
  

 

 

ポスト

 

  
 
■1990

じて

一つ

クの

■韓国

再編

的な

■中国

れる

ンボ

■中国

散先

■ベト

ベル

系企

ろう

■今後

かけ

■日系

に進

えて

東レ経営研究

 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 

 

Ｎｏ．０５－１１ 
２００５年１２月２８日 

２００８（北京五輪）を見据えたアジア全域で

の事業展開がカギ 

－ ASEAN 地域で活動する日系企業の現状と展望 － 

 
 

 
 

 

 

福田 佳之 
東レ経営研究所 産業経済調査部 
エコノミスト 
TEL：047-350-6173 
E-mail：Yoshiyuki_Fukuda@tbr.toray.co.jp 

＜ポイント＞ 

年代後半から ASEAN 地域で活動する日系企業の外部環境に二つの変化が生

いる。一つは、韓国、中国系企業の ASEAN 地域での勢力拡大であり、もう

は、中国沿海部の投資環境の悪化を受けて同地域に対する投資の一極集中リス

高まりである。 
・中国勢の台頭に対して、日系企業は、ASEAN 域内での効率的な分業体制を

するとともに、域内統括拠点の設置、マーケティングや研究開発の強化、世界

輸出拠点の構築を行って対抗している。 
沿海部の日系企業は高まる投資リスクから生産拠点の分散・シフトを考慮に入

必要があり、その候補先として、中国内陸部と後発 ASEAN 地域の CLMV（カ

ジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）諸国が挙げられる。 
内陸部は物流問題や人民元切り上げ問題を抱えており、現時点ではシフト・分

として難しいとみられる。 
ナムは外資系企業に対する政策や政府の態度が不透明なものの、安価かつ高レ

の労働力が得られやすく、分散先として有望である。一方、ミャンマーは外資

業が活動するための環境整備が不十分で、本格的に進出するのは先のこととな

。 
の中国市場と ASEAN 地域市場はさらに拡大していくと同時に、中国の働き

もあって両地域の一体化が進むとみられる。 
企業はポスト２００８のアジア全域の経済緊密化をにらんだ拠点再編をさら

め、現地企業のヒトの現地化や権限委譲など内部体制をグローバルなものに変

いく必要があろう。 
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はじめに 
日本の製造業はプラザ合意以降の趨勢的な円高に対して、ASEAN 地域などに生産拠点を

シフトさせて国際分業体制を構築することでコスト高を吸収し、一方で同地域の市場に進

出・深耕することで国際競争力を維持してきた。しかし、90 年代後半に入って、サムスン

電子などの韓国勢が東南アジアを席捲し、日本企業の立場を脅かしている。また、近年は中

国企業、中国製品の ASEAN 地域での伸長が著しく、同地域では「中国脅威論」が叫ばれ

ている。 
また他の地域に目を転じると、90 年代末頃から日本企業を初めとする多国籍企業は中国

沿海部に進出し莫大な投資資金を落としてきた。しかし、2002 年から 2003 年にかけての

SARS（重症急性呼吸器症候群）の発生・蔓延をきっかけに、中国一極集中リスクを認識し

始めた。そしてワーカー（工員）賃金の上昇や電力、水不足、そして反日運動の高まりなど

同地域での投資環境が悪化している。 
外部環境の変化を受けて、ASEAN 地域で活動する日系企業はどのように対応しているの

だろうか。このような問題意識から、現地日系企業の取り組みについて取り上げたい。具体

的には、韓国や中国という域外からの挑戦を受けた ASEAN 地域進出日系企業の対応を整

理するとともに、生産拠点のシフト・分散候補先としての CLMV（カンボジア、ラオス、

ミャンマー、ベトナム）、その中でも、ベトナムとミャンマーの将来性について触れる。最

後に、ASEAN 地域で活動する日系企業の課題として、2000 年代後半には ASEAN 地域と

中国が一つの経済圏になっていく中で、アジア全域をにらんだ拠点再編を行い、全体最適を

達成する必要があることを指摘したい1。 
 
１．グローバル化の津波が押し寄せる東南アジアの日系企業 
これまで趨勢的な円高に対応して、電機産業を始めとする日本の製造業は、NIEs、

ASEAN４、そして中国に生産拠点を移すことにより、日本国内で完結していた生産体制を

アジア地域の安価な労働力を活用する国際分業体制に切り替え、円高などによるコスト圧力

を吸収してきた。また、ASEAN 諸国の輸入代替政策を受けて、日本の製造業は早くから現

地市場に進出しており、抜群のシェアを獲得・維持していた。 
しかし、90 年代に入ると日本の製造業は長引く不況から国内外でリストラクチャリング

を実施し、海外に積極的に打って出る余力のない中で、日系企業を取り巻く環境に大きな二

つの変化が生じてきた。2004 年末のインドネシア沖大地震は日系企業にさほど影響を与え

なかったが、実はグローバル化という津波が現地の日系企業に押し寄せてきており、かなり

の影響を与えているのだ。以下では、この津波の内容を説明する。 
 
津波その１：韓国、中国系企業の挑戦 
90 年代後半にはサムスン電子を中心とする韓国勢が ASEAN 地域で大規模な広告宣伝

活動を行いブランドの構築に努めると同時に、日本製品以上のラインナップを同地域に  

                                                  
1 本稿を作成するに当たり、2004 年 10 月下旬から 11 月上旬にかけて三井業際研究所 ASEAN ビジネス

研究委員会が実施した現地視察でのヒアリングに基づいている部分が多い。現地視察を実施するに当たっ

てお世話になった多大な関係者に感謝いたしたい。このレポートで載せた写真は全て同委員会委員による

撮影である。また、今回の現地視察において第二メコン国際橋で説明をして下さった三井住友建設の田中

等氏が 2005 年 7 月 22 日の事故で殉職されたことは非常に残念なことであった。謹んで哀悼の意を表した

い。 
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図表1　世界輸出に占める中国、ASEAN4のシェアの推移

（出所）IMF,"Direction of Trade Statistics"各年号
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図表2(1)　中国からASEAN４、シンガポール、CLMVへの輸出額の推移

（出所）IMF,　”Direction of Trade Statistics"各号
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投入した。その結果、同地域での日本製品のシェアが低下している。1995 年には、ASEAN
５諸国のカラーテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンの 4 品目の市場トップ 3 までに韓国 
勢はたった５機種しかランクインしていなかったが、2001 年には 18 機種まで増大して

いる。 
さらに、近年では先進国だけでなく ASEAN 地域においても中国製品の流入や中国系

企業のプレゼンス増大が著しい。世界の輸出総額に占める中国のシェアは増大中で、2001
年に ASEAN 地域のシェアを追い抜き、2004 年現在 6.4％となっている（図表１）。また 
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図表2(2)　ASEAN４域内での各国別輸入シェアの推移

(出所）IMF,!"Direction  of Trade Statistics"各年号

中国

対中
2.5%

対日
26.3%

対米
14.0%

対NIEｓ
18.3%

ASEAN域内
域内
6.0%

その他
33.0%

１９９５年

対中
7.7%

対日
19.4%

対米
13.2%

対NIEｓ
19.2%

ASEAN域内
域内
10.6%

その他
30.0%

輸入総額　2286億ドル

２００３年

輸入総額　2220億ドル

 
 
2003 年の中国から ASEAN 地域への輸入総額は 313 億ドルとなり、1995 年の水準から 3
倍に拡大し、ASEAN輸入総額に占めるシェアも 5％アップしている（図表２（１）（２））。

直接投資を見ても、中国の国家戦略で対外投資を重視しているために 2000 年以降

ASEAN 地域向け、特に CLMV（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）諸国向

けを中心に活発化している。例えば、中国企業のハイアールがベトナムの大手家電メーカ

ーであるミツスターと製造販売業務を提携したほか、中国国営の煙草企業がタイ北部のチ

ェンマイに工場を建設する予定である。また、CLMV 諸国において中国政府などの資金

援助を受けた中国企業の資源開発も盛んである。 
このような中国製品や中国企業の伸長を受けて、ASEAN 地域では「中国脅威論」が依

然として根強い2。中国雲南省のビールメーカー「ランサーン・ビール」がタイ向けに輸

出したビール 16 万本はタイ市場を荒らす恐れがあるとのことで税関に留め置かれた。ま

た、ベトナムでも安価な中国製鉄鋼の流入のために、現地の鉄鋼会社 5 社が生産を一時

停止した。 
 
津波その２：中国沿海部の生産拠点への一極集中リスクの高まり 
2002 年から 2003 年にかけて発生・蔓延した SARS は中国に進出した外資系企業に中

国沿海部での事業展開リスクを認識させるきっかけとなった。さらに最近では、沿海部の

投資環境の悪化が沿海部にある生産拠点一極集中リスクを高め、ASEAN 地域で活動する

日系企業に影響を及ぼしている。一極集中リスクを高める要因として、以下の 4 つの要

因が挙げられる。 
 
① ワーカー（工員）賃金の上昇 
広東省の外資系企業ではエンジニアや管理職だけでなく、ワーカー（工員）不足が指摘

されており、ワーカー賃金が上昇している3。特に、台湾、香港系企業において深刻とい

                                                  
2 ただし、中国製オートバイがベトナム市場に進出した 1990 年末頃と比較すると、現在では WTO に加盟

した中国の国内市場の魅力が高まり ASEAN 諸国から中国への輸出が増加しているために、同地域におい

て「中国脅威論」が和らいでいる。 
3 調査対象のサンプル数が限られているが、ジェトロのアジア主要都市・地域の投資関連コスト比較によ

ると、2000 年 12 月のワーカー月賃金は 70～135 ドルであったのに対して、2003 年 11 月のそれは 86～
335 ドルと全体的に上昇し、ばらつきが大きくなっている。 
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われている。 
従来、中国沿海部に進出した外資系企業は労働集約的な生産拠点を設け、内陸部から入

れ替わり立ち替わり出稼ぎにくる大量の労働者を使うことによって生産コストを大幅に

抑えることに成功した。中国内陸部には余剰労働人口が 1.5～２億人存在すると言われ、

労働不足になることはないとされていた。 
しかし、中国指導部が内陸部や農村の振興を重視し、西部大開発を進めており、TCL

などの中国企業が内陸部に工場を建設している。その結果、内陸部などの地方が成長を始

めており、地方の就労条件は改善されつつある。農村での失業者や低所得の農民が地方都

市で職を見つけることができ、わざわざ沿海部に出稼ぎに出る必要性が薄らいでいるのだ。 
また、沿海部の劣悪な就業環境と頻発する労働争議は内陸部の労働者の出稼ぎ意欲を殺

いでいる。これを受けて広州市も 2004 年 12 月に 2 年ぶりに最低賃金を改定して 684 元

と 34％以上引き上げ、また企業の給与未払いの監視を強めている。 
 
② 電力、水不足 
沿海部に進出した外資系企業が電力や水不足で生産活動に影響を受けている。ジェトロ

の調査によると、2003 年時点で華東地区にある日系企業の 55％が電力不足で被害を受け

たと答えている。実際、杭州に白物家電の生産拠点を建設している松下電器産業はこのよ

うな電力不足の状況を考慮して自家発電の導入を決定した。 
当初は異常気象のせいとも言われていたが、現在では経済高成長による電力需要の急増、

第 10 次５ヵ年計画での発電・送電設備建設計画の先送り、発電用燃料の輸送問題などが

根本的な原因と指摘されている。現在、電力網の整備や原子力発電所の建設など電源開発

が急ピッチで進められている。 
水不足についても、既に全国の都市の 3 分の 2 が水不足となっており、111 の都市が深

刻な状態に陥っているという。大干ばつや経済成長が影響していると言われ、水不足を解

消するプロジェクトが稼動している。 
 
③ 外資優遇税制の撤廃 
これまで外資系企業の誘致のために、低率の法人税適用や 2 免 3 減（進出後始めて利

益が発生した年度から 2 年間の免税とその後 3 年間の法人税率半減）などの優遇措置を

与えている。この結果、外資系企業誘致に一定の成果を得たが、地場企業に不利益をもた

らしている批判の声もあった。また 2001 年の WTO 加盟によって地場企業と同様の内国

民待遇を実施しなければならず、外資系企業に対する優遇措置を撤廃する動きがみられる

4。 
 
④ 人民元切り上げ 
2005 年 7 月に中国政府はついに人民元切り上げを実施した。対ドルで 2％程度切り上

げを実施し（１ドル＝8.28 人民元から 8.11 人民元に）、その後対ドルでの固定相場制度

から複数の通貨から構成される通貨バスケットの動きを参考にした管理変動相場制度に

移行した。その後、人民元は緩やかに切り上がってきており、12 月 20 日現在１ドル＝

                                                  
4 この３月の全国人民代表大会で外資優遇税制の見直しが議論される予定であったが、来年以降に先送り

された模様である。 
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8.074 人民元となっている。 
人民元切り上げにもかかわらず、その幅は限定されたものであり、実際、中国の貿易黒

字は拡大基調が続いている。欧米諸国には切り上げ幅が不十分ということで再度の切り上

げを中国に求める声が根強い。 
このような要求に屈する形で中国政府が為替制度を変更する可能性は少ないとみられ

るものの、内陸部との経済格差是正と金融制度改革の進捗状況次第で、近い将来に再度の

人民元切り上げが実施される可能性があろう。 
 

こういった投資環境の悪化が沿海部にある生産拠点の分散・シフトの動きにつながり、そ

の波は ASEAN、特に CLMV 諸国に押し寄せようとしているのだ。 
 

２．韓国、中国系企業の攻勢に日系企業はどのように対抗するか 
上で述べた ASEAN 地域における韓国・中国製品の流入や韓国・中国系企業のプレゼン

ス増大に対して日系企業は手をこまねいておらず、着々と手を打っている。もともと日本と

ASEAN 地域との経済関係は長い歴史を持っており、同地域での投資残高は中国のそれを遥

かに上回っている。その結果、タイ、マレーシアでは厚い裾野産業が構築されている5。ま

た、同地域の国民は日本に対して好意的な感情と日本ブランドに対する信頼を持っており、

韓国、中国勢の攻勢に対して戦いやすい環境にある。 
ASEAN 地域での日系企業の取り組みは次の五段階に分けられる。 
① 域内分業の効率化 
② 域内統括拠点の設置 
③ 現地でのマーケティングの強化 
④ 現地仕様製品開発のための研究開発拠点の設立 
⑤ 世界を視野に入れた自立的な輸出拠点の構築 

以下では、現地の日系企業の取り組み事例を上の五段階に分けて説明していく。 
 

① 域内での効率的な分業体制の再編でトータルコストダウン 
域内での競争激化に加えて、2003 年 1 月に AFTA（ASEAN 自由貿易地域）がほぼ完

成し、原加盟国内の特恵関税が 5％以下に引き下げられたことが自動車産業や電機産業の

域内の最適な分業体制の構築を促進し、生産コスト削減の実現につながっている6。 
これまで自動車産業は ASEAN 各国の高関税政策を背景に消費地生産を基本とせざる

をえず、各国それぞれに進出して完成車の組み立て拠点を設けてきた。このため、規模の

経済が働きにくく、非効率であった。 
まず、1996 年の AICO（ASEAN 産業協力）スキームの導入で自動車部品の関税が引

                                                  
5 例えば、タイの自動車産業について、日系企業中心の一次部品メーカー約 600 社、地場系メーカー中心

の二次・三次メーカー約 2000 社が集積している。国際協力銀行の調査においても、中期的な有望事業展開

先として中国、タイの順となっているが、その理由として産業集積があると答えた比率はタイ（23.3%）

の方が中国（16.1％）よりも高い。 
6 デンソータイランドの竹内社長によると、1980 年代までに ASEAN 諸国に進出した日系企業は現地調達

率の引き上げを現地政府より求められ、製品の品質向上やコスト削減よりも国産化に現地経営のプライオ

リティを置いていたという。それが 2000 年以降、国産化規制の撤廃や AFTA の進展により、現地経営の

重心が域内の最適生産と相互補完による製品の品質向上と生産コスト削減にシフトしたとのことである。

このような動きは世界的な競争が激化する中で加速することはあっても鈍化することはないと思われる。 
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き下げられたことから、同部品については域内での相互補完を進め、効率的な分業体制を

築いてきた。そして、この AFTA により完成車についても車種別に拠点を集約し、域内

にピックアップトラックや乗用車を輸出することが出来るようになっている。 
自動車産業よりもいち早く完成品の生産集約を進めているのが電機産業であり、特に比

較的関税の高かった白物家電を中心に製品別に拠点を再編している。例えば、東芝は洗濯

機や冷蔵庫の白物家電の生産をタイに集約し、テレビ生産をタイからインドネシアに移管

した。また、シャープは域内向けである直冷式の冷蔵庫生産はインドネシアに、日本向け

のファン式冷蔵庫生産はタイにと棲み分けている。また、生産集約によるコスト削減だけ

でなく、現地調達の促進による調達コスト削減にまで手を伸ばしている。松下電器産業な

ど日系電機メーカー3 社は逆見本市を開催し、現地部品メーカーを発掘しサプライヤー情

報を共有することで調達コスト削減を図ろうとしている。 
また、域内物流も上記のような動きをサポートしている。日本郵船がシンガポールにク

ロスドックを設け、アジア各地から集荷した完成品・部品を仕分けしたり、仕向け地別に

まとめて再出荷したりすることを容易にしている。 
さらに、ミャンマーのヤンゴンからタイ東北部を通ってベトナム中部のダナンまでの東

西回廊（写真 1～3）や中国雲南省からラオスを通ってタイのバンコク、または、ベトナ

ムのハノイまでの南北回廊（写真 4）に日系企業の期待が集まっている（図表 3）。両回

廊が完成し、域内物流がスムーズになれば、CLMV の安価な労働力を活用することがで

き、効率的な ASEAN 全域での分業がさらに促進されよう。 
 
② 域内統括拠点を設置し、域内の司令塔の役割を委任 

域内の統括拠点設置に動いた日系企業も多い。域内統括拠点は、域内の調達コスト削減

や域内の生産・販売・資金回収までのコントロールなどを行うだけでなく、現地人材の育

成・登用など域内の人事戦略を実施することも期待されている。 
電機産業の現地日系企業は統括拠点をタイやシンガポールに設け、部品の集中購買、調

達先の絞り込み、調達部品のモジュール化などを進めている。電機産業は製造原価に占め

る材料費の割合が高く、生産コスト削減には効率的な分業体制の構築だけでなく、原材

料・部品の調達コスト削減も重要なためである。 
花王はすでに ASEAN 諸国を一つの市場としてとらえており、域内の生産・販売などを

域内で一貫して行う必要性を考慮して、2000 年、タイに統括拠点を設けている。 
デンソーはシンガポールに設置した統括拠点に域内の調達やファイナンスの統括業務

を行わせているが、さらに HR マネジメントセンター（Human Resources Management 
Center）を設けて現地のマネジメント層の育成とグローバルなポストへの登用について中

心的役割を担わせている。 
 
③ マーケティングを強化し、域内のニーズを迅速把握 

ASEAN 域内の生産拠点を再編するだけでは韓国、中国勢に対抗することは難しく、現

地のニーズにあった製品を供給する必要がある。そこで、日系企業は現地市場のマーケテ

ィングを強化し、ブランド戦略を実施している。 
三洋電機は、かつては世界を四分割して市場動向をみていた。しかし市場ニーズを発掘

するため、世界を 14 の地域に細分してマーケティングするエリア別マーケティングを導

入し、現地のニーズに木目細かく対応する体制を整えている。 
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図表 3 ASEAN 地域と東西・南北回廊 

（出所）東レ経営研究所「経営センサー」2005 年 6 月号 
 
松下電器産業はブランドをパナソニックに統一する「アジア P1 プロジェクト」を実施して

いる。パナソニックの先端的なイメージを白物家電に植え付け、ASEAN 地域でのシェア奪

取を狙っている。広告や宣伝を打つだけでなく、実際に「ノンフロン」の冷蔵庫や「ななめ

ドラム」の洗濯機を投入し、韓国勢にない技術力をアピールするとのことである。 
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④ 現地での研究開発体制で、現地仕様の製品を域内に販売 

また、汲み上げた現地ニーズを素早く製品に具現化していくために、現地に研究開発拠

点を設立し、ニーズに合った製品の開発研究や現地仕様の製品の開発を進めている。 
三洋電機はホーチミンなどの開発拠点を増強することで白物家電の現地設計を可能に

し、開発のリードタイムを大幅に縮小させた。既に冷蔵庫や洗濯機について現地のニーズ

に合った低価格商品を市場に投入しており、インドネシアで落ち込んでいた冷蔵庫のシェ

ア（７％）、洗濯機のシェア（２％）を半年でそれぞれ 17％、9％にまで回復させた。 
消費財メーカーだけでなく、素材メーカーも域内で研究開発拠点の設置に動いている。

東レはマレーシアに樹脂の技術センターを設け、域内の電機産業や自動車産業など下流の

ニーズに迅速的確に対応する体制を築こうとしている。 
こういった動きは ASEAN 地域に進出した食品産業に顕著に見られる。味の素は現地

仕様の商品開発を得意としており、「ほんだし」などの風味調味料をインドネシアにはチ

キン風味に、タイには豚肉風味とガーリック風味にして発売している。その結果、風味調

味料の売上は年率 15％以上の伸びをたたき出している。この売上拡大の背景には、社員

が現地語を覚え、ローカルスタッフと共同して行う商品開発を行っていることが大きい。 
 

⑤ 域内だけでなく、世界をターゲットとした輸出拠点に進化 
以上のような動きを総合的に進め、域内だけでなく、世界への輸出を視野に入れた自立

的拠点に進化させようとする動きがある。 
ASEAN 諸国の自動車産業はアジア通貨危機を契機として国内需要が縮小し、活路を国

外に求めざるを得ない状況となった。通貨危機以降、タイでは自動車輸出比率が 25-45％
にまで上昇している。その中でも特筆すべきはトヨタの IMV（Innovative International 
Multi-purpose Vehicle）プロジェクトである。 
トヨタはピックアップトラックの開発から調達までを ASEAN 域内で完結させ、世界

に輸出する IMV プロジェクトを実施している。このプロジェクトは日本の生産・開発拠

点が全く関与しないという意味において画期的である。タイ、インドネシアの他に、アル

ゼンチン、南アフリカに生産拠点を設け、世界 4 極体制で 50 万台以上の生産を予定して

いる。 
IMV プロジェクト実施の背景には、ピックアップトラック生産の現地調達率の大幅上

昇がある。日系の自動車部品メーカーが大量にタイに進出しており、現在、現地調達率は

100％に近い。 
また、トヨタは域内の開発拠点である TTCAP をタイに設立しており、市場ニーズに合

致した現地仕様の IMV 開発を行う体制を構築している。さらに、進出した部品メーカー

でも開発部門や教育訓練部門を新設したり、地場の下請け部品メーカーに TPS（トヨタ

生産システム）導入を指導したりする例が見受けられる。 
 

このように現地日系企業は韓国、中国勢の伸長に対して、小手先な収拾策に終始すること

なく、ドラスティックな対策を打ちつつあり、三洋電機や味の素のように成果を出している

企業もある。 
 
３．投資環境の良さではベトナムが一歩リード 
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中国沿海部の投資環境は、①ワーカー（工員）賃金の上昇、②電力、水不足の深刻化、③

外資優遇税制の撤廃の恐れ、④人民元切り上げ、等によって、以前よりも悪化している。こ

のような中で、日系企業が採るべき方策の一つとして、中国沿海部からの生産拠点の分散・

シフトとその候補先について以下で論じることにしたい。 
 
生産を撹乱させ、コストアップにつながる沿海部の投資環境の悪化 
上で挙げた五つの中国沿海部の投資環境の悪化要因は、二つのカテゴリーに分類される。 
第一のカテゴリーは、電力、水不足や 2005 年 4 月頃に盛り上がりを見せた反日運動など

の生産の撹乱要因である。電力、水不足は現時点において円滑な生産を妨げており、反日運

動勃発の恐れは今後円滑な生産を妨げる恐れがあると言えよう。しかし、中国政府が電力、

水不足について対策を打ち出していることもあり、将来的には解決されると見られる。また

日中両国が相互理解に向けた努力を積み重ねていけば、今後、反日運動の発生は減少してい

くだろう。 
第二のカテゴリーは生産のコストアップ要因で、ワーカー賃金の上昇、外資優遇税制の撤

廃、人民元の切り上げ、などが挙げられる。中国経済が成長するにつれてこのようなコスト

アップ要因の影響が強まると見られ、将来においてもこれらの要因は持続し、コストがさら

に増大していく可能性が高い。 
 
進出企業の投資環境悪化対策～トータルコスト削減、高付加価値化、生産拠点シフト 
上で述べた二つのタイプの投資環境悪化要因について、企業はどのような対策を講じるべ

きなのだろうか。 
まず生産の撹乱要因については、これらの要因が生産に与える悪影響を可能な限り防ぐと

いう観点から、企業は生産拠点の分散をはかり、最適地生産体制を築くことが必要であろう。

中国沿海部とおよそ同じレベルの投資環境を持つ地域に進出して生産を行い、中国沿海部の

生産を補完しそれと両立させることができれば、グローバルな製品需要に迅速に対応し、地

域的な供給ショックを緩和させることが可能となる。 
生産のコストアップ要因については、3 つの対策が考えられる。1 番目は生産、販売、調

達、物流などの全過程でコスト削減に努め、コストアップを吸収するという対策である。こ

れは過去において ASEAN 諸国の投資環境が悪化したとき、現地日系企業がトータルコス

トを削減してコストアップを吸収し競争力を維持した従来の方策でもある。2 番目は研究開

発やマーケティング、ブランド戦略を駆使して、製品の高付加価値化、高価格化をはかり、

コストアップを吸収するという対策である。サムスン電子の ASEAN 諸国における広告、

ブランド戦略がその例である。そして 3 番目はコストアップが発生していない地域に生産

の重心をシフトさせてしまうという対策である。まさに多国籍企業が安価な労働力を求めて

本国から中国沿海部に進出してきたやり方である。 
沿海部の投資環境の悪化に苦しむ多国籍企業は上記二つのカテゴリーのどちらが経営上

の重しとなっているのかを充分に見極め、適切な対策を実施する必要がある。 
 
生産拠点の分散・シフト候補先：中国内陸部と CLMV 諸国 
以下では、生産撹乱への対策である生産拠点の分散やコストアップ対策の一つである生産

拠点のシフトについて焦点を絞って論じたい。その際、問題になるのは中国沿海部からの生

産拠点分散・シフトの適当な候補先はどこかということである。 
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図表4　中国内陸部、ベトナム、ミャンマー投資環境比較
（単位：ドルなど）

中国内陸部 ミャンマー （参考）中国沿海部
昆明 ハノイ ホーチミン ヤンゴン 深セン

賃金（月給） ワーカー（工員） 81-151 79-119 102-138 21-50 86-335
エンジニア 201-302 171-353 200-319 53-138 179-494
管理職 302-403 504-580 611-736 168-284 408-1193

インフラ 電力料金（KWh当たり） 0.03-0.04 0.08 0.03-0.09
水道料金（立方メートル当たり） 0.3 0.88 0.18
国際電話（対日、三分間） 2.9 8.1 2.9
インターネット（ダイヤルアップ） 0.51 3 0.14

輸送コスト 日本向け 1,300（注1） 1,300 900 1,500 949
（40ftコンテナ） 米国向け 3,400（注1） 3,200 3,300 － 3,629
法人税 税率（％） 33（注2） 35-40 33（注2）

優遇（免税年間、税額半減年間） ２免３減 特になし ２免３減
進出状況 日本商工会会員数 9社(注3） 145社 264社 59社 341社
（注1）昆明国家経済技術開発区の投資指南には掲載されていないため、ジェトロの重慶のデータを掲載している。
（注2）ただし、外資系企業に対しては15-24％の割安な法人税率が適用されている。
（注3）東洋経済新報社調査による雲南省に進出している日本企業数。実際はこれよりも多いと見られる。
（出所）ジェトロ「第13回　アジア主要都市・地域の投資関連コスト比較」（2004年）、
        昆明国家経済技術開発区「投資指南」（2000年）（やや古い資料だが、当地でのヒアリングによると
　　　　状況は変わっていない）、
　　　　東洋経済新報社「国別編海外進出企業総覧2005」(2005年）、
        関係者ヒアリング、等をもとに作成。

最大４免９減

0.00-0.69

28

ベトナム

0.05-0.07
0.22
2.7

 
 
一つは中国内陸部が候補先として考えられる。実際、深センなどに進出した香港、台湾系 

企業を中心に多数の外資系企業が沿海部より内陸の広東省河源に生産拠点を分散・シフトさ

せている動きが見られる。日用品メーカーのユニリーバも 2003 年末に歯磨き粉などの生産

拠点を上海から安徽省合肥に移し、コストを 3 割削減できたという。コードレス電話機メ

ーカーのユニデンも人件費が沿海部より 3 割安価ということで中国の第二工場を第一工場

がある深センから 400 キロ北方の江西省吉林に設けている。 
もう一つは ASEAN 地域、その中でも後発 ASEAN 地域と呼ばれる CLMV 諸国があげら

れる。キヤノンは中国やタイに生産拠点を持っているが、生産拠点集中リスクを回避するた

めに 2001 年にベトナムのハノイにインクジェットプリンター工場を設立し、現在拡張中で

ある。またミャンマーでは安価な労働力を利用した委託加工が盛んとなっている。 
ここでは、中国内陸部の一例として雲南省の昆明、CLMV 諸国のうち特にベトナムとミ

ャンマーを選んで、それぞれの投資環境について比較し、中国沿海部からの分散・シフト先

として優位性と問題点について説明することにする（図表 4）。 
  
中国内陸部の投資環境～物流問題がネックに 
昆明国家経済技術開発区によると、内陸部のワーカーの賃金は 81～152 ドル台となって

いる。深センと比較すると、平均賃金が 100 ドル程度安価で、さらにばらつきが少ない。

このことはワーカーを地元から直接採用していることと関係していよう。また、当地には

22 の大学、260 の研究機関が存在していて技術者の供給源となっており、実際、20 万人以

上の技術者がいる。 
  また、電力、水の供給などもふんだんで問題はない。電力については広東省やタイまで輸

出している。開発区での進出企業への日常サービスの提供も良好のように見受けられた。 
外資優遇税制も沿海部と同一であり、当地でのヒアリングでもこれといった省独自の明示的

な優遇策はないようである。しかし、外資優遇税制については、沿海部は今後撤廃される 
予定であるのに対し、発展の遅れた内陸部はなんらかの救済措置が施されるとの観測がある。 
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図表5　日本（1960年）、ベトナム（2000年）の人口構成
（１）2000年のベトナム （２）1960年の日本

（出所）三井業際研ＡＳＥＡＮビジネス研究委員会（2005年）
（原出所）ＪＥＴＲＯホーチミン事務所資料

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

0-4

15-19

30-34

45-49

60-64

75-79

(年齢)

(千人)
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

0-4

15-19

30-34

45-49

60-64

75-79

(年齢)

(千人)

 
 
当地に進出してきた企業の特徴として IT 企業が 400 社以上立地しており7、その中には東

南アジアからシフトしてきた外資系 IT 企業もある。また同地の IT 企業の中には、インド

の IT 拠点であるバンガロールの企業と技術協力している場合もあるという。 
問題点として、まず物流問題があげられる。高地に位置しているために輸送に時間がかか

る。場所は異なるが、同じ内陸部の重慶の場合、上海までの製品の輸送に 1 週間近くかか

るとされており、内陸部の開発には高速道路網や鉄道網の整備が喫緊の課題と言えよう。ま

た言うまでもないが、中国内陸部では沿海部同様、人民元切り上げによる輸出競争力の減退

の影響から逃れることはできない。 
以上、昆明についてまとめると、労働コストの安さを活用した製造業の進出は考えられる

が、人民元切り上げの問題や物流問題を考えると現時点では難しい。ただし、輸送に航空便

を利用できる IT 関係の企業にとっては、当地には技術者も多いことから進出のメリットを

享受できると思われる。 
 
ベトナムの投資環境（１）～安価で勤勉な労働力と改善されたインフラ 
次に、近頃注目を集めるベトナムであるが、ワーカーの賃金は中国沿海部や内陸部よりも

安価である。南部のホーチミンで 102～138 ドル、北部のハノイに至っては 79～119 ドル

とさらに安くなっている。また、その質であるが、概して評判がいい。ベトナム人は５K（器

用、勤勉、機敏、きれい好き、機転が利く）といわれており、技術習得力も高い。工場の生

産効率も、それなりの教育が必要であるが、短期間で中国並み、もしくはそれ以上のレベル

にまで上昇していくとのことである。今後についても、ベトナムは 30 歳以下が全人口の

62％と若年層が多い人口構成で高度成長前の日本の姿に酷似しており（図表 5）、毎年 120
万人ずつ人口が増加していることから、労働供給も問題はなかろう。 
ただし、管理職の不足は問題になっており、特に北部では市場経済化の遅れもあって深刻 

な状況となっている。即効薬はなく、工場内部で地道に人材育成を続ける以外に方法はない。

日系企業の中には、優秀なワーカーを日本で研修させ、リーダーシップを身につけてもらう 

                                                  
7 同様に内陸部の西安でも優秀な技術者を大量に供給できることから昆明以上に IT 企業が集まってきて

おり、IT 産業の一大集積地となっている。 
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写真5　ベトナムの工業団地

ハノイ郊外のタンロン工業団地である。キヤノンや松下電器産業が入団している。
住友商事が建設運営しており、入居企業に対してワンストップサービスを実施している。

 
ような制度を設けている企業もある。 
インフラについては工業団地（写真 5）の中にいる限りにおいて問題はないようである。

電力、水も充分に供給されている。ただし、注意しなければならないのはベトナム国内には 
工業団地が 70 程度あり、それらの提供するサービスは千差万別であることだろう。農地を 
単に区画整理したにすぎない工業団地も存在する。その中で信頼できるのはやはり日系の工

業団地であり、電力、水、税関などのサービスが工業団地内で受けられるワンストップサー

ビスを実施している。 
工業団地の外についても、日本からの ODA などで道路、港湾、発電所などの整備が進ん

でおり、インフラ拡充の見通しは明るいと言えよう。 
ベトナムの地理的ポジションもその優位性の一つであり、タイ、マレーシアと中国の中間

に位置していることは進出企業にとって便益が大きい。船便でバンコクからホーチミンまで

2 日、香港からハノイまで 2 日の距離であり、ベトナム北部は中国華南地区、南部はタイの

産業集積を利用することが可能となっている。ただし、国内外の道路網、鉄道網の整備が進 
んでいないことが問題点としてあげられ、ミャンマーのヤンゴンからタイの東北部を通って、

ベトナム中部の港湾都市ダナンに抜ける東西回廊（写真 6、7）や中国の昆明からハノイに

通じる南北回廊の完成が待たれるところである。 
 

ベトナムの投資環境（２）～労働集約的な輸出産業の分散先としては最適 
また、政治的に安定しており、治安の問題がない点もベトナムの優位性であろう。特に仏

教、儒教の影響が強く、稲作文化のベトナムは宗教問題を抱えておらず、その面で労務管理 
は容易である。現に、マレーシアやインドネシアから生産拠点を移す企業のなかで、その理

由に宗教問題をあげるところもある。また、中国などと異なり、対日感情が良好であること

も優位な点としてあげられる。 
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写真6 東西回廊－ラオス領域内

ラオス首都ビエンチャンにつながる道路と東西回廊の十字路部分。珍しくガソリンスタンドが見えるが、
東西回廊のラオス領域内ではガソリンスタンドはほとんど見られなかった。

 手

写真7 東西回廊－ラオス・ベトナム国境

ラオス・ベトナム国境の税関である。木材などを積んだトラックが待機している。現時点では通関
続きに半日かかるとされており、ワンストップ・インスペクションが検討されている。
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一方、ベトナムの投資環境の問題点は外資系企業誘致に対する政府の対応であろう。当地

に進出した外資系企業にとってベトナム政府の一貫しない不透明な産業政策は不信感をあ

おるだけで、まるで外資系いじめにしか見えない。90 年代半ばの第一次ベトナム投資ブー

ムの終焉も進出してきた外資系企業に対する政府の友好的でない態度が原因の一つと言わ 
れている。また、最近においても、オートバイ産業に対する輸入部品の調達規制（2002 年）、 
法人税の突然の引き上げと撤回（2004 年）、自動車に対する特別消費税の引き上げの実施

（2004 年～）は外資系企業の不満を募らせている。実務レベルにおいても法律の解釈が担

当者によって変わることが多く、また公務員の低賃金が災いして賄賂の風習が依然残ってい

る。ただし、2003 年に調印された日越投資協定や日越共同イニシアティブでベトナムの投

資環境の改善を求め、その履行確保のために日本、ベトナムの関係者による合同委員会を設

置し、進捗状況をフォローアップしていることから、今後についてはベトナム政府の外資系

企業に対する政策や態度の改善が期待されよう。 
また、90 年代初めに日本企業などが当地で投資を始めたために投資期間が短く、さらに

上で述べたように外資系企業に対する政府の不透明な対応もあって、裾野産業が中国沿海部

やタイと比較すると貧弱であることも問題点としてあげられよう。生産コストを削減する観

点から、現地調達率を引き上げることが重要であるが、オートバイメーカーを除くとセット

メーカーが部品メーカーにベトナム進出を依頼している例が少ない。 
ベトナムは外資誘致に対する政府対応の不透明さなどの問題点を抱えているが、安価かつ

高レベルのワーカーが得られやすいなどのメリットを考えると、輸出加工型の労働集約的な

生産拠点の分散先としては最適であろう。ただし、信頼できる工業団地に進出することが肝

要である。 
 
ミャンマーの投資環境：外資系企業の本格的進出はまだまだ先 
東南アジアの西に位置する大国ミャンマーは 1988 年から軍事政権が続いており、また

2003 年に欧米からの経済制裁を受け、現在も制裁が続いているために、経済情勢は厳しい

ものとなっている。軍事政権は社会安定と経済自立を唱えているため、貿易依存度が他の

ASEAN 諸国と比較して著しく低く、輸出入あわせて GDP の１％程度にしか過ぎない。 
労働力についてはかなり安価に利用できる。賃金は ASEAN 地域内で最低レベルとなっ

ており、中国沿海部の水準と比較すると 20～30％程度にすぎないということであった。ま

た、労働組合の結成が禁止されており、ストライキは発生しない。一方、労働者の質につい

ては、ミャンマーの教育制度があまり機能していないせいもあって高くなく、また定着率も

高くない。 
インフラについて、電力不足が懸念されており、工業団地内でも一日 2 時間程度の停電

がある。企業によっては自家発電所を設置している。政府の規制や利権の存在などの影響で

燃料費が他の ASEAN 諸国と比較して高いとの指摘もある。また、港湾も河川港で大きく

なく、また効率的ではない。物流もシンガポール経由で日本まで 1 ヶ月程度かかり、この

点では中国沿海部と比べて劣位にある8。 

                                                  
8 当地に進出した縫製メーカーによると、東西回廊が完成し当地からバンコクまで縫製品を陸送できれば、

日本まで 10 日程度で輸送でき、ファッション性の高い衣料品が縫製できるようになると指摘していた。し

かし、現時点では、①道路の整備がかなり遅れている、②税関の制度が複雑である、③リスクが高く保険

がつかない、などの問題があって、東西回廊のミャンマー－タイ間は利用されていないということであっ

た。 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               200５．12．28 

 - 15 - 



政府の外資に対する態度は海外経済への依存度が低いせいもあって問題が多い。外資系企

業に対する優遇制度がなく、投資をするにも手続きに 2～3 ヶ月かかることもある。また、

政策変更も頻繁で口頭での指示が多い9。国家予算の財源確保のため外資系企業に法人税な

どを追徴してくることもある。 
ミャンマーの安価な労働力は魅力的であり、既に当地には日系の縫製業が進出し、盛んに

委託加工を行っている。しかし、インフラや政府の態度などに依然として問題が残されてお

り、仮に軍政が民政に移行してもすぐに解決できるとは思われない。現時点では、生産拠点

の分散・シフト先として満足できるものではなく、外資系企業のミャンマーへの本格的進出

はかなり先のものといわざるを得ない。 
 

４．アジア全域を視野に入れた最適再編が今後のカギ 
中国沿海部からの生産拠点のシフト・分散先としては CLMV 諸国、中でもベトナムに優

位性があると言えよう。その一方で、生産拠点としてだけでなく、市場としての中国や

ASEAN 地域に注目を集めている。以下では、市場として中国や ASEAN 地域をどのように

とらえるかについてまとめることにしたい。 
 

中国・ASEAN 地域という巨大市場の出現 
アジアの果たす役割が世界の工場から世界の市場にシフトしていく中で、注目すべきは中

国の ASEAN 地域への歩み寄りである。2002 年に中国－ASEAN 包括的経済協力枠組協定

に合意し、2010 年までに中国・ASEAN 自由貿易地域（CAFTA）の設立を目指しており、

2004 年には中国の南寧で中国や ASEAN 地域の製品の展示会である第 1 回中国－ASEAN 
EXPO（CAEXPO）が開催され、CAFTA 設立に向けて動き始めた。CAFTA が完成するこ

とにより、17 億人の消費者を抱える GDP2 兆ドルの巨大市場が生まれ、大きなビジネスチ

ャンスが生まれることとなる。 
このように中国が歩み寄りを示す背景には、中国が今後欧米市場でのシェア拡大戦略をと

ることは経済摩擦を増大させることにつながるため困難であり、その代替策として ASEAN
地域を含むアジア市場をターゲットに据えていく戦略に転換したことがあげられる。また、

ASEAN 地域との経済関係を緊密にすることにより、隣接地域の中国内陸部の開発を進め、

一方で ASEAN 地域内の天然資源や中東までの資源輸送路の確保という狙いもある。 
 

アジア全域をにらんだ拠点再編がカギ 
アジア全域での経済緊密化を受けて、現地日系企業は欧米市場だけでなく、アジア市場の

シェアアップをにらんだ経営戦略が必要になってこよう。品質向上とコスト削減を ASEAN
地域内や中国国内それぞれで完結させるのではなく、中国を含めたアジア全域で進めていか

なければならない。さらに、アジアの市場ニーズの汲み取りと現地仕様の製品開発、ブラン

ディングにまで手を広げねばならない。そのために、生産、販売、物流、マーケティングか

ら研究開発などの拠点をアジア全域に最適に配置し、効率的な体制に再編する必要がある。

その一環として、ASEAN 地域から中国市場を狙うという選択肢も想定される。実際、TOTO
は増設したベトナムのハノイ工場で生産した製品の３割を中国に輸出する予定である。 

                                                  
9 最近でも突如首都移転が決定され、それまでのヤンゴンから北方 300 キロ以上内陸のビンマナに首都機

能が移転された。このため、中央政府と交渉することの多い外資系企業は対応に苦慮している。 
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また、現時点で低所得の地域であっても近い将来に高成長を遂げると思われる地域に競合

企業に先がけて進出することは有効な戦略と言えよう。ユニリーバは花王よりも 2 年早く

ベトナムに進出したために、当地のユニリーバのシェアは花王の 3 倍以上になっていると

いう。中国内陸部やベトナムは高成長を遂げる可能性が高く、今のうちから進出戦略を策定

しておく必要がなかろうか。 
 

ヒトの現地化など企業内部の体制構築が重要 
最後に、現地のニーズを汲み取るには、現地日系企業のヒトの現地化と権限委譲が重要で

あることを明記しておきたい。現地の市場に深く浸透するには、現地の人材の力が不可欠で

ある。現地の優秀な人材を本社に登用する制度を確立させ、現地の人材のモチベーションを

上げると同時に現地での多くの優秀な人材の採用につなげなければならない。  
権限委譲についてはまずどのような権限を委譲して、どのような権限を委譲しないのかを

はっきりと定めることが重要である。そして本社の、権限委譲した現地企業に対するシステ

マティックなガバナンスを確立せねばならない。 
現在、中国は 2008 年の北京五輪や 2010 年の上海万博を控え高成長を続けており、中国

の国内市場は言うまでもなく、隣接地域の ASEAN 地域の経済にも影響を及ぼしている。

そして中国・ASEAN 地域の経済一体化の動きは日本企業だけでなく、欧米や他のアジア企

業にとっても目の離せない事態と言えよう。北京五輪が終了し、CAFTA の完成が近づく

2008 年以降、中国・ASEAN 地域を中心とするアジア全域は企業間のグローバル競争の舞

台の場になっていよう。ポスト２００８をにらみながら、アジア全域における最適な拠点配

置だけでなく、現地化や権限委譲などを進め、企業グループ全体の内部体制を市場ニーズに

順応しやすいものに改革できた企業のみがグローバルな競争に打ち勝つことができるので

はなかろうか。■ 
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