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1．はじめに
2008 年秋以降、先進国経済が低迷を続けるなか

で中国が世界の経済を牽引している。とりわけ、
自国の経済発展のために外資を利用するという壮
大な戦略が実を結びつつある。

中国は改革開放路線を国家戦略として貫いてい
る。自国経済の発展段階に応じて開放水準と規制
水準の調整を図りつつ、外資がもたらす経営資源を
活用することで、全体としての自国産業の高度化を
図っている。2010 年、中国が GDP で世界第 2 位
の経済力を持つに至り、中国的な経済発展の方式
はアジアの開発途上国に大きな影響を与えている。

ビジネスの分野では、欧米企業や日本企業など
が技術移転と産業立地の転換を遂げるなかでアジ
アに新しい産業の集積をもたらすと同時に、アジ
アの国々や地域に特有のビジネスモデルが形づく

られてきている。今日的なアジアは経済・社会・
政治などの面でサブスタンス（実体）を伴う現実
的な存在として世界に羽ばたこうとしている。

米国、EU、そして日本が経済的・社会的な低迷
を続けるなかで中国、インドなどのアジア諸国が
着実に成長し、存在感を高める ― こうした西欧・
日本とアジアの衝撃的なコントラストを誰が予測
しえただろうか？　アジアの地殻変動がすべての
企業に経営の基本的なあり方の見直しを迫ってい
るように思う。

本稿では、世界経済において重要なポジション
を占めるに至った中国に焦点を当て、中国の外資
利用の歴史を概観すると当時に、中国経済と社会
の新しい発展段階に応じた外資の役割を考察す
る。今後の中国事業のあり方について考察できれ
ば幸いである。

中国における外資の役割
—社会的課題解決への取り組みを中心に—

Point
❶    改革開放以来、中国政府は外資利用を重要な国家戦略と位置づけ、外資を経済発展の重要な牽引

力として活用している。中国における外資は既に中国経済の重要な構成部分になっている。また、
中国政府の外資政策は中国経済と社会の発展段階に応じて変化している。

❷  中国の経済・社会環境は、中国で事業を行うすべての企業に対して、この国の発展段階に応じた
さまざまな社会的課題を提起している。外資系企業が中国で事業を推進するに当たっては、中国
の社会的課題解決への取り組みの姿勢が大切である。

❸  本稿では中国の外資利用の歴史を概観する。また、企業の社会的課題解決への取り組みの事例と
して、日立グループの環境事業分野における日中合作プロジェクトを紹介する。本稿を通して中
国における外資の役割について視点の提示ができれば幸甚である。
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2．中国の改革開放と外資政策の変化
（1）改革開放と外資利用

1978 年 12 月、鄧小平の指導のもとで改革開放
がスタートして早くも 32 年余の歳月が流れてい
る。この間、中国は外国資本の活用により外資系
企業が中国の工場で生産した標準品を大規模に輸
出することで外貨を稼ぐと同時に、飛躍的な経済
拡大を実現してきた。

1992 年の中国共産党第 14 回全国代表大会は、
改革開放政策の更なる推進のため、社会主義市場
経済体制の確立が必要であると宣言し、ここに新
しい経済発展の機軸が打ち出された。対中国直接
投資は、1992 年以降急速に増大し、これに伴い、
経済成長が加速された。1992 年から 1995 年頃に
かけて欧米や日本の企業が相次いで中国に進出し、
中国投資ブームの様相を呈した。

この時期の合弁方式による企業進出においては
まだ中国企業の力不足が目立っており、外資企業
が事業を牽引することが中国投資の前提であった。
例えば、1993 年に米国大手経営コンサルティング
会社が行った中国企業と外資企業の合弁事業に関
する調査報告書のなかで「“empty vessel” syndrome

（中身空っぽ症候群）」という表現が用いられ、外資
側からみた中国側のパートナー企業の競争力不足
への不満が表明されており、興味深い 1。

その後、中国企業は次第に事業能力を高めて
いった。そして、中国で事業を行う外資が中国企
業の経営能力形成に大きな影響を与えてきたこと
は評価に値する。

（2）WTO加盟時のコミットメント履行と外資
2001 年 12 月、中国の WTO 加盟が実現した。

それ以来、中国政府は WTO 加盟時にコミットし
た貿易と投資に関する約束事項の履行のため力を
傾注している。

例えば、外国企業の対中国直接投資の領域で
は、中国の外資系企業が固唾を飲んで待ち望んで

いた商業活動について 2004 年 6 月に施行された
外商投資商業領域管理弁法に基づき、同年 12 月
11 日から独資企業による中国での商業活動が可能
になった。このことが世界中の多くの企業によっ
て歓迎されたことは記憶に新しい。

他方では、例えば自動車産業分野における外資
の出資規制や付加価値通信サービス分野における
外資の参入規制は依然として続けられている。

（3）「良い外資」と「悪い外資」
筆者は、2004 年 12 月、中国国家発展改革委員

会付属の経済研究機関を訪問し、中国の外資に対
するニーズについて議論をしたことがある。

当時の議論は比較的シンプルであり、中国に技
術をもたらす企業が「良い外資」であり、ローエ
ンド製品の組み立てなどを目的とする企業は「悪
い外資」という感じがあったように思う。また、
中国に R ＆ D センターを構え始めた米国企業の投
資姿勢が評価されていたように記憶している。こ
の時期には、中国の外資に対するニーズは「生産」
から「技術開発」に移りつつあったようである。

（4）外資政策の調整
2006 年から 2010 年までの中国政府の外資政策

は「外資利用第 11 次 5 カ年計画」の基本方針に
基づく産業政策の調整となって具体化されてい
る。中国政府は、経済の持続的成長と産業構造の
高度化を見据え、外資の導入については、新しい
時代のニーズに応えられる外国企業の投資を歓迎
する立場から従来の「外商投資産業指導目録」を
見直し、2007 年 12 月に施行した。

（5）政府調達と外資
そもそも、2003 年 1 月施行の中国政府調達法は、

政府機関による購買については、基本的に自国の
製品、工事およびサービスに限って認めており、
例外として、自国製品、工事およびサービスを適

1  Yadong Luo, Guanxi and Business, Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2000, p.270 – 271 を参照。
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切な商業上の条件で取得することが不可能な場合
などに外国の製品、工事およびサービスを利用す
ることができるなどと規定している。また、政府
調達法には具体性に欠ける規定が多いことも問題
であろう。ちなみに、2010 年 1 月に公布された中
国政府調達法実施条例（意見聴取稿）に対しては
さまざまな機関から要望が出ている。

第 11 次 5 カ年計画で自主創新が重要な国家戦
略の一つとして掲げられ、中国の外資政策の面で
も自主創新が重要な意味を持つようになった。こ
こでは、このことが中国の政府調達問題を複雑化
させていることを付記するにとどめる。

2010 年 6 月末、GE のジェフリー・イメルト会
長兼 CEO が中国の政府調達に多いなる苛立ちを
みせたことがあった 2。海外企業の経営者のこの
ような不満は多くの外資の経営リーダーに共有さ
れていると思われる。

ハーバード・ビジネス・レビューの 2010 年 12
月号に “China vs the World: Whose Technology Is 
It?” という論文 3 が掲載されている。この論文の
趣旨を筆者なりに記せば次の通りである。中国政
府は、中国市場、特に政府調達市場の魅力をバッ

クに、世界の有数企業の技術を取り込むさまざま
な方法をあみ出し、外資に対する要求水準をあげ
ている。これから、世界の企業、特に、先端技術
を有する米国企業にとって、政府調達市場を含め
た中国市場への参入と自社の技術の中国環境への
露出のバランスをどう取るか、そして中国の事業
環境とどう向き合うかが大きな課題である。

（6）中国が抱える社会的課題と外資
中国国務院は、2010 年 4 月14日、「外資を一層適

切に利用するための国務院の意見（国発［2010］9 号）」
を公布した 4。この意見は、改革開放以来の中国の外
資利用が既に中国経済の重要な構成部分になってい
る現実を踏まえ、外資利用の質的な向上を図るための
政府の基本的な指針を示したものとして重要である。

本意見は、外資利用に関する重点任務 5 項目と
20 の具体的な施策により構成されており、中国政
府の外資利用の高度化に関する基本方針を示して
いる。重要なことは「中国経済と社会の発展段階
に応じた外資利用という視点」が提示されている
ことである。図表 1 は五つの重点任務ごとに最も
重要と思われる具体的施策をまとめたものである。

2   英国紙、フィナンシャル・タイムズの記事（2010 年 7 月 1 日付）を参照。http://www.ft.com/cms/s/0/ed654fac-8518-11df-adfa-
00144feabdc0.html#axzz1CxlJgqTQ（2011 年 2 月 4 日アクセス）。

3   Thomas M. Hout & Pankaj Ghemawat, “China vs the World: Whose Technology Is It?” , Harvard Business Review, Volume 88, 
Number 12, December 2010.

4   本意見については日中経済協会編『日中経協ジャーナル』No.197、2010 年 6 月号所収の記事、「経済発展方式転換に伴い、外資
導入も質的向上へ」、26 ～ 27 頁を参照。

図表 1　外資を一層適切に利用するための国務院の意見

出所：日中経済協会編、前掲書に基づき作成

重点任務 具体的施策（最重要項目）
①外資利用構造の合理化 中国の産業調整と振興計画に関わる要求に即し、「外商投資産業指導目録」を更に見直し、今後、

ハイエンド製造業、ハイテク産業、現代サービス業、そして新エネルギー・省エネ・環境保護産業
分野に対する外資の投資を奨励・支援する。また、高エネルギー消費・高汚染・貴重資源消費産業
および低レベル・過剰生産能力類のプロジェクトを制限する。

② 外資の中西部地域への移転
および投資増加の誘導

「外商投資産業指導目録」を見直し、「中西部地域の外商投資優位産業目録」を追加修正し、労働集
約型プロジェクト条項を増やす。

③ 外資利用方法の多様化
の促進

外資が中国の内資企業に資本参加や M ＆ A などの方法で国内企業の組織改変と構造転換を行うこ
とを奨励する。また、A 株上場会社による国内外戦略投資家の引き入れを支援する。

④ 外商投資管理体制改革
の深化

中国における外資による企業設立の手続きの簡素化を図る。例えば、「外商投資産業指導目録」に
おける総投資額（増資を含む）が 3 億米ドル以下の奨励類および許可類項目について、「政府が認
可した投資項目目録」の規定により国務院の関連部門の認可を必要とする事項を除き、地方政府の
関連部門が審査・認可する。

⑤良好な投資環境の建設 開発区の発展を規範化、促進し、開発区の体制を刷新するなどプラットフォーム機能の向上を図る。

中国における外資の役割



経営センサー　2011.3
4848

3．	中国における外資の役割：	
「企業の社会的責任」の重視

（1）	基本的な視点：中国経済と社会の発展段階
に応じた外資の役割

どこの国においても、企業が社会的な課題の解
決を視野に入れた事業の推進と経営を行うことは、
その重要な使命の一つである。中国の経済・社会
環境は、中国で事業を行うすべての企業に対して、
この国の発展段階に応じたさまざまな社会的な課
題を提起している。

この意味では、外資を取り巻く中国の事業環境
は、企業がこの国が抱えるさまざまな社会的課題
を受け止め、企業として課題解決に取り組むこと
で中国経済と社会の発展を見据えた事業戦略の推
進ができる稀有なものである。

（2）企業と社会の関わり合い：経営戦略とCSR
上記のような視点に立てば、これから外資系企業

が中国事業を推進するに当たっては、図表 2 に示す
ように、中国の社会的課題解決への取り組みが基本
的な企業姿勢として大切な意味を持つと思う。

企業が経営戦略を CSR という基本概念もしく
は基本理念を念頭に組み立て、そして実行するこ

とは中国の事業環境のもとでは大きな事業推進力
になるであろう。換言すれば、中国の外資系企業
は中国の社会的課題解決への対応姿勢を強めるこ
とで中国における事業展開に一層のドライブをか
けることができる。

4．	事例の紹介：日立グループの環境事業分野
における日中合作プロジェクト

ここでは、日本企業の中国における社会的課題
への対応の具体的な事例として、日立グループの
環境事業分野における日中合作プロジェクトを取
りあげ、日立製作所のニュースリリースなど公開
情報に基づく考察を行う。

（1）	「グリーン経済技術交流会」の開催と産業連
携の推進

2009 年 11 月、日立グループは中国国家発展改
革委員会と「低炭素社会建設・資源環境分野に於
ける友好合作プロジェクト」に関する覚書を交わ
し、環境分野における協力関係強化に向けた新し
い活動が始まった。そして、環境事業分野におけ
る日中合作プロジェクトの第一歩が 2010 年 3 月、
中国国家発展改革委員会と日立グループが北京市

図表 2　外資の企業姿勢：社会的課題解決への取り組み

政府

市民 企業

中央・地方政府、政府機関、大学などとの連携

産業連携・企業連携非営利組織などとの連携

経営戦略
CSR

出所：筆者作成
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で開催した「グリーン経済技術交流会」であっ 
た 5。技術交流会では、「高効率発電とスマートグ
リッド」「水処理」「家電リサイクル」そして「都
市交通（地下鉄）」の四つのテーマで分科会を行い、
実際の環境事業面では、日立グループは「中国国
家発展改革委員会の支援のもと、合作プロジェク
トの覚書に基づくモデルプロジェクトを展開する
予定」6 で進めている。

（2）	環境配慮型都市「中国・シンガポール天津
エコシティ」プロジェクトの支援

2010 年 5 月、日立製作所は中国－シンガポール
天津エコシティ投資開発会社（Sino- Singapore 
Tianjin Eco-City Investment and Development Co., 
Ltd.、以下、SSTEC と記す）と、中国政府とシン
ガポール政府が共同で進めている「中国・シンガ

ポール天津エコシティ」（以下、天津エコシティと
記す）プロジェクトで用いられる先進的な環境技
術および環境ソリューションの提供について協力
していくことで合意した 7。

2010 年 9 月、日立製作所は SSTEC と天津エコ
シティにおける具体的な協力内容について合意し
た。具体的な協力内容は、環境配慮型ビジネス中
心街区の開発における技術協力とビルエネルギー
管理システムにおける協力、地域内のエネルギー
を効率的に制御するためのエネルギー管理システ
ムの導入に向けた検討などを含んでいる。

更に、中国におけるスマートシティ事業に関す
る研究開発拠点を天津エコシティ内に設置するこ
とについても合意している 8。天津エコシティの
サイトを示す地図を図表 3 に示す。

5   日立製作所ニュースリリース、「中国国家発展改革委員会と日立グループが『グリーン経済技術交流会』を開催」（2010 年 3 月
23 日付）、http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2010/03/0323a.html（2011 年 2 月 4 日アクセス）。

6  同前。
7   日立製作所ニュースリリース、「日立が環境配慮型都市『天津エコシティ』における開発・建設に協力」（2010 年 5 月 5 日付）、

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2010/05/0505.html（2011 年 2 月 4 日アクセス）。
8   日立製作所ニュースリリース、「日立がSSTECと天津エコシティにおける具体的な協力内容について合意」（2010年9月29日付）、

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/ month/2010/09/0929b.html（2011 年 2 月 4 日アクセス）。
9  http://www.tianjinecocity.gov.sg/（2011 年 2 月 4 日アクセス）。

図表 3　天津市のなかの天津エコシティ

出所：シンガポール政府の天津エコシティウェブサイト 9

中国における外資の役割
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（3）	大連市との資源循環・低炭素経済分野にお
ける協業

2010 年 10 月、日立製作所および日立（中国）
社は大連市発展改革委員会と資源循環・低炭素経
済分野で協業を開始することで合意した。協業の
具体的な内容は、①大連市で開発が進められる「大
連エコサイエンス＆テクイノベーションシティ」
に対するスマートシティ関連の協業、②大連長興
島臨港工業区および大連市街区において水循環の
効率化を実現する「インテリジェントウォーター
シティ」の構築に向けた協業、そして③大連市リ
サイクル事業者への家電リサイクルに関する技術
や工場設立・運営ノウハウの提供である 10。

（4）「広州ナレッジシティ」構築への協力
2011 年 1 月、日立製作所および日立（中国）社

は広州市郊外に開発が予定されている次世代都市、
「中国・シンガポール広州ナレッジシティ」の構築
と発展に向けて広州市人民政府傘下のナレッジシ
ティ管理委員会およびシンガポール政府系投資会
社、シンブリッジ・インターナショナル・シンガ
ポール社と協力していくことで合意した 11。
「広州ナレッジシティ」は中国とシンガポールの

協力プロジェクトとしては三番目の大型プロジェ
クトである。一番目の「蘇州工業園区」と二番目
の「天津エコシティ」は中国政府とシンガポール
政府が直接関わり合ったプロジェクトである。「広
州ナレッジシティ」は両政府の支援のもとで、民
間セクター主導によるプロジェクトの推進が進め
られる点が新しい事業形態として注目される。

（5）	アジアにおける社会イノベーション事業の
統括組織

日立製作所とシンガポールの政府機関であるシ
ンガポール経済開発庁は、日立製作所がアジアベ
ルト地帯 12 において社会イノベーション事業を強
化するに当たり、協力することで合意し、この合
意に基づき、2010 年 4 月 1 日付で日立アジア社シ
ンガポール本社内に社会イノベーション事業の統
括組織（Centre of Excellence）が設立された 13。

今回、本稿で取りあげた日立グループの環境事
業分野における日中合作プロジェクトのなかで、

「天津エコシティ」と「広州ナレッジシティ」は中
国とシンガポールが共同で進めるプロジェクトへ
の日立グループの参画事例である。ここでは、事
業プロジェクトの推進に当たり、三カ国の当事者
間で事業の将来像や理念、そしてそれぞれの役割
について基本的な理念や価値観などを共有しなが
ら進めることになる。

今後のアジアにおける社会イノベーション事業
は、アジア各国や地域の関連組織と連携しながら
進められる。そして、シンガポールの社会イノ
ベーション事業統括組織は、中核拠点の一つとし
て、情報通信、社会インフラ、エネルギーなどを
統括したプロジェクトをシンガポールとアジアベ
ルト地帯に推進して行く。

日立グループは、「社会イノベーション事業」に
戦略的な焦点を当て、新しい事業を生み出す「構
想力」と「構想力」を支える「技術力」（環境技術
および環境情報ソリューション）をベースにアジ
ア事業を推進している。

10   日立製作所ニュースリリース、「中国国家発展改革委員会の支援のもと、日立と大連市が資源循環・低炭素経済分野における協
力について合意」（2010 年 10 月 24 日付）、http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2010/10/1024.html（2011 年 2 月 4 日ア
クセス）。

11   日立製作所ニュースリリース、「日立が次世代都市『広州ナレッジシティ』構築に協力することで合意」（2011 年 1 月 21 日付）、
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/ month/2011/01/0121.html（2011 年 2 月 4 日アクセス）。

12   アジアベルト地帯は、東アジアからアラビア半島に至る広範な地帯であり、中国、ASEAN 各国、インド、中東などアジア沿岸
部 24 カ国・地域を含む。宮下章「アジアベルト地帯における経済発展形態と日本企業の役割」、『日立総研』Vol.4 － 4、2010
年 2 月を参照。

13   日立製作所ニュースリリース、「日立、シンガポールに事業統括組織 Centre of Excellence を設立、アジアベルト地帯における
社会イノベーション事業強化に向けてシンガポールの経済開発庁と覚書を締結」（2010 年 5 月 31 日付）、http://www.hitachi.
co.jp/New/cnews/month/2010/05/0531a.html（2011 年 2 月 4 日アクセス）。
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日立グループの取り組み事例は先端技術志向の
日本企業に重要な示唆を提示するものであろう。

5．おわりに
1978 年 12 月、改革開放政策がスタートし、中

国の経済発展のための新しい舵取りが始まった。
改革開放により中国経済はそれまでとは異なる発
展の経路に入ることになった。そして、こうした
発展のプロセスにおいて、外資系企業は中国経済
の拡大と産業の高度化に寄与し、重要な役割を果
たしてきた。

中国が計画経済から社会主義市場経済への漸進
的な移行を遂げるなかで、多くの産業分野で外国
企業による技術とモノづくり知識の移転をもとに
産業の基礎が形成され、市場経済に適合した企業
経営の仕組みが組み立てられてきた。中国ではこ
れからも外資が産業界の発展と企業経営の高度化
のために重要な役割を果たすと思われる。

中国は外資の直接投資を受け入れることで「世
界の工場」としての製造能力を高めた。そして、

外資系企業の工場群に中国地場企業の工場群が加
わることで、中国産業全体として製品の輸出を著
しく拡大させた。このことにより、例えば、中国
の外貨準備高は増大し続け、その規模は中国が
WTO に加盟した 2001 年の 12 月末の 2 千 122 億
米ドルから 2010 年末には 2 兆 8 千 473 億米ドル
へと 9 年間で約 13 倍に拡大した 14。
「世界の工場」は中国に経済発展をもたらしただ

けではなく、多くの社会的な問題を生み出した。
「世界の工場」が、水、電力などの資源問題や大気、
土壌、河川などの環境汚染問題を引き起こしてい
ることはご承知の通りである。また、中国産業の
発展に伴い、中国の都市化は著しく進展しており、
都市の住居や交通などの面でも多くの問題を生み
出している。

環境や生態系などに配慮した企業活動の推進に
留意することは中国で事業を行うすべての企業の
社会的責任である。特に、外資は中国のグリーン
経済への移行を助ける触媒としての機能を果たす
必要があると思う。

14   2001 年 12 月の外貨準備高については国家外貨管理局の統計を参照。また、2010 年 12 月の外貨準備高については中央人民政府
の発表を参照。国家外貨管理局のウェブサイトは http://www.safe.gov.cn/model_safe/index.html、中央人民政府のウェブサイト
は http://www.gov.cn/ である（いずれも 2011 年 2 月 4 日アクセス）。

中国における外資の役割




