役割を果た

すようになってきている。

3.3 日本現地法人の所在地と事業活動内容

これまで日本に現地法人を立地している中国多国籍企業（親会社）の業種、本拠地域を3つ

の立地時期と企業形態に分けて考察してきた。以下では、中国多国籍企業の日本現地法人の立

地分布を把握したうえで、特に親会社が製造業の現地法人は日本においてはどのような地域で
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表4 日本現地法人の所在地

出所）表2と同じ。
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どのような事業活動を行っているのかを考察していきたい。表4は3つの立地時期と企業形態

に分けて、中国多国籍企業の日本現地法人の所在地を表している。

1999年まで中国多国籍企業は日本において 28社の現地法人を設立した。28社のうち、

27社が東京都に立地し、この時期の96％を占めている。残り1社は大阪府に立地している。

親会社の企業形態を見ると、国有企業の現地法人24社と民間企業の現地法人3社が東京都に

立地している。

3.3.1 日本現地法人の所在地

2000～2009年まで中国多国籍企業は日本において40社の現地法人を設立した。40社のうち、

30社が東京都に立地し、この時期の75％を占めている。6社が大阪府に立地し、15％を占め

ている。そのほか5社は兵庫県3社、神奈川県1社に立地している。親会社の企業形態を見る

と、国有企業の現地法人8社と民間企業の現地法人22社が東京都、国有企業の現地法人2社

と民間企業の現地法人4社が大阪府に立地している。

2010～2017年まで中国多国籍企業は日本において29社の現地法人を設立した。29社のうち、

14社が東京都に立地しており、この時期の48％を占めている。東京都以外への立地は52％を

占めている。たとえば、埼玉県（家電企業）、愛知県（自動車部品企業）、福岡県（アパレル企

業）、宮崎県（アパレル企業）、沖縄県（航空企業）に立地している企業も見られる。これらの

親会社の企業形態を見ると、国有企業の現地法人2社と民間企業の現地法人12社が東京都、

国有企業の現地法人1社と民間企業の現地法人1社が大阪府に立地している。東京都と大阪府

以外に立地している現地法人の親会社は全部民間企業となっている。

以上見てきたように、1999年まで中国多国籍企業の日本への立地特徴は東京都への一極集

中立地とはいえよう。2017年3月末の時点でも、現地法人99社のうち、71社が東京都に立地

している。しかしながら、立地時期別にみると、2000～2009年まで中国多国籍企業は東京都

に立地している現地法人の割合は前の時期と比べて20％減少し、73％となった。さらに、

2010～2017年まで東京都に立地している現地法人の割合は前の時期と比べて25％減って、48％

にまで減少している。埼玉県や愛知県などの地方都市にも立地するようになってきた。すなわ

ち、2010年以降、中国多国籍企業は東京都に立地することにこだわらずに、立地の範囲が拡

張してきている。東京都以外に、他の都道府県にも立地し、立地場所は多様化になってきてい

る特徴があると考えられる。また、企業形態で区分すると、国有企業の現地法人が東京都へ立

地傾向が見られる一方で、民間企業の現地法人が東京都と大阪府といった大都市以外への立地

も見られる。特に2010年以降、民間企業の現地法人の立地場所は、多様な地方都市にまで広

がってきた。
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3.3.2 日本現地法人の事業活動内容

これまで中国多国籍企業の日本現地法人の立地分布を考察してきた。以下では、こういった

地域においては、中国多国籍企業の日本現地法人はどのような事業活動を行っているのかを考

察していきたい。ところで、表3からわかるように、2017年3月末の時点で、日本現地法人

の親会社の業種は、製造業が一番多い業種となっている。以下では、主に製造業の中国多国籍

企業の日本における事業活動内容を考察したい。分析対象となる製造業の中国多国籍企業の日

本現地法人は34社がある。表5は、3つの立地時期と企業形態に分けて、日本現地法人の事

業活動内容を整理したものである。

1999年まで製造業の中国多国籍企業は日本に4社現地法人を立地している。この4社は、

全部中国国有企業で、主に資源分野の製造企業である。現地法人は、主に日本での販売・マー

ケティング活動を行っている。すなわち、資源分野の中国多国籍企業（製造業）は日本市場に

参入するために、早い時期から日本に立地している。

2000～2009年まで、製造業の中国多国籍企業は日本に10社現地法人を立地している。企業

形態を見ると、前の時期は全部国有企業だったが、この時期の10社は全部民間企業となって

いる。そして、10社のうち、7社が日本で販売・マーケティング活動を行っている。中国親会

社の業種は製造業であるが、多くの日本現地法人は販売・マーケティング活動を行っている。

すなわち、この時期においても、日本に立地している中国多国籍企業（製造業）は現地で販売・

マーケティング活動を展開し、日本市場に参入しようとしている。販売・マーケティング活動
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表5 中国多国籍企業（製造業）の日本現地法人の事業活動内容

注）製造・販売は製造以外に販売・マーケティング活動も行っている。国有は国有企業、
民間は民間企業のことを指す。同じ親会社の現地法人が複数ある場合は重複して集計。

出所）表2と同じ。
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以外、製造活動、研究開発活動、サービス活動は、それぞれ1社が行っている。

2010～2017年3月末まで、製造業の中国多国籍企業の日本現地法人がさらに増えてきてい

る。2017年3月末の時点で20社あり、全部民間企業となっている。具体的な事業活動を見る

と、2009年まで日本における製造活動を行う中国多国籍企業は1社だったが、この時期にお

いては、現地法人6社が日本で製造活動を行っている。製造活動のほか、10社が販売・マー

ケティング活動を行っている。販売・マーケティング活動は変わらず相当高い比率を占めてい

る。日本は先進国で所得水準も高くて、中国企業にとっては魅力的な市場であると考えられる。

また、研究開発活動、サービス活動はそれぞれ2社が行っている。

3.4 日本への立地展開の具体的な事例

これまで『外資系企業総覧』の統計データに基づいて、中国多国籍企業の日本への立地展開

を考察してきた。しかしながら、この統計データだけでは、日本現地法人の事業活動内容や立

地展開の背景などを十分に把握することができない。そこで、日本に立地している中国多国籍

企業（製造業）の代表であるハイアールとファーウェイを事例として、より詳細な検討を行う。

第2節で述べたように、製造企業の場合は、市場開拓のためには、販売・マーケティング活動

の立地が不可欠である。また、情報収集（特に生産技術情報の獲得）のためには、研究開発活

動の立地も重要となる。以下では、日本においては、両社はどのような事業活動はどこで行っ

ているのかを考察していく。

3.4.1 ハイアールの事例 8）

ハイアールは、1984年に創立された中国の山東省青島市に本拠地域を置く総合家電メーカー

であり、現在世界100ヶ国・地域以上で事業を展開している。ハイアールは1990年代末から、

国際化戦略的発展段階に入って、海外市場に進出し始めた。今現在、ハイアールは世界におい

ては、研究開発拠点10ヶ所、工業園24ヶ所、製造拠点108ヶ所、販売拠点66ヶ所を設置して

いる。以下では、ハイアールの日本における立地展開（事業活動）を見ていきたい。

まず、日本での販売・マーケティング活動を見ていきたい。ハイアールは2002年1月8日

に大阪で、三洋電機と合弁で「三洋ハイアール株式会社」設立し、日本市場における初めての

販売拠点を構築した。ハイアールは三洋電機の日本における販売網を利用して、自社ブランド

製品を日本での販売・マーケティング活動をし始めた。その後、2007年3月に「三洋ハイアー

ル株式会社」は解散され、日本におけるハイアールブランドと製品の企画開発、マーケティン

グ、販売・アフターサービスは「ハイアールジャパンセールス株式会社」に一本化されること

になった。この合弁会社は最後に解散されたが、ハイアールブランドの日本進出に有利であっ

たと考えられる。また、ハイアールは三洋電機から技術の学習や日本消費者の購買意向などの

販売情報の収集ができたと考えられる。三洋電機の本拠地は大阪市に立地しているため、当初
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の合弁会社の場所も大阪市に立地したと考えられる。また、東京は重要な市場として無視でき

ないため、いまハイアールジャパンセールスは東京にも販売支店を設立している。

また、もう1社の販売子会社であるアクア株式会社が2012年に大阪市で設立された。アク

アは元三洋電機の白物家電事業で、2012年にパナソニックがハイアールへ売却したことによ

り、ハイアールの日本における販売子会社となった。主に冷蔵庫、洗濯機などの販売活動を行っ

ている。

次に、日本での研究開発活動を見ていきたい。ハイアールは、日本においては研究開発拠点

2ヶ所を設置している。それは、埼玉県熊谷市にあるハイアールアジアR&D、京都市にある

京都研究開発センターである。ハイアールアジアR&Dは2014年にハイアールアジアインター

ナショナル株式会社（現アクア）の研究開発部門から分割し、ハイアールの100％子会社であ

る。いまは、2012年に京都市南区久世地域に設置された研究開発センターの2拠点体制で運

営している。ハイアールは京都研究開発センターを京都市南区久世地域に立地する理由は、そ

の周囲に久世工業団地や日本電産などの大手電子部品メーカーがあることである9）。同社のホー

ムページによると、ハイアールアジアR&Dは、冷凍技術を活用した冷蔵庫製品の設計、開発

を担当している。商品開発では、商品を利用する顧客ニーズを大切にしており、ユーザーの意

見を尊重した商品開発に努めているという。京都研究開発センターでは、洗濯機に関する設計・

開発を行っている。冷蔵庫と同様、顧客ニーズを実現した商品の開発に努めるとともに、「洗

浄」で培った技術を利用した新規ビジネス拡大にも挑戦しているという。東京にあるデザイン

センターは、冷蔵庫を中心として、その他家電製品一般のデザイン開発を行っている。また開

発スピードを高めるため、積極的にハイアールグループのグローバルリソースを活用し、自社

内だけでなく積極的に外部との連携も進めている。

ハイアールは日本での研究開発活動を通じて、日本発のオリジナルブランド「AQUA」に

関する技術開発を行うとともに、グローバルブランド「Haier」の新製品を中国・東南アジア、

中東、欧州、インドなどに向けて開発している。すなわち、ハイアールは日本市場を開拓して

いると同時に、日本の先進的な技術を中国本社に持って帰って、各市場に応じて技術を活用し

ていく戦略も視野に入れていることがわかる。

以上、ハイアールの日本における販売・マーケティング活動と研究開発活動を見てきた。販

売・マーケティング活動を行う本拠地は大阪市に立地している。その理由として、アフターサー

ビス面で提携していた三洋電機の本社が大阪市にあったため、立地としては関西地方、特に大

阪市が有効であると判断された。また、提携先があることに加え、関西の土地勘があるという

ことも立地の決め手だったという10）。研究開発活動は、埼玉県熊谷市と京都市南区で行われ

ている。ハイアールは日本国内においては、研究開発の2拠点体制を設けており、そして熊谷

市の研究開発センターの規模が大きくて、日本への研究開発投資の比重が高いことがわかる。

埼玉県熊谷市に立地した理由は、埼玉県は交通の便の良さなどが考えられる。京都市に立地し
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た理由は、周辺に立地する技術力の高い部材メーカーと事業提携しやすいほか、産学協同によ

る研究の促進などが挙げられる11）。

3.4.2 ファーウェーの事例 12）

ファーウェイは、1987年に中国広東省深セン市に設立された総合通信機器メーカーである。

当初20人でスタートしたが、2016年現在ファーウェイの従業員は約18万人に達しており、

研究開発に従事する従業員は約8万人で、全体の約45％を占めている。ファーウェイは従来

から研究開発に大きな力を入れてきた。今現在、ファーウェイは世界170ヶ国・地域以上で事

業を展開している。ファーウェイ・ジャパン（華為技術日本株式会社）は、2005年に東京都

で設立され、2016年現在900人以上の従業員を擁し、そのうち75％以上が現地採用となって

いる。以下では、ファーウェイの日本における立地展開（事業活動）を見ていきたい。

まず、日本での販売・マーケティング活動を見ていきたい。ファーウェイは日本現地パート

ナーの力を借りて、日本市場に参入するため、すでに2002年に東京事務所を設立した。その

後、2005年に東京都で日本現地法人を設立したことで、本格的に日本市場に参入するように

なった。現在、ファーウェイ・ジャパンは日本においては、東京都を本拠地域とし、通信事業

者向けネットワーク事業、法人向けICTソリューション事業、コンシューマー向け端末事業

の3つの事業分野を柱とし、日本市場のお客様のニーズに応える幅広い製品やサービスを提供

している。東京都に東京本部がある以外に、端末本部、デリバリーサービス本部、購買認証セ

ンターも立地されている。また、近年、ファーウェイの日本におけるユーザーが急増している。

これで、ファーウェイは東京都（銀座）と大阪市（梅田）にカスタマーサービスセンターを設

置しており、ファーウェイ製品の操作方法や修理の相談に対応している。

次に、日本での研究開発活動を見ていきたい。ファーウェイは毎年売上高の10％以上を継

続して研究開発に投資している。2016年時点で、全従業員数の45％にあたる約8万人の従業

員が研究開発に従事している。現在、ファーウェイは世界においては16ヶ所の研究開発セン

ターと36ヶ所の共同イノベーション・センターを設置しており、これらの研究開発センター

を通じて、世界各地のイノベーターとの協業を進め、ICTの先端技術に関する知見を共有す

ることで、より“つながった”世界を目指した技術的な進化を推進している。日本における研

究開発活動は2010年からスタートした。当初は東京本部で研究開発活動が行なわれていたが、

2013年に横浜市に日本研究所を拡張移転した。現在、研究所では150名以上の研究員が、日

本のお客様に向けた技術サポート、研究開発におけ協業、グローバル企業と市場のニーズに基

づいた日本のサプライヤーとの共同開発などの事業活動を行っている。2010年までのファー

ウェイは端末機器を重視しなかったが、2010年からは端末機器の販売を強化し、同年端末

R&Dセンターも設立し、日本市場の開拓にさらに力を入れている。同社のホームページによ

ると、SIMフリースマートフォンメーカー別の販売数は2016年11月より10ヶ月連続第 1位
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で、スマートフォンの販売数は2016年では第4位だった。日本は製品の品質や工芸への厳し

さがファーウェイの日本市場開拓においては直面しなければならない課題で、ファーウェイの

日本研究開発センターが大きな役割を果たすと推測される。

以上見てきたように、ファーウェイは主に日本の関東地域（東京都、神奈川県）で、販売・

マーケティング活動と研究開発活動を行っている。当初、日本市場での販売・マーケティング

活動を行うために、東京都に立地した。そして、販売・マーケティング活動のサポートとして、

端末本部、デリバリーサービス本部、購買認証センター、カスタマーサービスセンターも東京

都に立地している。東京都は大きな市場として、従来から外資系企業は販売・マーケティング

活動の目的で東京都に立地する傾向がある。ファーウェイも例外なく東京都を日本における本

拠地域として事業活動を行っている。また、カスタマーサービスセンターは東京都以外に、

2017年2月に大阪市にも設置された。販売・マーケティング活動以外に、2010年に東京本部

での研究開発活動もスタートした。そして2013年に横浜市に研究開発センターを設立し、本

格的な研究開発活動を進めている。

3.4.3 小括

これまでハイアールとファーウェイの日本における事業活動を考察してきた。表6は両社の

事業活動の立地展開の実態を示している。

明らかになったように、両社とも日本においては、主に販売・マーケティング活動と研究開
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表6 ハイアールとファーウェイの日本における立地展開

出所）ハイアールとファーウェイ（現地法人）のホームページ、新聞記事をもとに筆者作成
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発活動を行っているが、それぞれの地理的展開が異なる。ハイアールは大阪市を本拠地域とし

て、関西地方（大阪市、京都市）を中心に販売・マーケティング活動と研究開発活動を展開し

ている。一方で、ファーウェイは東京都を本拠地域として、関東地方（東京都、横浜市）を中

心に販売・マーケティング活動と研究開発活動を展開している。日本市場を開拓するために、

ハイアールは2002年、ファーウェイは2005年に日本に立地した。それから2010年以降に、

両社とも日本での本格的な研究開発活動を始めた。両社は、初期の販売・マーケティング活動

を通じて、段々日本市場を理解・把握し、その後日本市場をさらに獲得するために、研究開発

活動の立地も行われるようになったと考えられる。この両社の立地展開は、前述した販売・マー

ケティング活動と研究開発活動の立地が製造企業にとっては重要であることを検証できたと考

えられる。

4 おわりに

4.1 中国多国籍企業の日本への立地展開のまとめ

以上、中国多国籍企業の日本への立地展開について、データと事例を使って整理・検討して

きた。中国多国籍企業の日本への立地展開の特徴と背景をまとめたのが表7である。

1999年まで少数の中国多国籍企業が日本に立地した。1990年以前は、中国国内では、対外

投資に関する規制があり、自由に海外への投資を行う環境ではなかった。1990年代に入って、

中国政府は対外投資に関する規制を少し緩和したが、中国企業の競争力がまだ低いため、海外

進出は少なかった。しかも、この時期の海外進出の主体は中国国有企業であった。国有企業は

中国政府の政策的支援を受けて、いち早く海外進出（日本進出）を行っていた。親会社の業種

は、サービス業（国有企業の国際業務の支援サービス）と金融業が多かった。親会社の所在地

も北京市が半数以上を占めていた。日本における立地地域は東京都が圧倒的に多かった。

2000～2009年は、中国政府が多くの海外投資に関する支援政策を打ち出したことと、日本

政府が外資誘致政策を実施したことの影響で、中国企業の海外（日本）への進出が急増した。

また、この時期における中国企業の競争力も向上し、海外市場と先進的な技術を獲得するため

に海外進出を行った企業も少なくない。ハイアールとファーウェイはその代表例として挙げら

れる。この時期の海外進出の主体は、前の時期の国有企業から民間企業へと変化した。親会社

の業種は、製造業と情報・システム業が急速に増加してきた。親会社の本拠地域は北京市と上

海市が多かったが、そのほかの沿海部地域からの親会社も、少数ではあるが、日本へ立地して

いた。また、日本における立地場所は東京都が変わらず圧倒的に多かったが、大阪府や兵庫県

といった関西地方への立地も少し増えてきた。

2010～2017年は、中国国内における対外投資への政策的支援で、投資環境がより自由になっ

てきた。そして、この時期では、中国国内の競争も激しくなってきたことと、中国企業の競争

力がさらに向上したことで、中国企業は海外（日本）進出がより活発に行った。この時期の海
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外進出の主体は、民間企業となっていた。親会社の業種は、製造業が圧倒的に多かった。親会

社の所在地は北京市と上海市が少なく、江蘇省、山東省、浙江省、広東省といった沿海部地域

が増えてきた。日本現地法人の所在地は、前の2つの時期と同じく東京都が変わらず一番多かっ

たが、大阪府や兵庫県といった関西地方への立地が少し増えてきた。愛知県や福岡県などの地

方都市へも立地した。

以上のように、統計データで中国多国籍企業の日本への立地展開の特徴を立地時期別にまと

めた。また、本稿で挙げられた製造業企業のハイアールとファーウェイの事例研究からも、中

国多国籍企業の日本へ立地展開の特徴を読み取れた。すなわち、最初は、両社とも販売・マー

ケティング活動の目的で日本に立地したが、その後研究開発活動も始めた。ハイアールは大阪
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出所）筆者作成
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市を中心として事業展開をしているのに対して、ファーウェイは東京都を中心に事業展開をし

ている。

4.2 成果と今後の課題

本稿での検討を通じて、中国多国籍企業の日本への立地展開について、中国多国籍企業の親

会社の業種の変化や親会社の本拠地域の変化、日本現地法人の所在地の変化、製造業企業の日

本での事業活動内容の変化、といった特徴を明らかにした。特に、これまでの先行研究では軽

視されてきた「途上国（中国）多国籍企業の先進国（日本）への立地展開」を検討したことは、

不十分ではあるが、研究上の意義があると考えられる。

鈴木ほか（2005）は、標準化製品の生産や労働集約的な生産工程が先進国から途上国へと移

転するという先進国から途上国への立地展開と、相手国市場向け製品の生産（あるいは開発も）

が先進国から他の先進国へと移転するという先進国間における立地展開、この2つのパターン

があると指摘しているが、途上国多国籍企業の立地展開を検討していない。本稿は、中国多国

籍企業の日本への立地展開の実態分析を通じて、途上国多国籍企業の先進国への立地展開とい

う研究課題を提起したことに研究意義があると考えられる。

一方で、本稿はいくつかの課題を残している。まず、本稿で使った中国多国籍企業や日本現

地法人に関するデータや事例は情報量が不足しており、より多くのデータと事例を整理・検討

する必要があると考えられる。次に、本稿では中国多国籍企業の日本への立地展開を検討した

が、途上国多国籍企業の先進国への立地展開の特徴などをより深く把握するために、今後、日

本以外への先進国への立地展開など、研究対象を広げる必要があると考えられる。また、ほか

の新興国（あるいは先進国）とは違って、中国多国籍企業の海外進出の独自の特徴は何である

のかを明らかにすることも重要であると考えられる。本稿では、中国多国籍企業が企業買収で

海外進出を行う特徴についても少し触れたが、今後はさらに掘り下げて、このような特徴を明

らかにしていきたい。

注

1）薛（2011）や苑（2014）が指摘するように、途上国（後発）多国籍企業に関する議論が本格的に行わ

れるようになったのは1980年代以降であり、先駆的な研究としてはWells（1983）とLall（1983）等が

挙げられる。

2）多国籍企業論の研究では、ハイマーの国際事業活動の理論、ダニングのOLIアプローチが先駆的な

研究であり、鈴木（1994,1999）が立地論の観点からこれらの研究も整理している。

3）「走出去（海外進出）」は海外へ進出していくという意味で，初めて提起されたのが1997年である

（王,2005）。

4）中国商務部（http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/200904/20090406184759.shtml、最終閲覧日

2017年11月5日）より

5）中国国有資産管理権限に基づいて、中央政府が監督管理する国有企業を中央国有企業、地方政府が監

127



経営研究 第69巻 第1号

督管理する国有企業を地方国有企業に分けることができる。本稿では、両者を中国国有企業と呼ぶこと

とする。民間企業は、国有企業を除いて、すべての中国非国有制企業を指す。

6）本稿では、企業の国際立地展開を検討するため、分析対象は多国籍企業とする。多国籍企業の定義は

様々であるが、本稿では、本国（本拠地域）以外に、一ヶ国でも海外で事業活動をしている企業を多国

籍企業とする。したがって、本稿では、中国企業を中国多国籍企業と呼ぶこととする。なお、本稿での

中国多国籍企業は、中国の23省・5自治区・4直轄市を本拠地域とする中国企業である。

7）『外資系企業総覧』には、外資系企業の情報が確認できる企業だけ収録される。日本に進出している

全ての中国企業を網羅しているわけではないが、日本における中国企業の地域分布、親会社名等に関し

て、この統計データは情報量の最も多いデータソースと言える。日本への立地展開の特徴を把握する縮

図として、有用なデータであると考えられる。なお、『外資系企業総覧』は、①資本金5000万円かつ外

資の比率が49％以上の企業と、①以外の外資比率概ね20％以上の企業を収録している。また、日本法

人でなくても、日本支社や外国銀行、外国証券等の在日支店も収録されている。

8）以下では、ハイアールのホームページ（親会社http://www.haier.net/cn/about_haier/haier_global/

market/;日本現地法人http://haier.co.jp/asiagroup.html、最終閲覧日2017年11月5日）より整理

している。

9）『日本経済新聞』2012年2月17日付

10）経済産業省・近畿経済産業局のホームページ（http://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/_FDI_

torikumi/houmonki/houmonki_11.html、最終閲覧日2017年11月5日）より

11）『日本経済新聞』2012年2月17日付

12）以下では、ファーウェイのホームページ（親会社http://www.huawei.com/en/;日本現地法人http:

//www.huawei.com/jp/about-huawei、2017年11月5日）より整理している。
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Summary

Nowadays, Chinese multinational companies（MNCs）are aggressively expand-

ing their business overseas and are garnering attention from all over the world.

They are also making efforts to foray into the Japanese market as part of these

expansions. Although there seems to be little data from previous studies on

multinational firms in China, it is believed that there is a lack of perspective on

the locations selected for expansion. Therefore, discussions were carried out on

a micro level regarding the entry of Chinese MNCs into the Japanese market

from the standpoint of the location theory. Through the analysis made in this

study, the characteristics concerning the expansion of locations by Chinese

MNCs in Japan were revealed. To cite a few instances: changes in the business

type of the parent company of Chinese MNCs, changes in the headquarters of

the parent company, changes in the location of the Japanese subsidiaries,

changes in the business activities of the manufacturing companies in Japan etc.

This research is believed to contribute to raising issues about the expansion of

locations by multinational businesses from developing countries into developed

countries based on an analysis of Chinese MNCs expanding into the Japanese

market.
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