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アジアにおける日本企業の最近の動向
「事業拡大意欲に一服感」― 2015 年秋、日本貿

易振興機構（以下、ジェトロ）が、アジア・オセ
アニアに進出している日本企業の経営実態調査

（2015 年度）1 を行い、調査結果のサマリーで用
いたキーフレーズである。4,635 社を対象にした
大規模な企業実態調査の結果、全体として、今後
1 〜 2 年の事業展開の方向性を「拡大」と答えた
企業の割合は 51% と、前年度調査（2014 年度）
から 5 ポイント低下した。特に、中国では「拡大」
と回答した企業が 38% となり、前年度調査から 8
ポイント低下し、「現状維持」が 51% と過半を占
めたことが特筆される。

ジェトロ調査において事業拡大意欲の低下が顕
著に表れた中国について、直接投資の観点から眺
めてみる。中国の外資利用（金融業向け投資を除
く）の推移を見ると、図表 1 に示すように、日本
からの直接投資実行額は 2012 年をピークに 3 年
連続で後退している。

中国商務部の統計 2 によると、2015 年における
中国の外資利用実行額は 1,263 億米ドル、対前年

比 6% 増で、過去最高を更新した。中国の外資利
用は、中国経済の発展方式の転換に伴い、製造業
向け投資からサービス業向け投資へのシフトを経
験している。ちなみに、2015 年におけるサービス
業向け直接投資実行額は全投資額の 61% を占める
に至り、製造業向け投資額の全体に占める比率は
31% にすぎなかった。

いずれにせよ、世界の対中国直接投資は、経済
全体の成長率鈍化と経済発展方式転換への適応を
基底に、緩やかではあるが増加傾向にある。図表 1
に示すように、日本の対中国直接投資は、特に、
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図表１　  対中国直接投資実行額の推移 
（金融業向け投資を除く）

出所：『中国統計年鑑2015』、「中国投資指南」 などに基づき筆者作成

1    ジェトロアジア大洋州課・中国北アジア課編『2015 年度 アジア・オセアニア進出日系企業実態調査』ジェトロ、2015 年 12 月。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/4be53510035c0688/20150115.pdf（2016 年 2 月 29 日アクセス）。

2    商務部定例プレスカンファレンス資料および「中国投資指南」（いずれも 2016 年 1 月 20 日付）を参照。URL は前者 http://
www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20160120.shtml、後者 http://www.fdi.gov.cn/1800000121_49_4279_0_7.html（2016 年 2 月 29 日アク
セス）。
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2014 年から 15 年にかけ大幅に減少したが、日本の
財務省統計 3 を見ると、2015 年前半、対中国サー
ビス業向けの直接投資が増加しており、こうした動
きは今後の中国の外資利用統計に反映される可能
性があろう。

ジェトロによる企業の実態調査をまとめたフ
レーズ、「事業拡大意欲に一服感」は、アジア全体
を見渡した 2015 年秋時点での日本企業の企業行
動を表すものだ。しかしながら、ビジネスはプロ
セスであり、新しいグローバル化の中核を占める
アジアで市場開拓やアジア地域とアジアの国々が
抱える社会的課題への取り組みなどによる企業の
新しい事業展開と価値の創造はこれからも続く。

アジア事業の転換：
「社会問題とビジネス」の視点

経営再建中のシャープにとり 2016 年 2 月は揺
れた 1 カ月であった。臨時取締役会で台湾の鴻海
精密工業の買収提案受け入れを決定した翌日、
シャープは「当社は鴻海精密工業との間で、当社
の潜在的なリスクを含む経営状況に関する確認作
業を行うなど最終契約に向けて協議しております」4

と発表した。シャープの偶発債務をめぐる協議が
続き、本稿執筆時点で両社は契約締結に至ってい
ない。

エレクトロニクス産業を取り上げてみると、例
えば、パソコン、携帯電話などの情報通信端末の
分野では、日本を除く東アジア（韓国・台湾・中国）
に形成された産業集積が圧倒的な競争優位を発揮
しており、日本企業単独でのアジアにおける事業
機会は限定的であり、生き残りにはビジネス連携
が必要である。

シャープと鴻海との連携について言えば、両社
がどこまで課題を共有できるかが大切であり、経
営の危機時にステークホルダーに配慮した対応が

できるかも重要である。
いずれにせよ、アジア事業を見直し、経営再建

を図るには企業の発想の切り替えが必要だ。そし
て、ヒントは前述の対中国直接投資が製造業向け
投資からサービス業向け投資へと急速かつ着実に
シフトしているという事実の中にある。中国にお
ける新常態への適応を見据えた企業の活動は、ア
ジアビジネス全体においても大切な課題である。
先進国の経済は、モノづくりそのものからモノの
提供に伴うサービスへの転換を図りながら発展し
てきた。アジアにおいても今、同様の流れが潮流
を形成しており、企業の多くは経営戦略の転換や
事業構造の調整を図っている。

さて、アジア戦略転換を支えるもう一つの重要
な視点に言及したい。それは「社会と企業」とい
う視点だ。世界は、環境、エネルギー、都市化、
交通、医療など深刻な社会問題であふれている。
政府機関や多くの非営利社会組織などが社会問題
に向き合い、さまざまな形で解決への取り組みを
行っているが、問題解決のスピード、インパクト
や成果は限定的であることは否めない。大きな課
題はリソースである。

ビジネス空間には、幸い、革新的技術・事業活
動で培ったノウハウや人材能力、財務能力などリ
ソースが存在しており、企業が社会問題に向き合
うことで事業に取り組むのは自然である。更に、
企業が社会問題に取り組み、利益を生むことによ
り、社会との接点の上に築かれたビジネスは好循
環を形成し、ビジネスの社会的価値は増大する。

サービス事業の高度化：
社会的課題解決型アプローチを中心に

多くの国際企業が今、事業改革の推進を図る中
で、サービス事業の高度化を図っている。こうし
た取り組みは、近年、中国やインドの台頭などで

3    財務省国際収支状況・報道発表資料を参照。http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/release_
date.htm（2016 年 2 月 29 日アクセス）。

4    シャープの投資家情報欄のお知らせ（2016 年 2 月 26 日付）。http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2016/160226.pdf（2016
年 2 月 29 日アクセス）。
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新しいグローバル化の中核的存在になりつつある
アジアにおいても当然重要だ。

電機・電子産業を取り上げれば、例えば、米国
の GE は、自社の製造業で蓄積してきた手法やノ
ウハウに基づくサービスを戦略事業として確立す
べく経営資源の投入を行い、「企業 IT ベンダー」
としての価値創出による事業を構築中である。ま
た、IBM は、クラウド、データ分析、モバイル、
セキュリティなど「戦略的インペラティブ（戦略
の遂行に不可欠な要素）」を事業のコアとする改革
を遂行中である。同社は、人工知能「ワトソン」
の医療への応用などに積極的投資を行っており、
これも特筆に値する。日本では、例えば、日立製
作所（以下、日立）は、技術的革新力と財務力を
活かし、社会的課題解決への取り組みを「社会イ
ノベーション事業」として推進中である。日立の
社会イノベーション事業の特徴の一つは、同社が
培ってきた「インフラ技術」と高度な「IT 技術」
を組み合わせ、社会的課題解決への取り組みを
行っていることだ。

ここでは、ソリューション・サービス事業の高
度化の一例として、日立の社会イノベーション事
業を取り上げ、考察する。

最初に、企業が、社会問題もしくは社会的課題
解決への取り組みを行う際の主要なステークホル

ダーに関する概念図を、一般的な形で、図表 2 に
示す。社会的課題解決のプロジェクトの推進に当
たっては、ステークホルダーは顧客と置き換えて
もよい。ステークホルダーは、また、ビジネス
パートナーにもなる重要な存在である。

次に、オープンイノベーションと協働について
述べる。日立の技術情報誌、『日立評論』2016 年 1・
2 月合併号 5 は、「2016 年 日立技術の展望」の特
集を組んでおり、その冒頭に、日立の東原敏昭社
長が「オープンイノベーションで活気あふれる未
来へ」というメッセージを寄せている。東原氏の
言葉の一部を引用する。
「より大きな価値を生みだすソリューションを

得るには、企業・業種、産・官・学、国・地域といっ
た枠や壁を乗り越えるオープンイノベーションこ
そが欠かせないアプローチです。日立はこれを『協
創』と呼び、水、エネルギー、交通をはじめとす
る各分野でお客様やパートナー企業と具体的なプ
ロジェクトを進めています」

協創による顧客価値の創出が日立の社会イノ
ベーション事業にとって決定的に大きな意味を持
つ。日立は、オープンイノベーションへの取り組
みの重要な一環として、2015 年 4 月、研究開発部
門の再編を行い、顧客起点型の研究開発業務の強
化を続けている。2015 年 4 月、日立の研究開発部

政府

市民社会 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

社会問題
社会的課題

図表 2　社会的課題解決と主要なステークホルダー

出所：筆者作成

5  『日立評論』Vol.98 No.1 - 2、日立評論社、2016 年 1 月。
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門の体制は図表 3 に示されるように改変された 6。
図表 3 で、戦略的に重要な位置を占めるのが

「社会イノベーション協創統括本部」である。同本
部は、日立・日立グループとグローバル社会との
接点の上に立ち、顧客起点型の研究開発を行うと
いう日立の経営意思が組織化されたものである。
社会イノベーション協創統括本部は、東京、北米、
中国、欧州の 4 地域センタの研究者が、顧客協創
によるサービス事業を展開するための最前線の組
織だ。全体で約 500 名の研究者を擁する。ご関心
をお持ちの方は『日立評論』2015 年 11 月号 7 の
各論文を参照いただきたい。

ここでは、「東京社会イノベーション協創センタ」
の活動の特徴を付記する。同センタは、「デザイン」
と「IT 技術」という組み合わせから成る組織だ。
出発点はデザインであり、これまで日立は、社会
の変化を洞察する手法、人間中心で課題を捉える
手法、事業を構築する手法などを開発し、活用し
ている。また、同センタには、協創プロセスを通
じて、顧客と日立・日立グループの事業部および
研究部門との橋渡しや事業化のリーダーとしての
役割が求められている。ちなみに、アジアの社会
イノベーション協創センタは中国に北京・上海拠
点があり、シンガポールとバンガロールの拠点は
東京が管轄している。

アジア地域連携
かつて 2010 年頃までは、東アジアの地域連携

は学術研究やビジネス連携の大きなテーマであっ
た。特に、日中韓の地域連携の領域では、産業連
携、環境汚染、食の安全、高齢化社会、医療など
多岐にわたる熱心な会話が交わされていた。時代
が変わり、こうした熱意を冷ましたのは政治で
あった。

アジアに目を向けると、中国やインドの持続的
な台頭、そして 2015 年末のアセアン経済共同体
の成立もあり、「アジア地域連携」が大きな経営課
題として再浮上している。

企業は、国境を越え、日常的な社会問題や社会
的課題解決に目を向け、アジアの地域連携を模索
し、政府や都市、企業などと協働することで、国
や地域の課題解決策を提案し、価値の創造を行
う。課題先進国・日本の企業は、ビジネスを通し
て、経験価値を活かすことができ、アドバンテー
ジを発揮できる。

筆者は、企業が明確な構想と戦略を持ち、アジ
ア起点の研究開発や事業開発に注力すれば、アジ
アの社会問題や社会的課題解決への取り組みは前
進すると考えている。

6    日立のニュースリリース（2015 年 2 月 27 日付）。http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2015/02/0227.html（2016 年 2 月
29 日アクセス）。

7     『日立評論』Vol.97 No.11、日立評論社、2015 年 11 月。
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海外研究拠点

中央研究所

日立研究所

横浜研究所

研究開発グループ

研究開発新体制図

従来 現在（2015年4月以降）

技術戦略室
社会イノベーション協創統括本部

社会イノベーション
協創センタ

（東京、北米、中国、欧州）

基礎研究センタ

テクノロジーイノベーション統括本部
テクノロジー

イノベーションセンタ
（情報通信、機械、エネルギー他）

図表 3　日立製作所の研究開発体制

出所： 日立ニュースリリース（2015年2月27日付）に基づき筆者作成




