
 

In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to 

Osaka Metropolitan University 

 

Title 
多国籍企業の立地行動と海外市場開拓についての一考察 : 資生

堂の中国ビジネスを事例にして 

Author 鈴木, 洋太郎 / 李, 艶茹 

Citation 経営研究. 67(4); 159-168 

Issue Date 2017-02 

ISSN 0451-5986 

Textversion Publisher 

Publisher 大阪市立大学経営学会 

Description  

 

Osaka City University 



多国籍企業の立地行動と海外市場開拓
についての一考察
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1 はじめに

多国籍企業の企業本国と進出先国では立地環境（立地条件）は異なっており、多国籍企業が

どのような立地環境を有する諸国・諸地域に事業活動をなぜ、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」を研究することが、産業立地論の重要な研究テーマの1つとなる

（鈴木1994;1999,鈴木・桜井・佐藤2005）。日系多国籍企業の中国などアジア新興国への立

地行動の場合、日本に比べた低賃金労働力の獲得といった「労働指向立地」の側面が依然とし

てあるが、現地の市場開拓のための「市場指向立地」（市場志向立地）の側面が強まってきて

いると考えられる（鈴木編2015）。

多国籍企業の海外市場開拓を検討する上で、「市場」の意味を掘り下げて考えることが必要

であり、そのためにはSTPや4P、マルチブランド戦略などのマーケティング論の概念が有用

である。日系多国籍企業のアジア新興国への市場指向立地の特徴や課題を明らかにするために

も、産業立地論の概念にマーケティング論の概念を複合させながら考察することが重要である。

本稿では、化粧品業界の資生堂の中国ビジネスを事例にして、日系多国籍企業の中国への市

場指向立地について考察する。資生堂の中国ビジネスは、当初、富裕層をターゲットとした市

場開拓を成功させ、その後、中間所得層をターゲットとした市場開拓をも成功させた「中国市

場開拓における成功モデル」であった。だが、近年、資生堂の中国ビジネスは厳しい状況にも

直面している。こうした資生堂の中国ビジネスのダイナミックな動向やその背景・要因を整理・
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検討することで、日系多国籍企業の中国への市場指向立地の特徴や課題を明らかにしたい。

2 分析フレームワーク

マーケティング論の概念として、STP（S：セグメンテーション、T：ターゲティング、P：

ポジショニング）や4P（Product：製品、Price：価格、Place：販売チャネル、Promotion：

プロモーション）があるが、多国籍企業が行う海外市場開拓でも、STPを決めて、それを踏

まえて4Pを決定・実行していくことになる（相原・嶋・三浦2009）。

日系多国籍企業の中国への市場指向立地を念頭において、STPを整理してみよう。

日系多国籍企業にとっての世界全体の市場をセグメンテーションすると、先進国市場や新興

国市場などに分けられるが、中国は後者に属する。新興国市場においても、富裕層が一定程度

は存在しており、また、経済成長に伴って中間所得層が急増してきている。中間所得層は富裕

層に近い「上位中間所得層」と低所得層に近い「下位中間所得層」に分けることができるが、

上海市や北京市など中国沿海部の大都市には富裕層や上位中間所得層が比較的多く存在し、一

方、中国内陸部の地方都市には下位中間所得層が比較的多く存在すると考えられる1）。

したがって、日系多国籍企業の中国市場におけるターゲティングとしては、「富裕層をター

ゲットとする」、「上位中間所得層をターゲットとする」、「下位中間所得層をターゲットとする」

などが想定される。もちろん、「若者向け」や「女性向け」などの要素を複合したセグメンテー

ションを行えば、それに対応してターゲティングの選択肢も増加する。

競合企業の存在を考慮に入れた「市場での位置取り」であるポジショニングは、ターゲティ

ングに大きく影響を与える。中国の現地企業が競合企業である場合は、低所得層向けや下位中

間所得層向けの低価格帯商品は現地企業との価格競争に巻き込まれるリスクがあるため、より

高価格帯の商品に注力したポジショニングになりやすい。

以上のようなSTPを踏まえた4Pについても整理してみると、製品・価格は、富裕層をター

ゲットとする場合は、最も高価格である超高級品（ハイプレステージ商品）となる。また、上

位中間所得層をターゲットとする場合は、次に高価格である高級品（プレステージ商品）とな

る。一方、低所得層や下位中間所得層をターゲットとする場合は、低・中価格帯のマス（大衆）

商品となる。なお、資生堂では、マス商品よりも高級感はあるが、プレステージ商品に比べる

と値ごろ感がある商品領域（準高級品）を「マステージ商品」と呼んでいる。

販売チャネルやプロモーションでは、富裕層や上位中間所得層をターゲットとする場合は、

超高級品・高級品のイメージを維持・向上できるような販売チャネルやプロモーションが必要

とされる。化粧品の場合は、こうした販売チャネルとしては百貨店（特に高級百貨店）が選ば

れている。また、プロモーションとしては、テレビなどで広告宣伝するだけでなく、百貨店に

おける美容部員（ビューティーコンサルタント）によるカウンセリング販売もプロモーション

の役割を担っている。
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ところで、富裕層、上位中間所得層、下位中間所得層など複数のターゲットに商品を提供す

る場合、自社の商品間でカニバリゼーション（共食い）が生じないようにする必要がある。そ

のための1つの手段として、それぞれのターゲットに対して、製品・価格を明確に分けた別々

の商品群を提供することが挙げられる。化粧品の場合は、製品・価格の異なる商品群ごとに、

複数のブランドを付与する「マルチブランド戦略」が行われており、また商品群ごとに販売チャ

ネルも、百貨店、化粧品専門店、薬局、一般小売業などのように、明確に分けられている。

以下、本稿では、化粧品業界の資生堂を事例として、日系多国籍企業の中国への市場指向立

地の特徴や課題を分析する。多国籍企業の立地行動は、経済社会の立地環境の変化に対応して、

継起的に変化していくものである。そのため、資生堂の中国への立地行動とその背景にある立

地環境について、動態的にとらえることにする。

分析のポイントとしては、資生堂の中国現地法人の事業活動内容や設立時期などを整理しな

がら、資生堂の中国での事業活動がどのように展開してきたのかを分析する。その際に、STP

と4Pの観点から、市場・流通面の立地環境に着目する。また、各ブランドの販売店舗の地理

的特徴についても考察する。

なお、資生堂の中国ビジネスについての研究は、すでに山本（2010）や矢作（2013）、神保

（2014）などで行われているものの、資生堂の中国ビジネスを基本的に「中国市場開拓におけ

る成功モデル」として取り扱っており2）、近年の厳しい状況については論じられていない。ま

た、既存の研究では、立地環境などの産業立地に関する考察が不足している。

本稿では、ある時期まで急拡大していた資生堂の中国ビジネスが、なぜ、どのようにして厳

しい状況に直面することになったのかについても、資生堂の中国ビジネスにおける立地環境の

変化（特に市場・流通面での立地環境の変化）を踏まえながら、検討する。

3 資生堂の中国ビジネスについて

3.1 資生堂の中国ビジネスの展開パターン

資生堂の中国ビジネスの展開パターンについて、資生堂のニュースリリースやアニュアルレ

ポート3）により整理すると以下のようになる。

① 中国ビジネスの土台形成の時期：1981年～1990年

資生堂は、1981年、北京市からの要請もあり、大型商店やホテルなど9店で化粧品、石鹸

など60品程度の輸入品販売を開始した。当時の購入者は北京在住の外国人や一部の中国人に

限られていた。つまり、富裕層をターゲットとして、中国ビジネスをスタートさせたと考えら

れる。

また。1983年から、日本の化粧品メーカーとしては初めてとなる、生産技術提携を北京市

の日用品工場に対して行い、「華姿（ファーツー）」というブランドで、シャンプー、ヘアリキッ
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ドに始まりスキンケアやメーキャップに至る製品を生産・販売した。

② 中国ビジネスの本格化の時期：1991～2000年

資生堂は、北京市との技術協力で培われた信頼関係をもとに、1991年、本格的な高級化粧

品の生産・販売を行う合弁会社「資生堂麗源化粧品有限公司」を設立した。1993年に、北京

市が初めて作った技術開発区に資生堂が第一号となる工場を竣工した。

中国で生産する最高級ブランドとして成功させること、また中国女性のニーズに応えるため、

徹底した現地調査の末、中国専用ブランド「オプレ」を誕生させた。中国の百貨店各店でトッ

プシェアを競い、2000年のシドニーオリンピックの中国選手団の公式化粧品にも選ばれ、国

民的ブランドとして認知された。

この時期は、富裕層（および上位中間所得層）をターゲットとして、百貨店チャネルを通じ

て市場開拓が行われたと考えられる。

③ 中国ビジネスの拡充・強化の時期：2001～2011年

資生堂は、2001年、現地生産品の処方開発や消費者調査、技術情報の発信のため、北京市

に研究所「資生堂中国研究開発中心有限公司」を設立した。

2003年、上海市に統括会社の「資生堂（中国）投資有限公司」を設立し、2004年から内陸

部を中心とした個人経営の化粧品店と契約を結び、化粧品専門店事業を開始した。なお、1999

年に工場を竣工した「上海卓多姿中信化粧品有限公司」で化粧品専門店向けのブランド（「ウ

ララ」など）を生産している。

2010年からは、薬局向けに専用ブランド「DQ」（ディーキュー）の販売を開始し、2011年

からは、急成長する通販市場に対し、「ピュア＆マイルド」ブランドに通販専用シリーズを配

置し、Eコマースを開始した。

この時期は、富裕層や上位中間所得層だけでなく、下位中間所得層もターゲットとして、ま

た、百貨店チャネルに加えて化粧品専門店チャネルや薬局チャネル、通販チャネルなど通じて、

マルチブランド戦略での市場開拓が行われたと考えられる。

3.2 近年の動向

資生堂の中国ビジネスの状況を、2012年3月時点と2015年12月時点を比較することで、

資生堂の中国ビジネスにおける近年の動向を整理してみる（表1を参照）。

2012年3月時点では、欧米企業との競争が激化しているものの、デパート（百貨店）チャ

ネルにおける中国専用ブランド「オプレ」の売上は好調であり、化粧品専門店チャネルにおけ

る中国専用ブランド「ウララ」「ピュア＆マイルド」も成長を維持しており、市場成長率以上

の売上の増加となっている。
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一方、2015年12月時点では、グローバル競合企業（欧米企業）だけでなく中国企業や韓国

企業も台頭して競争環境はさらに激化している。日本からの輸入化粧品（「SHISEIDO」、「ク

レ・ド・ポー ボーテ」など）はメイド・イン・ジャパンの信頼から売上を伸ばしており、ま

たEコマースも好調であるものの、パーソナルケア以外での中国現地生産品（中国専用ブラ

ンド「オプレ」など）の販売は苦戦している。

3.3 産業立地の側面からの考察

以下では、資生堂の中国ビジネスについて、その特徴や課題を明確にするため、産業立地の

側面からとらえ直してみる。

資生堂の中国ビジネスは、前述した展開パターンから分かるように、北京市という特定の地

域に限定したものから、上海市など沿海部の主要都市へ、さらには内陸部も含めた主要都市へ

と広がってきた。

資生堂の主な中国現地法人（生産拠点）としては、百貨店チャネル販売の「オプレ」の生産

を行う「資生堂麗源化粧品有限公司」（1993年に工場竣工）が北京市に立地しており、化粧品

専門店販売の「ウララ」などの生産を行う「上海卓多姿中信化粧品有限公司」（1999年に工場

竣工）が上海市に立地している。

「オプレ」販売店舗（百貨店カウンター）と「ウララ」販売店舗（化粧品専門店）の地域的
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表1 資生堂の中国ビジネスの状況

出所）資生堂『アニュアルレポート2012』44頁および『アニュアルレポート2015／12』32
頁より作成。



分布について、資生堂の各ブランドのWEBサイト（中国語）の店舗情報により調べると4）、

以下のような特徴が分かる（表2を参照）。

（1）「オプレ」販売店舗も沿海部だけでなく内陸部へ展開しているが、「ウララ」販売店舗は、

内陸部の割合が6割以上であり、内陸部への展開が中心となっている。（2）「オプレ」販売店
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表2 中国諸地域における「オプレ」と「ウララ」の販売店舗数（2016年）

出所）資生堂のオプレおよびウララのＷＥＢサイト（中国語）の
店舗情報より作成。閲覧日は、2016年11月26日。



舗の沿海部への展開では、北京市周辺の「華北」が一番多く、「華東」がその次に多い。「華南」

への展開は少ない。（3）「ウララ」販売店舗の沿海部への展開では、「華北」「華東」「華南」が

ほぼ同程度であるが、北京市や上海市への展開は非常に少ない。（4）「ウララ」販売店舗の内

陸部への展開では、「中部」の湖北省や「西部」の四川省など特定の地域に比較的多く展開し

ている。「オプレ」販売店舗の内陸部への展開も同じ傾向がみられる。

「オプレ」販売店舗が富裕層や上位中間所得層を、「ウララ」販売店舗が下位中間所得層をター

ゲットとしており、沿海部（特に北京市や上海市などの大都市）には富裕層や上位中間所得層

が、内陸部には下位中間所得層がそれぞれ比較的多く存在していることが、上記のような特徴

に反映されている。

内陸部でも、「中部」の湖北省や「西部」の四川省などは経済成長が進んでおり、下位中間

所得層だけでなく上位中間所得層も多く存在しているため、「オプレ」販売店舗や「ウララ」

販売店舗が比較的多く展開していると考えられる。また、「オプレ」販売店舗が「華北」に多

いのは、「オプレ」の生産・販売を担当している「資生堂麗源化粧品有限公司」が北京市に立

地しているためであると考えられる。

「オプレ」は、これまで中国で生産する最高級ブランド（プレステージ商品）として成功し

てきたが、近年の販売不振は、中国における市場・流通面の立地環境の変化が背景にあると考

えられる。それは、第1に、Eコマースの急速な普及で、百貨店チャネルを通じた販売拡大に

ブレーキがかかってきたことが挙げられる。第2に、百貨店チャネルでの販売において、比較

的価格の安い、韓国ブランドなどの輸入化粧品との競争が激化してきたことが挙げられる。第

3に、中国人消費者が中国現地生産品に対して信頼性の面で厳しい評価をするようになってき

たことが挙げられる。

中国における立地環境の変化としては、近年の賃金の高騰も見逃せない。賃金の高騰は、中

国現地生産品の価格上昇につながるとともに、美容部員の人件費の上昇にもなる。また、反日

リスクが高まってきたことも、中国における立地環境の変化といえる5）。

「オプレ」や「ウララ」の販売店舗を沿海部だけでなく内陸部にも多数展開していくことは、

資生堂が得意な美容部員を通じてのカウンセリング販売を中国全土で進めていく上で強みとも

なるが、販売チャネルが店頭からEコマースへとシフトするなかで、過度な展開は足かせと

もなる。美容部員の人件費の上昇は、カウンセリング販売店舗の増大を難しくする。今後、ど

のような販売店舗をどの地域に、どの程度、展開していくかが、中国ビジネスの立て直しにとっ

ても重要である。

4 おわりに

本稿では、資生堂の中国ビジネスを事例にして、日系多国籍企業の中国への市場指向立地

（市場開拓のための立地行動）について検討を行った。
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中国の市場開拓を進めるためには、ターゲットを富裕層や上位中間所得層から下位中間所得

層へと広げることが必要であり、また、そのためには、沿海部の大都市だけでなく、内陸部の

都市へも販売店舗を展開することが必要となる。資生堂は、マルチブランド戦略によって、ター

ゲットの拡張と販売店舗展開を行った「中国市場開拓における成功モデル」であったが、現在、

中国における立地環境（特に市場・流通面の立地環境）のダイナミックな変化への対応に苦戦

している。

「オプレ」のプレステージ商品としてのブランド力が低下するにつれ、また、「エリクシール」

や「マキアージュ」のような日本のセルフ販売ブランドが中国人観光客に爆買いされるにつれ、

資生堂の自社の商品間でカニバリゼーション（共食い）が生じる危険もある。この点は、今後

の検討課題としたいが、表3に示されるような各ブランドが、明確な価格帯の違いによって

「すみわけ」が可能であるのかに、注目する必要があると考えている。

注

1）ここでは、世帯年間所得が5000ドル未満を低所得層、5000ドル以上1万5000ドル未満を下位中間所

得層、1万5000ドル以上3万5000ドル未満を上位中間所得層、3万5000ドル以上を富裕層と考えてい

る（経済産業省『通商白書2013』88頁を参照）。

2）たとえば、資生堂の中国専用ブランドは「中国女性の美に対する意識や嗜好、肌質のほか、中国各地

の気候などに関する徹底的な現地調査に基づいて開発されたもので」「現地のニーズに適合した商品で

あったため、中国女性に受け入れられ、高い評価を受けた」（神保2014,71 72頁）。「独自の価値や美

容文化を提案することに成功しており、それが持続的な競争優位の源泉となり、「売れる仕組み」ある

いは「売れ続ける」仕組みづくりとして機能しているといえる」（矢作2013,97頁）と述べられている。

3）資生堂ニュースリリース「資生堂の中国での新たな事業展開について」2011年9月 14日、資生堂

『アニュアルレポート2012』（2012年3月期）。

4）資生堂のオプレWEBサイト（http://www.aupres.com.cn/）およびウララWEBサイト（http://

経営研究 第67巻 第4号166

表3 資生堂のブランドの中心価格帯について

出所）資生堂『アニュアルレポート2014』7879頁より作成。



www.urara.cn/）を参照。

5）2012年9月の中国における反日デモを契機とした日系製品に対する需要低下が、資生堂の中国ビジネ

スにも悪影響を与えたのは確かである。ただし、日本からの輸入化粧品の販売は拡大しているので、反

日デモの影響が資生堂の中国現地生産品の不振の主な原因とはいえない。
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A study on multinational enterprise location behavior
and overseas market penetration:

Taking the example of Shiseido’s business in China

Yotaro Suzuki and Yanru Li

Summary

There exist differences in location environments（location conditions）between

developing countries and home countries of multinational enterprises. The study

of “multinational enterprise location behavior” ―namely, how and why multina-

tional enterprises develop business activity in countries and regions having vari-

ous kinds of location environments―is an important research topic in industrial

location theory. Japanese multinational enterprises choosing to locate to new

developing countries such as China have to address the factor of “labor-oriented

location,” namely, acquiring a labor force at lower wages than in Japan. There

is also, however, the increasingly prominent factor of “market-oriented location,”

the aim being to break into the local market.

This paper takes an example from the cosmetics industry. It analyzes Shiseido’s

business in China, and considers the features and issues pertaining to market-

oriented location in China faced by Japanese multinational enterprises. The

study analyzes how Shiseido has come to develop its business activities in China,

addressing the timeframe and details of the enterprise’s business activities as a

local Chinese corporation. The paper also considers the geographical characteris-

tics of retail stores of several brands. In doing so, the study focuses on changes

in the location environment in terms of the market in China.
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