
 

「アジア展開を加速する日本企業」 

日程： 2010 年 3 月 27 日（土） 

時間： 09：00～17：00（17：30～懇親会） 

場所： 亜細亜大学武蔵野キャンパス 

 （報告会場 2 号館 5 階） 

 （理事会・評議員会 2 号館 4 階） 

 （懇親会第 3 学生食堂） 

 

 

AIBS 
アジア・国際経営戦略学会 
第 3 回報告大会要旨集 

Society for Asian and International Business Strategy 
Proceedings of the 3rd AIBS General Meeting 

Asian and International Business Strategy



 ii 

アジア・国際経営戦略学会 第 3 回報告大会プログラム 

2010 年 3 月 27 日（土）於 亜細亜大学（武蔵野キャンパス 2 号館） 
時間 場所 プログラム 

9：00～10：20 251 教室（A 会場） 
自由論題 1 

司会：三好出（立正大学） 

9：00～9：20（A101） 

「製品適応と市場ニーズの認識様式」伊藤善夫（亜細亜大学） 

9：20～9：40（A102） 

「標準化と革新のマネジメントの相反性と並存可能性」ジョキュドン（亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研

究科博士前期課程） 

9：40～10：00（A103） 

「社会・経済システムの変革とイノベーションの戦略」高玲（亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科博士

後期課程） 

10：00～10：20（A104） 

「グローバル競争における日本型イノベーションの課題」加藤敦宣（成城大学） 

10：30～11：30 251 教室（A 会場） 
自由論題 2 

司会：伊藤善夫（亜細亜大学） 

10：30～10：50（A201） 

「国際財務報告基準（IFRS）に対応した会計戦略論の新たな指標値とその有用性」吉岡勉（亜細亜大学大学院ア

ジア・国際経営戦略研究科博士後期課程） 

10：50～11：10（A202） 

「国内ビールメーカーの中国ワイン市場における財務行動分析」三好出（立正大学） 

11：10～11：30（A203） 

「中国における日本企業の市場開拓戦略」唐惠秋（亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科博士後期課程） 

11：30～13：10  昼食（大学の食堂は営業しておりません。） 

11：30～13：00 244 教室 
理事会・評議員会（理事・監事・評議員の方はお集まりくださ

い。） 

13：10～13：40 251 教室（A 会場） 総会（会員の皆様のご出席をお願いいたします。） 

13：50～14：30 251 教室（A 会場） 
自由論題 3 

司会：加藤敦宣（成城大学） 

13：50～14：10（A301） 

「人民元国際化とアジアにおける通貨協力」赤羽裕（株式会社みずほコーポレート銀行） 

14：10～14：30（A302） 

「MBA 的新香港論」大山宜男（亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科博士前期課程） 

14：45～15：15 251 教室（A 会場） 

基調講演「南アジア社会の発展と日本の役割―駐スリランカ大

使の経験から―」新田勇氏（日本スリランカ協会会長、株式会社東

芝社友） 

15：20～15：50 251 教室（A 会場） 

特別講演「動き出したメコン地域における日本企業の展開につ

いて－カンボジア、ラオスを中心として－」高島大浩氏（独立行政

法人日本貿易振興機構 総務部広報課長） 

15：55～16：25 251 教室（A 会場） 

特別講演「インドビジネスの今後－今こそインド市場に向けて

攻めるべき絶好の時－」西村幸浩氏（株式会社モナ代表取締役社長、

一般社団法人横浜インドセンター理事） 

17：00～19：00 第 3 学生食堂 懇親会 

   
 

※ 土曜日につき、大学の食堂等は営業しておりません。そば屋、ス

ーパーマーケット等の位置を地図に記しておりますので、ご参照

ください。 
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※2 号館 1 階のエレベータで 5 階までお越しください。 

※懇親会は第 3 学生食堂になります。係員が誘導いたします。 

【亜細亜大学南門からのムーバス（コミュニティバス：¥100）時刻表】武蔵境駅北口行き 

時 土曜 

7 10, 25, 35, 40, 55 

8 05, 10, 25, 35, 40, 55 

9 05, 10, 25, 35, 40, 55 

10 05, 10, 25, 35, 40, 55 

11 05, 10, 25, 35, 40, 55 

12 05, 10, 25, 35, 40, 55 

13 05, 10, 25, 35, 40, 55 

14 05, 10, 25, 35, 40, 55 

15 05, 10, 25, 35, 40, 55 

16 05, 10, 25, 35, 40, 55 

17 05, 10, 25, 35, 40, 55 

18 05, 10, 25, 35, 40, 55 

19 05, 10, 25, 35, 40, 55 

20 05, 10, 25, 35, 40, 55 

21 05, 10, 25, 35 
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A101 

製品適応と市場ニーズの認識様式 
○伊藤善夫（亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科） 

1.はじめに 
本研究では、在中日系企業の製品開発における市場適応

に関して、市場のニーズの認識様式の特性について分析を

行う。企業の競争優位性は、清水（1990：pp.35-46）

が強調するように、常にニーズの視点からチェックされ続

けられなければならない。ニーズに合致しない強みは、真

の強みとはなり得ず、企業の市場における地位を支えるこ

とができないのである。したがって、企業の競争優位性の

チェックの有効性は、当該企業がどのように市場における

ニーズを認識しているかに依存することとなる。このニー

ズの認識様式如何によっては、競争優位性が正しくチェッ

クされず、誤ったチェックに基づく競争優位性の構築を目

指すことにもなりかねないのである。特に、グローバル化

を図る企業においては、自国とは異なる市場のニーズに直

面し、これを正しく認識できることが、その国における競

争優位性を確保する上では決定的な要素となる。そこで本

研究では、特に中国市場に進出する日本企業が、どのよう

な市場におけるニーズの認識様式を有しており、それが製

品の市場適応を如何に促しているかという点に着目して、

分析を試みる。 

2.海外展開とニーズの変化 

すでに Kotler（1980：邦訳 p.14-15）が定義している

ように、マーケティング用語としての「人間のニーズ」は、

「ある人の感じた欠乏状態」とされ、この欠乏状態が大き

いほど人間の不幸の度合いが高いとされる。したがって、

ニーズは減尐されるべきものであって、ニーズの減尐量は

次の式で定式化されている。 

欲望の削減

ービスの獲得欲しいあ商品るいはサ
ニーズ減尐   

Kotler（1980：邦訳 14-15）によれば、西洋の産業社

会においては分子の増大によってニーズの減尐を実現す

る傾向があり、東洋社会においては伝統的に分母を小さく

することで、ニーズを削減することを図るとしているとい

う。しかしながら、昨今の中国社会を見ると、その様相は

一変している。むしろ、西洋の産業社会を凌ぐ勢いで、商

品・サービスの獲得に奔走しているとも言えるのである。 

こうした行動様式の変化が市場には常につきまとう。特

に、新興市場と呼ばれる市場においては、その市場自体の

理解が尐なく、したがって変化も大きく感じられることに

なる。中国という市場は、日本企業にとってそうした市場

の一つであろう。実際、我々が 2008 年 8 月に実施した

調査においても、多くの日本企業が中国市場の変化の激し

さを認識しており、変化への対応を迫られる状況にあるこ

とを物語っている1。こうした変化への日本企業の対応の

程度は、変化の認識ほどには高くない2。つまり，変化は

認識しているが，十分な対応ができているとは捉えられて

いないのである。こうした考え方は，中国市場における製

品・サービスの内容に如実に表れている。2009 年 8 月に

調査した同様の調査において，日本企業の中国市場に提供

されている製品・サービスと日本市場に提供している同一

事業に関する製品・サービスとの内容は，価格を除く機能

と品質において差異は小さい。品質については，中国市場

においてたとえ要求水準が低いとしても，これを市場に合

わせて引き下げるということは考え難いが，機能について

は，市場のニーズに応じる必要もあるだろう。しかし，中

国市場のニーズの変化を認識しつつも，日本企業は，機能

面でそれに応じることができていない状況にあり3，正し

くニーズの変化を認識できていとは思われないのである。 

3.ニーズの束と新興国市場への対応 

さて，伊丹（2003：pp.35-38）は，顧客のニーズが

多面的，多次元的であり，それらの多面的なニーズの全体

を「ニーズの束」と呼んでいる。ニーズの束は，製品その

もの，価格，補助的サービス，ブランドに一般的には分類

される。ニーズの束のどこが市場での競争上重要になって

くるかは，製品の種類や競争の状況によって異なる（伊丹，

2003：p.37）。特に Anderson and Markides（2007：

p.83）は，先進国向け製品とは異なる文化や社会的な背

景に基づく新製品の開発が，新興国市場には必要としてい

るが，このことは，先進国市場のニーズの束の重心と新興

国市場のニーズの束の重心が相当程度異なることを示唆

する。こうした示唆を受け，伊藤（2009）は，新興国市

場を対象にした場合，先進国市場向けの標準製品のコンセ

プトを洗練することよりも，新興国市場向けのコンセプト

を創造することが重要となることを実証的に示している。

製品コンセプトを伊藤（2000：pp.110-112）は，製品

に包含される用途群の間の相互関係として定義し，先進国

市場向けの標準品の新興国市場へのコンセプト洗練によ

る適応を次の図表のように説明している。 

図表1：コンセプト洗練による新興国市場への適応 

 

（伊藤，2009：p.4，一部著者修正） 

上の図で，先進国市場向けの標準製品コンセプトの根幹

は，当該製品コンセプトの最も重要な部分であり，製品コ

ンセプトの洗練によって新興国市場に適応する場合にも，

これを変質させない。この根幹部分に一部の用途を付加・

調整することで新興国市場に適応させるのである。しかし，

こうした付加用途の導入には，問題の発生が懸念される。

先進国市場のニーズの束に対応した標準製品コンセプト

の根幹は必ずしも新興国市場のニーズの束には適応しな

い。図中の「D」の領域は先進国市場のニーズの束のみに

適合した用途であり，同様に「S」の領域は新興国市場の

それにのみ適合する用途である。これらの用途を一つの製

品コンセプトに包摂することは，場合によっては矛盾を生

じさせることにもなり，尐なくとも，一方の市場の顧客か

ら見ると無駄な用途とも捉えられかねない。日本企業にお

いて，製品・サービスの機能と品質を中国市場に適応して

変化させることが積極的には行われていない理由は，こう

した矛盾や無駄を抑制するためであるとも解釈される。し

標準製品コンセプトの
根 幹 と な る 用 途

D

新興国市場のニーズの束に
対 応 し た 用 途 の 集 合

適応されない用途
E

適応した標準製品

付加用途
S

製品コンセプト洗練による
適応可能範囲

共通
用途

DE
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たがって，標準製品コンセプトを洗練することで新興国市

場に適応することには，自ずと限界があり，むしろコンセ

プトの洗練では適応できない用途（図中の「E」の領域）

を核にした，新製品コンセプトを創造することが求められ

るのである。 

下の図に示されているように，新興国市場のニーズの束

に対応した新製品コンセプトを創造した場合には，標準製

品との共通用途領域「DE」を除き，ほぼ異なる製品コン

セプトとなる。そこまでの製品・サービスの変化を許容で

きない場合には，コンセプト洗練による中途半端な適応に

留まり，市場において競争力を獲得することは困難である。 

図表2：コンセプト創造による新興国市場への適応 

 

4.ニーズの認識様式 
ここまでの考察から，新興国市場へ製品・サービスを適

応させる場合，先進国市場向けの標準製品コンセプトを機

能的に大幅に変更し，新興国市場のニーズの束に対応した

新たな製品コンセプトを創造することが必要になること

を指摘できる。その場合，新興国市場のニーズの束の認識

様式の有効性が，コンセプト創造の可能性を左右する。ニ

ーズの束を認識することは，それ自体非常に大きな困難を

伴うが（伊丹，2003：pp.93-97），製品コンセプトの創

造の手掛かりは，Rogers（1982：pp.358-359）が指摘

するように，社会関係や地域的な仲間集団を抜け出した辺

境に存在するイノベータにあると言われる。イノベータは，

市場の中心的な社会関係とは異なるニーズの束を有して

いると考えられるため，これに対応する製品・サービスを

構想することで，新たな製品コンセプトを創造することが

可能になる。 

図表3：イノベータのニーズの束とイノベーション 

 

しかし，イノベータそのものを一般の顧客と弁別するこ

とは容易ではなく，また，見出したイノベータの持つニー

ズの束が新興国市場におけるニーズの束とどれほど関係

するかは，事前には分からない。下の図表で，イノベータ

は，先進国市場の中心的な社会関係を反映したニーズの束

とは異なるニーズの束を有しているが，必ずしもそれは新

興国市場のニーズには関係しておらず，これを追及しても

新興国市場への対応は十分ではないのである。ただし，一

部のこうしたイノベータのニーズの束は，新興国市場にも

関係する場合もあるため，尐なくとも中心的な社会関係と

いうよりは，辺境に焦点を合わせたニーズの認識様式を先

進国市場において採用していることが有利であるとは言

えそうである。尐なくとも，先進国市場の中心的な社会関

係に過度に注目している場合には，新興国向け新製品コン

セプトの創造は抑制されるものと考えられる4。さらに言

えば，先進国市場の辺境を越え，新興国市場のニーズに焦

点を合わせた方が，より的確なニーズの束の認識が可能に

なり，結果として新興国市場に適応した製品コンセプトの

創造が促進されるだろう。 

図表4：新興国市場のニーズの束 

 

したがって，日本企業の中国市場進出を考える場合には，

次の図表で示される作業仮説を提示することができる。 

図表5：作業仮説 

中国市場に適応したコンセ

プ ト 創 造 へ の 効 果 

中 心 的 傾 向 （ 中 国 ） 

強（＋＋） 弱（・） 

中心的傾向

（ 日 本 ） 

強（－） ＋ － 

弱（＋） ＋＋＋ ＋ 

上の図表で，「＋」は中国市場のニーズの束に適応した

製品・サービスコンセプトの創造に対する「正の効果（促

進効果）」を，「－」は「負の効果（抑制効果）」を意味し

ている。「・」は中立的であることを意味する。「＋」の数

が多いほど高い効果を想定しており，中心的傾向（中国）

があり，なおかつ中心的傾向（日本）が弱い時最も大きな

効果となる。コンセプト創造の可能性は，基本的には中心

的傾向(中国)の強弱により決まるが，中心的傾向（日本）

の強弱によってその変化の仕方に差異が生じるものと予

想されるのである。 

5.実証方法の検討 
上に示した作業仮説を実証するためには，各企業のニー

ズの認識様式を同定しなければならない。各企業が日本国

内市場，中国市場において，中心的な社会関係を反映した

ニーズを重視する傾向によりこれを測定するが，「中心的」

傾向を本研究では，一般的に大多数の顧客が求めるニーズ

を重視する程度として考えることとする。そして，測定尺

度「1」を「多数の顧客のニーズは最も重要視し対応して

いる」，「6」を「多い尐ないではなくニーズの強さで判断

する」とした 6 件法を用いて測定する。これを，「中心的

傾向（日本）」「中心的傾向（中国）」と呼ぼう。これらの

変数をその平均値によって，中心的傾向の強い企業群と弱

い企業群に分割し，比較していく。また，コンセプト創造

の可能性については，製品・サービスの機能の中国市場へ

標準製品コンセプトの
根 幹 と な る 用 途

D

新興国市場のニーズの束に
対 応 し た 用 途 の 集 合適応した標準製品

適応されない用途
E

付加用途
S

新興国市場向け
新製品コンセプト共通

用途
DE

イノベータのニーズの束

中心的な社会関係を
反映したニーズの束

イノベーションの
可 能 性

イ ノ ベ ー タ の
ニ ー ズ の 束
（必ずしも新興国市場のニー
ズの束とは関係し ない ）

先進国市場の中心
的 な 社 会 関 係 を
反映したニーズの束

新興異 国市場の
中心的な社会関係を
反映したニーズの束

先進国市場のニーズ全体 新興国市場のニーズ全体



3 

 

の適応度合い（変数名：適応度（機能））により判断する。

適応度（機能）が高いほど，コンセプト創造の可能性が高

まった（あるいは創造した）状態と考えることにする。中

心的傾向（日本），中心的傾向（中国）を二つの要因とし

た適合度（機能）との関係を二元配置の分散分析により検

討し，交互作用の有無で作業仮説を実証するものである。

なお，適応度（機能）については，本稿脚注 3 に示した

とおりに測定する。また，調査対象となる企業としては，

東京証券取引所上場企業および有価証券報告書提出会社

のうち金融業を除く 2201 社（2009 年 8 月時点）とし，

上の変数を質問紙として送付した。これらの変数に対して

は，質問紙送付の 8 月上旬から最終的な回収を得た 9 月

末までに，53 社から回答を得た。各変数の平均値等は以

下のとおりである。 

図表6：各変数の統計量 

 度数 平均値 標準偏差 

適応度（機能） 46 2.35 1.30 

中心的傾向（日本） 49 1.90 1.06 

中心的傾向（中国） 42 2.24 1.32 

適応度（機能）については，平均的には高くなく，中心

的傾向は，日本市場において著しく強く，中国市場におい

ても強い傾向を見出すことができる。中心的傾向について

は，平均値を下回る企業群（日本については回答値「1」，

中国は回答値「1」と「2」5）と上回る企業群に分割する。 

6.実証結果 
中心的傾向（日本），中心的傾向（中国）を要因とし，

適応度（機能）を従属変数とした二元配置分散分析を実施

したところ，以下のような結果を得た。なお，計算には，

SPSS16.0J GLM を用いた。 

図表7：カテゴリー別統計量 

中国 

日本 

中心的社会関係

注目群（中国） 

辺 境 注目 群

（ 中 国 ） 

中心的社会関係

注目群（日本） 

1.76  

s＝1.03 

N＝17 

3.00  

s＝0.00 

N=3.00 

辺 境 注 目 群 

（ 日 本 ） 

3.11  

s＝1.62 

N＝9 

2.41  

s＝1.28 

N=17 

※上段：適応度平均値，中段：標準偏差，下段：サンプル数 

図表8：分散分析表 

 
平 方 和 自由度 

平 均 

平 方 
F  値 

有 意 

確 率 

中心的傾向

（ 日 本 ） 
1.02  1 1.02  0.67  0.42  

中心的傾向

（ 中 国 ） 
0.51  1 0.51  0.34  0.57  

日本 *中国 6.66  1 6.66  4.37  0.04  

誤 差 64.07  42 1.53  
  

修 正 総 和 76.43 45 
   

中心的傾向は，日本，中国，ともに主効果は認められな

かったが，これらの交互作用については有意水準 5％で有

意差を認めることができる。図表 9 から分かるとおり，

作業仮説で想定した，中心的傾向（中国）が強い企業群の

うち，特に中心的傾向（日本）が弱い企業群で適応度（機

能）が高い値を示している。日本市場でイノベータを求め

つつ，中国市場では中心的なニーズの束を求めるニーズ認

識様式の有効性が示唆されている。ただし，中心的傾向（日

本）が強い企業群については，作業仮説においては適応度

（機能）が全般に低いものと予想したが，中心的傾向（中

国）が弱い企業群においては比較的高い適応度（機能）を

示している。中国市場の中にも中心的な社会関係からは逸

脱したイノベータは存在しており，特に先進国での教育を

受けた層においては，先進国市場の顧客と相違ないニーズ

を有する顧客も多く存在すると考えられる。こうした顧客

層に焦点化した先進的な製品コンセプトを創造すること

で，次世代の標準製品コンセプトを生み出そうとする行動

であると解釈される。作業仮説構築時には，新興国市場と

して比較的一様なニーズの束が存在していると考えた中

国市場であるが，一部の富裕層においては明らかに日本市

場の顧客よりも先進的なニーズを有する顧客が存在して

いることを想定していなかったため，こうした状況が浮か

び上がったものと思われる。中国市場の複雑さを物語る現

象と言えるだろう6。 

図表9：中心的傾向と適応度（機能） 

 

7.考察 
さて，本研究の当初の作業仮説では，中心的傾向（日本）

が強い場合には，中心的傾向（中国）が弱い時，最も低い

適応度（機能）になることを想定していたが，これが相当

程度高い適応度（機能）であったという点を除いては，作

業仮説は概ね支持された。ここでは，さらに日中の中心的

傾向によって表現されるニーズの認識様式と業績につい

て検討してみよう。 

本研究では，中国市場のニーズの束を認識することによ

って，先進国市場向け標準製品コンセプトに一定の変化が

生じるものと考えたが，こうした適応がニーズの束に対応

している限りにおいて，顧客の要求に合致したものになる。

こうした製品・サービスの提供を行う企業について顧客の

評価は高まるものと考えられる。そこで，中心的傾向（日

本，中国）と各企業の中国市場での企業ブランドの評価程

度との関係を分析する。企業ブランドの評価程度（変数

名：ブランド評価）については，測定尺度「1」を「業界

で最も高く評価されている」，「6」を「競合他社よりもは

るかに低く評価されている」とした 6 件法で測定した。

調査対象は前項で用いた 2201 社に対する調査データで

ある。ブランド評価の回答企業 45 社の平均値は 2.93（標

準偏差 1.34）であった。各企業は若干自社のブランド評

価が高いものと認識している。先程同様に，二元配置の分

散分析を行った結果が次の図表である。図表から，中心的

傾向（中国）の主効果で有意差が認められた。各カテゴリ

1.0 
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3.0 

3.5 
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ーの平均値を図示すれば図表 11 のとおりである。 

図表10：分散分析表 

 
平 方 和 自由度 

平 均 

平 方 
F  値 

有 意 

確 率 

中心的傾向

（ 日 本 ） 
0.50  1 0.50  0.30  0.59  

中心的傾向

（ 中 国 ） 
9.23  1 9.23  5.54  0.02  

日本 *中国 0.80  1 0.80  0.48  0.49  

誤 差 68.24  41 1.66  
  

修 正 総 和 78.80 44 
   

図表11：中心的傾向とブランド評価 

 
図表から読み取られるように，ブランド評価は中心的傾

向（中国）が強い時に高まっており，中心的傾向（日本）

の影響は無いようである。この点については，適応度（機

能）との関係と若干食い違いが生じている。また，中心的

傾向（日本）が強く，中心的傾向（中国）が弱い場合に高

い適応度（機能）を見せていた企業群は，3 社ではあるも

のの，低いブランド評価となっているという点も食い違い

を見せている。しかしながら，日本においては中心的傾向

が弱く（辺境に注目），中国においては中止的傾向の強い

企業群は高いブランド評価となっており，一定の業績にも

結び付いていると考えることもできる。したがって，適応

度（機能）を高めていくことは，ブランド評価の高まりを

通じて企業業績の向上に寄与すると考えることができる。 

8.おわりに 
本研究では，中国進出日系企業の中国市場でのニーズの

認識様式と製品・サービスの市場への適応との関係を実証

的に分析してきた。実証の結果，中国市場において中心的

なニーズの束に注目し，日本国内ではイノベータを求めた

辺境へ注目する認識が有効であることを確認した。また，

日本国内の中心的ニーズに過度に注目することは，中国市

場向けの製品コンセプトの創造を抑制すると考えられる

が，中国市場でのイノベータを求める場合には，新たな標

準製品コンセプトの創造を通じて高い適応を達成する可

能性のあることも見出した。ただし，この点についてはサ

ンプル数の不足から十分な考察はできなかった。今後，機

会を改めて，十分な考察をおこなっていきたい。 
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【注】 
1 蒼々社（2007）に掲載される企業のうち有価証券報告会社

1771 社を対象に，2008 年 8 月に質問紙を発送し，88 社から回

答を得ている。中国市場について，「貴社の主力製品・サーヒス

が販売される中国市場での顧客ニーズの変化はどの程度ですか。」

という質問に対して，6 件法で測定した。測定尺度「1」を「激

しく変動している」，「6」を「全く変化していない」とし，回答

平均値は 2.43（標準偏差 1.003）であった。 
2 2008 年 8 月調査においては，顧客ニーズの変化に対して「貴

社の主力製品・サービスの中国市場での顧客ニーズの変化に，貴

社は競合他社に比較して全般的にどの程度対応できていますか。」

という質問をしたところ，6 件法（測定尺度「1」を「完全にニ

ーズの変化に対応し競合他社を圧倒している」，「6」を「全く対

応できない」として測定）で平均値 3.22（標準偏差 0.915，88

社回答）であった。この平均値は，変化の認識についての平均値

2.43 とは有意に異なる（両側有意確率 1％未満，1 サンプルの t

検定）。ただし，測定尺度の中間値である 3.50 とも有意に異なり，

ある程度の対応がなされているという認識である。 
3 東京証券取引所上場および有価証券報告会社のうち，非金融系

の企業 2201 社を対象に，2009 年 8 月に質問紙を発送し，46

社から回答を得ている。各社の主力事業について，「貴社の中国

主力事業における製品・サービスは，日本市場に提供されている

製品・サービスと同一の内容ですか。機能，価格，品質について

お答えください。」という質問に対して，6 件法で測定した。測

定尺度「1」を「日本市場の製品・サービスと全く同じである」，

「6」を「中国市場に合わせてかなり異なっている」とした。回

答平均値は，機能が 2.35（標準偏差 1.303），価格が 3.74（同

1.570），品質が 2.41（同 1.326）であり，価格を除いて測定尺

度の中間値 3.50 とは有意に異なっている（有意確率 1％未満，1

サンプルの t 検定）。ただし，品質については，市場での要求水

準がたとえ低いとしてもこれを引き下げることは考え難い。また，

価格については，競争力が低い故に価格競争に巻き込まれた結果

として，国内とは異なる，おそらく低い価格で販売せざるを得な

い状況とも言える。 

4 ただし，先進国市場の中心的なニーズの束を無視することを意

味しない。ここでは，過度にそれに注目する傾向の問題を指摘し

ている。 

5 したがって，中心的傾向（日本）の強い企業群では，国内市場

の中心的なニーズの束に過度に注目している企業群とすること

ができる。 

6 ただし，中心的傾向（日本）が強く，中心的傾向（中国）が弱

い企業は 3 社のみであり，平均値の安定性は確保されていない。 
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Ａ102 

標準化と革新のマネジメントの相反性と並存可能性 
○ジョキュドン（亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科博士前期課程） 

 

1 はじめに 

近年、注目されている部品標準化のためのマネジメント

の視点と、イノベーションのためのマネジメントの視点と

の関係において、異なる視点によって生じるお互いを阻害

する可能性や並存する可能性について考察する。 

2 イノベーションと知識創造 

イノベーションは、個人・集団のアイデアの創出・具現

化・社会の受容までの社会的なプロセスを意味する（米

倉・青島，2001：pp.5）。また、イノベーションの中心に

ある知識の創造プロセスは、個人の信念を真実に向かって

正当化するダイナミックで人間的なプロセスであり、他者

との相互作用を含む社会的なプロセス（野中，2006：p.1）

であると定義されている。さらに、野中他（2006：p31-34）

は、知識創造活動の成果である知識資産は、企業の価値創

出に貢献する知識創造プロセスのアウトプットであると

同時に、インプットにもなり得ると指摘している。そうし

た知識創造プロセスのインプットでありアウトプットで

ある知識は、組織内部の自らの知識だけでなく、顧客や供

給会社や競争相手や大学など、組織を取り巻くさまざまな

プレヤーの中に埋め込まれている外部の知識も関与する。

これらを総合し新しい知識が生み出されていくという。つ

まり、イノベーションの創出には、企業を巡る環境に埋め

込まれた知識が関与し、そして知識の生産と利用が反復的

なプロセスであること、に注意を要する。しかし、近年、

モノづくり産業においては、イノベーションの創出におい

て重要な、外部環境に埋め込まれた知識へのアクセスと知

識の生産・利用の反復を阻害する恐れのある、標準化が顕

著に進んでいる。 

3 近年のモノづくり産業の動向としての標準化 

近年、製造業においては、高性能、低コスト、高品質化、

さらに設計期間の短縮化という状況での製品開発が要求

されている（野中他，2008：p.225）。また、顧客のニー

ズは時間と共に変わっていく特性を持っており、その変化

の時間間隔は情報化社会の進展に伴い短期化しているた

め、製品のライフサイクルが短くなっている（今野，

2007：pp.50）。さらに、顧客ニーズの多様化に伴い、開

発を一定期間に実現しなければならず、リードタイムには

一層の短縮化が要求されると考えられる。特に、企業の設

計部門においては、製品のコンセプトが決まった後、その

製品コンセプトを物質的に表現するため、部品間の干渉の

調整や低コスト・高品質の生産を達成するための調整が必

要になる。部品設計の工数や部品購買の工数などの面で、

効率化を図るために最近では、部品の標準化が今までにも

増して注目されている。土井他（2005，p.1024）は自動

車関連の標準化が、部品の製品規格および部品取引（設計

を含めて）の標準、環境規制・安全性規制の標準、車内の

機能制御のための規格標準化であると整理し、その中で、

部品の製品規格および部品取引（設計を含めて）の標準は

すでに進んでいると指摘している。その他に、井川（2009，

p.23）は、グローバル化の進展とともに製品・部品の国際

的な標準化の傾向が強くなり、企業の系列関係によって生

産工程を分類するシステムから、市場を利用した調達が増

加してきていると指摘している。つまり、近年、企業は製

品開発・生産・調達などの環境が厳しくなるにつれ、製品

開発の工数を減らした効率化、規模の経済を利用した調達、

部品ごとの並列的な生産などの効果を得るために、標準化

を進めているとのである。 

4 両マネジメントの間で生じる問題 

イノベーションを目指して知識資産を増やすだけでは、

必ずしもイノベーションが起こるということはないi（野

中・勝見，2007：p.75）。だが、知識資産を増やすことが

イノベーションの基盤になり得ており、イノベーションを

次のイノベーションの基盤として構築しようとする企業

は、イノベーションが異質な知識間の新たなリンクによっ

て生まれることを常に認識し、異質な知識を探索する必要

がある（野中・勝見，2007：p.74）。つまり、知識資産を

増やすだけではなく、異質な知識の間に関係付けようとす

ることも必要である。その異質な知識は、企業の内・外部

に存在するので、イノベーションを起そうとする企業は、

企業の内部のみならず、外部の知識にも注目し、取り入れ

ようとする活動を要する。 

一方、部品標準化のためのマネジメントは、製品アーキ
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テクチャを変え、社内モジュール化・社内オープンにする

ことで、半製品・部品ごとの開発や標準設定を可能にする。

しかし、このような標準化のマネジメントは、半製品・部

品に関わるデザイン・ルール・インターフェースを設定し、

そのルールに適合しない新たな部品の開発を抑制する。ま

た、半製品・部品は汎用部品化することで他の製品の開発

にも転用される。したがって、ルールに適合しない部品の

開発の抑制や汎用部品化することが促進される。これは、

①納期が短縮できるという説得により顧客は製品機能に

対するニーズを表明する機会を失い、新たな試行の機会を

失う（日経ものづくり，2007.08）。②新たな設計を採用

しないことで技術的な不均衡を得ることができなくなる

（日経ものづくり，2007.08）。③規模の経済を追求する

ために真のイノベーションの芽を摘んでしまう（日経もの

づくり，2006.09）危険性を犯しているのである。これは、

社内標準化が進むことによって、企業のイノベーションの

ための活動にボトルネックを生じさせると考えられる。 

以上のように、イノベーションと社内標準化を推進する

マネジメントを考えると、知識生産の創造性を志向するこ

とと製品開発の効率性を志向することの間で矛盾が生じ

ていることが分かる。イノベーションのためのマネジメン

トでは、意識的にイノベーションを志向することが必要と

なる。それは、Drucker（2007：邦訳 p.15）が指摘した

ところであり、イノベーションの機会を探すことから始ま

るという。また Drucker（2007：邦訳 pp.18-91）は、イ

ノベーションの機会には、七つが存在し、その機会となる

ものを分析することがイノベーションを発生させると述

べているが、特に、企業・産業・市場の内部で現れる四つ

の機会が失われる可能性があるので、その志向が異なると

考えられる。 

5 コストの問題や解決 

新たなインターフェース・ルールの設定には、コストが

かかる。それは、①最初に相互依存的システムをモジュー

ル化するコストや、②モジュール・システムの潜在的な価

値を実現するために必要な実験を行うのにかかるコスト

であり、各要素からシステムを構築する場合に比べ、はる

かに高いのである（Baldwin，2002：pp.91-92）。これで、

モジュール化を進め、インターフェース・ルールを設定し

たら、「そのインターフェースやモジュールを使い回すこ

とで、そのコストを回収する」という条件がつくことにな

る。この条件により、社内標準化は社内外の変化に対応で

きず、遅れる可能性が発生すると考えられる。 

しかし、社会や業界等の変化に適合しないと企業は業界

での地位を失う他に、企業の維持さえも脅される危険性を

持つのである。つまり、技術の進歩が、半ば強制的に企業

の標準を変化させる場合もあり、それに柔軟に対応するこ

とが求められてもいるのである。したがって、技術の進歩

に敏感であればあるほど、標準の再設定頻度は高くなると

考えられる。ここにおいて問題になるのは、先に指摘した、

標準再設定にかかるコストの問題である。企業は、技術進

歩への柔軟な対応が要求する標準再設定と標準再設定が

もたらすコスト増大への対応としての標準維持との間の

トレードオフに対して、常に意思決定が迫られることにな

る。これが技術革新を志向したマネジメントと標準化を志

向したマネジメントの共存を困難なものにしているので

ある。こうした困難の根底には、技術進歩や技術標準に対

する企業の受動的な対応が存在することを、同時に指摘す

ることができる。ここでいう「受動的な対応」とは、技術

の進歩を自ら生出すのではなく他者の成果によってもた

らされる技術的な変化を受入れることや、他者が構築した

事実上の技術標準あるいは自社とは隔絶した政治プロセ

スによって決定される公的な技術標準を受入れることを

指している。受動的であるが故に、二つのマネジメントの

矛盾は解消されず、一方のマネジメントが重視されれば他

方が軽視されることになるのである。この一貫しない態度

が、二つのマネジメントの共存を難しくするのである。 

しかし、このような一貫しないマネジメントは、技術進

歩への後追いではなく、技術進歩を予測することで解消で

きるものと考える。技術の進歩を予測し、それに基づいて、

場合によっては現在求められるよりも厳しい、標準を設定

することで、頻繁な標準再設定を回避しつつ技術進歩に追

随できるのである。このとき、最も適応的な行動は、自ら

技術進歩を生出し、技術変化の道筋を自ら決定することで

あり、最も不確実性を削減できる。 

6 実証 

ここまでの分析から、将来の技術進歩を予測した標準化

の設定が標準とイノベーションを志向した二つのマネジ

メントとの共存を可能にするという仮説を提示すること

ができる。これを実証するためには、「将来の技術進歩を

予測した標準化の設定」という説明変数と「二つのマネジ
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メントの共存」という被説明変数を測定しなければならな

い。しかし、二つのマネジメントの共存を、組織の状態と

してとらえることは難しい。そこで、共存の結果、イノベ

ーションを志向したマネジメントが成果をもたらすのな

ら、成果として「イノベーションの効果」が高まっている

と考えることができる。このとき、標準化を志向したマネ

ジメントは、「将来の技術進歩を予測した標準化の設定」

によってすでに捉えられていると考える。そこで、以下の

ような基本的な作業仮説を設定することができる。 

仮説：将来の変化を考慮した標準化の設定によりイノベ

ーション効果も表れる。 

まず、将来の変化を考慮した社内標準の設定は、業界標

準の対応程度、将来変化の対応程度、社内標準設定の厳格

さの測定変数を用いる。梅田（1996：pp.47-48）は、社

内標準化における標準の要件としては、企業が属している

業界の標準と適合しなければならないと示唆している。そ

れは、標準が社内だけに留まらず、業界の標準にも対応す

ることで、自社の部品調達や自社からの納品の際に、新た

に発生する調節コストを削減させるためである。将来の変

化の対応に関しては、業界や企業によって想定範囲が異な

り、企業の将来の変化に対する予測が間違う場合はあるが、

その変化を予測しようとすることで、企業の将来の変化に

対する先見性を保有しようとする活動を要する。それは、

変化に対応しようとする姿勢を持つことである。社内での

標準の設定が、厳格に行われなければ標準化の効果が現れ

ないのである。ここでの厳格さは、企業内の定められてい

る標準の改定や新しい標準を設定する際に必要な厳格さ

である。社内標準設定の厳格にすることで、その標準とそ

の標準に関係のある要素の標準による標準化の効果が現

れることになる。 

一方、イノベーションの効果に関しては、業界初製品開

発能力、新技術採用頻度、顧客要求ニーズ対応度、新顧客

開拓能力を測定変数として用いる。企業のイノベーション

のための活動による効果は、企業の持続的成長の基盤とな

り、企業の収益に連関する。その収益は企業の本業におけ

る製品・サービスの提供であり、その製品・サービスの提

供から持続的な収益を得るためには、異質な新たな製品・

サービスを開発するかii、新しく顧客を開拓し、製品の販

売により、収益を確保する必要がある。もしくは、両方を

同時に進めることが必要であろう。そして、開発された製

品・サービスは、顧客ニーズに適合しなければ収益になら

ないことから、顧客の要求ニーズにも適応しなければなら

ない。そして、業界初製品開発の能力は、企業の市場開拓

と新製品開発が同時に達成され、新たな業界分野を創り出

す能力を示している。つまり、上記の測定変数が高い水準

にあることは、イノベーションを起すための活動による効

果が高いことを示すのである。 

この仮説モデルと検証後の結果は次のようになる。 

将来を考慮する標準化に関する測定変数及び結果 

項目 指標値 

χ2 検定の 

有意確率 
0.612 

GFI 0.932 

AGFI 0.853 

CFI 1.000  

RMSEA 0.000  

  

影響係数の検定結果 

影響係数 
推定値 

非標準解 

将来の変化を考慮した 

標 準 の 設 定 

イ ノ ベ ー シ ョ ン 効 果 .472** 

業 界 標 準 対 応 程 度 1.000 

将 来 の 変 化 対 応 度 1.389*** 

社 内 厳 格 さ 1.088*** 

イ ノ ベ ー シ ョ ン 効 果 

業 界 初 製 品 開 発 能 力 1.000 

新 技 術 採 用 頻 度 .530*** 

顧 客 要 求 ニ ー ズ 対 応 度 1.437*** 

新 顧 客 開 拓 能 力 1.517*** 

***=0.01 水準で有意、**＝0.05 水準で有意 

将来の変化を考慮した標準の設定→業界標準対応程度 

イノベーション効果→業界初製品開発能力 

はモデル推定の制約上、影響係数を 1.000 に固定しているため、検定は行わ

れない。 

7 考察 

本研究が主張する将来変化を先取りした標準化設定は、

経営戦略と研究開発戦略の符号化において、研究開発戦略

への変更を求めるというよりは、短期的な持続性を求めた

標準化の在り方に変化を求めるものであり、伊藤（2000）

の議論に即して言えば、経営戦略への資源配分を研究開発

戦略の実現に向けて再配分することを意味している。この

場合、伊藤(2000)が指摘するように、市場における顧客ニ

ーズには必ずしも適合しない製品・サービスを具体化する

ことにもなりかねない。技術の論理に立脚し、顧客のニー
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ズの観点を欠く傾向のある研究開発戦略における製品計

画を参照した技術標準の設定は、場合によると市場から拒

絶されるリスクをはらんでいるのである。技術的な卓越性

が、常に、市場に受入れられるとは限らないことを、我々

はこれまでの歴史において数多く経験している。もしこう

したリスクを回避しようとするならば、将来的に可能性の

ある複数の技術を、標準として取り入れることが必要とな

り、標準を設定することの意味がほとんど喪失されてしま

うことになる。つまり、将来を見越した標準の設定は、可

能であるとしても次のような条件を伴うものと考えられ

る。まず、設定した標準が市場に受入れられないと判断さ

れれば、直ちにこれを廃棄できること。そして、この判断

がなされるまでは将来予測に基づいてすべての研究開発

を矛盾なく遂行すること。技術予測は、本来不確実な予測

であることから、これを全面的に信頼して研究開発を遂行

することは難しいが、標準を設定するということは、これ

が矛盾なく、あるいは例外なく適用されて初めて経済的な

効果をもたらすのであり、不確実であっても設定されれば

一貫して遂行されなければ意味を有さない。だが、市場が

この標準を受入れないとすれば、直ちに廃棄し、あらたな

標準を再設定する柔軟さを同時に持つことが必要となる

のである。これは一貫性と柔軟性を同時に極大化したマネ

ジメントが必要になることを示唆しているのである。 

8 おわりに 

以上のような新たな課題、一貫性と柔軟性の極大化、の

他にも、本研究に内包されている分析上の問題点を示せば

4 つがあげられる。①本研究で行った設問紙法研究に関わ

るサンプルの数の限界性、②仮説のモデルの「イノベーシ

ョン効果」を説明するための測定変数の妥当性、③日系企

業の系列型の生産体制での社内標準化、④標準化効果自体

とイノベーションの効果の関係について検討されていな

いこと、である。これらの課題に関しては、今後調査を重

ねより安定した結論を導き出すこととしたい。 
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i 野中・勝見は、商品の創造性や革新性は知識間の新しいリンクをはるこ

とであると示唆している 
ii 製品ライフサイクルが存在するため、既存製品による収益は減少すると

考えられる（古川，2005：pp.195-196）。企業の既存製品における持続的

イノベーションは、破壊的イノベーションによって、競争優位性を失われ

る可能性がある。そして、企業の競争優位性を保つためには、破壊的イノ

ベーションを目指す必要がある（Christensen，邦訳 2003：pp.8-10）。 
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A103 

社会・経済システムの変革とイノベーションの戦略 

○高 玲（亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科博士後期課程） 

 

問題認識 

21 世紀に入り、情報技術の発展や環境問題の顕在

化と言った大きな社会のパラダイム転換を促す

事象が生ずる中で、持続可能な社会形成の実現に

寄与するイノベーション（Innovation）の重要性

が益々拡大している（神田,2006,p.13）。1970 年

代の後半以降、超ＬＳＩの開発を中心に、マイク

ロエレクトロニクス技術は急速な展開を示し、コ

ンピュータ・ネットワーク、高度情報処理システ

ム、ニューメディア、ロボット化、さらにはバイ

オテクノロジーなどに、多くの人々の関心が集ま

った。 

技術の社会的影響は、人間の物質的生活のみなら

ず、精神的・文化的側面にまで深く及びつつあり、

技術体系はますます社会的性格を強めている。企

業の目先の利益にとらわれない深い考察が必要

であることを、多くの人々が感じ始めているので

ある（スティラーマン,1975）。 

イノベーションの今後の方向とあり方を模索す

るにあたっては、それを生み出す一つの場となる

企業と、それらを受け入れると共に次の革新を育

む社会の関係を深く洞察することが求められる

が、社会の中での企業の存在の大きさを考えると

き、企業組織構造の社会的な最適化と社会的な責

任の文脈における経営能力の改善や人材の訓練

と生産性向上といった事項は重要な要件となっ

てくるであろう。 

これらの要件を充足した上で、イノベーションに

おける知的創造のプロセスと、それを迅速かつ効

果的に市場や社会に結びつけていくプロセスが

極めて重用になる。 

また、大規模化した企業内での研究開発活動の成

否が、その企業の競争力を左右し、さらには、一

国経済の栄枯盛衰にさえ、大きく影響を及ぼすよ

うな現実をみることができる。こうした状況は、

企業における研究開発に関して、その一定の目的

を効果的に実現するための社会的な戦略が必要

であることを示している。 

イノベーションが、社会発展に大きく貢献してき

たことは歴史を垣間見ても容易に理解される。日

本のような天然資源に乏しく多くの人口を抱え

る国が発展を続けるためには、自らイノベーショ

ンを生み出すことが必須である。特に欧米諸国に

キャッチアップするかたちでの成長を望めなく

なった 1990 年代以降、イノベーションの重要性

はさらに大きく高まった。しかしながら、イノベ

ーションの生成プロセスに関するわれわれの理

解は不十分な状況にあり、技術開発の領域でイノ

ベーションが扱われることはあっても、技術的発

明が産業発展へと実を結ぶまでの長い社会的プ

ロセスには、十分な注意が払われてこなかったと

言える。 

歴史的概念としてのイノベーションとは、端的に

言って、「新しいアイデアの企業化に成功するこ

とによって、その企業に新たな利益源泉をもたら

すこと」である（占部,1993,p.205）。要するに、

イノベーションとは、「新しい製品や生産方法、

そ の 他 を 成 功 裏 に 導 入 す る こ と 」（ 後

藤,2000,p.22）によって、新たな利益を創出され

ることを意味している。イノベーションこそが長

期的に生産性を上昇させ、持続的成長を可能にす

る唯一の方法であると考えられる。かくしてシュ

ムペターも経済発展の原動力としての企業家の

イノベーションの役割を強調しているのである

(高橋,2004,p.57)。 

広田（1988：p.4）および廣田（2004：p.133）は、

価値観の革新を伴う情報やモノの流れの革新に

より社会・経済システムを再編させるイノベーシ

ョンを、特に「ソーシャル・イノベーション」と
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呼んでいる。ソーシャル・イノベーションの既存

の研究には、イノベーションを促進させる社会・

経済システムへの変革、イノベーション後の社

会・経済システムの変革、社会問題を解決する新

たな仕組みとしてのソーシャル・イノベーション

という三つの潮流が認識されている（大

室,2004：p.186）。本研究が取り扱おうとしてい

る現象は、自社のビジネスプロセスや社会・経済

システムを変革し得る潜在的な影響力を有する

イノベーションの、企業の研究開発活動への影響

にある。つまり、これまでのソーシャル・イノベ

ーション論において見逃されていた、イノベーシ

ョン後のビジネスプロセスや社会・経済システム

の変革がどのように研究開発活動を動かし、その

変動に対して企業が如何に能動的・受動的に対応

し得るのかという問題を、企業における研究開発

の社会戦略としてとらえようとするものである。 

研究目的 

本研究では、既存のソーシャル・イノベーション

研究において見逃されてきた、イノベーション後

のビジネスプロセス、社会・経済システム変革の

影響を考慮した、企業における研究開発に関する

社会戦略の論理を構築することを目的とする。本

研究の狙いは、市場での競争優位性との関係で分

析されてきたイノベーションを、社会・経済シス

テムへの働きかけとして観るだけではなく、社

会・経済システムからの働き掛けとしても同時に

捉え、企業と社会・経済システムとの相互作用に

立脚した戦略構築の可能性を論ずるところにあ

る。 

先行研究 

ここでは、イノベーションの理論について整理す

る。経済理論に「イノベーション」という概念を

最初に導入したシュンペーターは、企業者の行う

不断のイノベーション（革新）が経済を変動させ

るという理論を構築した。ドラッカーはシュンペ

ーターの業績に敬意を払いつつ、イノベーション

の実践、企業家精神の実践、企業家的戦略の三つ

の重要性を明らかにした。その後、アバナシーと

アターバックによって創造的破壊もシュンペー

ターの指すようなプロダクトイノベーションと、

漸進的なプロセスイノベーションに分けられる

ことを明らかにし、企業はこの両者のバランスを

取らなければならないと強調した。チェスブロウ

は自社内で研究開発からマーケティングまでを

行う、「クローズド・イノベーション」に対して、

他社や大学などの研究成果を取り入れ、イノベー

ションを起こしていく「オープン・イノベーショ

ン」が重要であることを強調した。クリステンセ

ンによる、イノベーションのジレンマとは、優れ

た特色を持つ商品を売る巨大企業が、その特色を

改良する事のみに目を奪われ、顧客別の需要に目

が届かず、その商品より劣るが新たな特色を持つ

商品を売り出し始めた新興企業の前に力を失う

理由を説明した。これらのイノベーション理論は、

イノベーションの創造主体と内容、方法をめぐっ

て議論されてきたように思われる。 

一方日本における、野中郁次郎（1990）の理論の

特徴は、知識がもっとも重要な経営資源とされる

「知識社会」においていかにして知識を上手く創

造するかというところにあるとされている。特に

組織のミドルに注目して知識創造を論じた。それ

に対して企業の優位性の源泉として、池島政広

（1999）は競争優位性の確立・維持の重要性を論

じつつ、イノベーションと組織のトップとの関係

に焦点を当てた分析を行った。榊原清則（2005,）

は内外の様々な事例から、イノベーションを収益

に結びつけるという営みを鮮やかに描きしてい

る。しかしこれらのイノベーションについて研究

は市場競争を中心に論じてきたといえる。 

事例分析 

社会革新に成功したイノベーションの事例を取

り上げると食品・トイレタリーなど日用品の大手

多国籍企業であるユニリーバの事例がある。同社

はインドにおいて顧客の抱える社会課題の解決
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を図りながら、新たな市場を開拓した。インドの

農村地域では、衛生状態が思わしくなく、毎日数

多くの幼い命が失われていくという現状であっ

た。 

また、女性の経済的自立が実現できておらず、社

会的課題となっていた。ユニリーバは 2000 年か

ら人々の衛生改善の意識を啓発する活動を展開

するとともに、女性の経済的自立支援という社会

的目的のもと、女性をトレーニングして販売員と

して活用する「プロジェクトシャクティ」と呼ば

れる取り組みを展開した。衛生改善のための効果

的な方法は、石鹸などの同社の製品販売に結びつ

いた。ユニリーバのケースにおいて、戦略上、更

に効果を発揮したのは、現地 400 の NGO の協力

である。結果として、2005 年には、約 7000 万人

の新たな顧客にアプローチし、市場開拓を成し遂

げたのである。（伊吹,2007,p.4） 

こうした企業によるイノベーションの社会革新

は、ソーシャル・イノベーション論として議論さ

れるようになってきている。ソーシャル・イノベ

ーション論では、現在の社会・経済システムのも

つ諸問題が、企業家の活動、そして消費者の活動

を通じて徐々に解消されていくという進化的プ

ロセスを通じて達成されることを論ずるイノベ

ーション研究の一分野である。ソーシャル・イノ

ベーションが達成されるプロセスは図のように

表現されている。 

ただし、従来の研究はこの図の太線の矢印が示す

ような新社会・経済システムの生成が企業システ

ム革新にもとづく新製品及び新サービスへ与え

る影響を考慮していない。本研究ではこれを中心

に検討することを目的とし、検討問題を探索する。 

楠木（2001）によれば、現在のイノベーション研

究は、社会・経済システムに影響に与える「『新

しいもの』が生み出されるプロセス」の研究であ

る。ソーシャル・イノベーション論もこれに該当

し、如何にソーシャル・イノベーションを生み出

すかという 

図：企業システム革新とソーシャル・イノベーションとの相互作用的生成 

旧社会・経済
システムにおける
不便、不満

新社会・経済
システムの生成ソーシャル・イノベーション

企業システム革新
にもとづく

新製品・新サービス

廣田,2004,p133

ソーシャル
トレンド

情報化・
グローバル化・
規制緩和

 
ところに関心がある。しかし、この太い矢

印が示すようなマイナスの効果については

意識されていないのである。つまり、イノ

ベーションが結果として生みだす、社会・

経済システムからのマイナスの効果をも意

識する必要が、存在しているのである。 

今後の課題 

社会・経済システムからのマイナス効果を

意識した戦略を考察することは、どのよう
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な時に企業が生み出した社会・経済の変革

が企業にマイナスの効果をもたらすかとい

うことを意味する。イノベーションに対す

る社会の判断基準がこれに関係しているも

のと思われる。今後、こうした社会・経済

システムの革新にかかわる企業の行動とそ

の結果に対する社会的な判断基準として、

企業の倫理基準や社会的責任基準の観点と

の関係を分析する必要がある。 
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A104 

グローバル競争における日本型イノベーションの課題 

○加藤 敦宣（成城大学 社会イノベーション学部） 

 

 

 

１．はじめに 

日本はこれまで多くの優れた製品を世に送り出してきた。DRAM メモリをはじめ携帯電

話、液晶テレビ、DVD プレイヤーなど、この「失われた 20 年」と呼ばれる間にも世評と

は別に、新製品を数多く作り出してきた。我が国自身が「科学技術創造立国」を標榜した

のは 2006 年のことであり、決してそう昔の事ではない。  

しかし、最近、経済産業省をはじめとして焦燥感を持って語られている事柄がある。そ

れは「日本企業は技術で勝ち、市場で負ける」というものである。事実、先に挙げた製品

も日本企業に優れた技術があり、初期市場を大きく占める状態が続いたにも係わらず、市

場がグローバルに成長するところでシェアを奪われている。まさに「これから」というと

き、日本企業は市場競争で敗退し続けているのである。それはなぜなのか。これまでは企

業戦略の問題として捉えられる事が多かった。 

しかし、本当にそうなのだろうか、ということが今問い直されているのである。そこで

本稿では日本型の製品イノベーションの持つ特徴と、そこから生じるシステム的な問題点

について論じる。さらに敷衍して現在、最も有望視されている電気自動車のイノベーショ

ンにおいて、どのような展開が考えられるのか。また、その対応として如何なる戦略が考

えられるかについて報告を行うものである。 

 

２．技術開発で勝ち、市場競争で負ける 

日本企業は DRAM メモリ、液晶パネル、DVD プレイヤー、リチウムイオン電池、カー

ナビなど優れた製品を生み出しているが、グローバル競争において市場シェアを落として

いる。しかも、それらの製品市場は 2001 年以降すべて右肩上がりの成長市場である（小

川［2009］）。成長する世界市場で日本企業はジリ貧に陥っている。経済産業省はこれを産

業構造全体の問題、企業のビジネスモデルの問題、企業を取り巻くビジネスインフラの問

題と３要因による構造的問題として、日本経済の行き詰まりは深刻だと分析している（経

済産業省［2010］）。 

日本市場は元々少ない国内需要にも係わらず、複数の企業が僅かな市場シェアを攻防す

る寡占的な構造を特徴としている。１企業あたりの収益性は極めて限定的である為、どう

しても競争圧力は高まる傾向にある。優れた企業同士が開発競争で切磋琢磨することで、

製品性能の向上・製品デザインの洗練化・製造コストの低減を実現してきた。厳しい競争
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環境に適応した日本企業は、ある程度の段階を迎えると海外市場に目を向け、圧倒的な製

品競争力を武器に海外市場を席巻してきた。過去には集中豪雤型輸出としてダンピング規

制の対象になることもあった。 

しかし、インターネットの出現は、社会のフラット化をもたらし、知や資源を容易に移

転可能にした。擦り合わせを得意としインテグラル型製品を開発してきた日本企業は受難

の時代を迎える。同時性の実現により地理的障壁を取り除くネットワーク社会は、国際分

業をより平易にする為である。そこで組み合せを特徴とするモジュラー型製品が幅を効か

す様になる。これは発注元の欧米企業と受注先の BRICS をはじめとする新興国企業、双

方に大きなメリットがあった。欧米先進国に属する企業はモジュラーデザインに専念する

ことで知的財産権を強化し、自社の経営資源の専有化を図れた。また、新興国に属する企

業はモジュール製品の大量生産により、製造生産ノウハウとスケールメリットの双方を短

時間で学習する機会を得られたのである。日本企業の産業内で統合化された強みは、強み

の異なる国々に属する企業により挟み撃ちに遭い、製品分野ごとに各個撃破されていった

のが、この「失われた 20 年」とも言える。 

 

３．次世代自動車に観るシステム間競争 

今日、最も有力視されているイノベーションが次世代自動車の開発である。自動車産業

は日本の経済成長を牽引している。経済産業省の直近の分析では、2000 年から 2007 年ま

での GDP 伸び率 2.5％のうち、自動車産業の貢献している割合は 1.1％であり、約半分が

自動車によるものだとしている（経済産業省［2010］）。このことから次世代自動車の成否

はそのまま我が国経済の浮沈に直接的に影響を及ぼすものと考えられる。 

数ある次世代自動車のなかでも本命視されているのが電気自動車である（次世代自動車

普及戦略検討会［2009］）。電気自動車はリチウムイオン電池をエネルギー源にし、モータ

ーで走るゼロエミッション・カーである。自動車は日本のお家芸である。製品アーキテク

チャはインテグラル型であり、競争優位性も高いと考えられている。コア技術であるリチ

ウムイオン電池も日本の開発技術であり1、特許件数も日本が１番多い。故に期待も高い。 

しかし、実際にはそうとも言えない。電気自動車はガソリン自動車と根本的にコア部品

が異なる。電気自動車のコア部品はモーター・インバーター・バッテリーであり、エンジ

ン・トランスミッション・冷却装置・排気管が存在しない。製品アーキテクチャの自由度

が高く、モーターも分散配置が可能である2。部品点数はガソリン自動車の 3 分の 1 程度で

あり、現行の自動車よりも更にモジュラー型にシフトすると考えられている。  

自動車メーカーを自動車メーカーたる所以はやはりエンジンにある 3。内燃機関の技術が

                                                   
1 1991 年にソニー製リチウムイオン電池が京セラ製携帯電話に採用されたのが最初。  
2 ４つの車輪に１つずつモーターを取り付けるインホイールモーターも研究されている。  
3 一口にエンジンといっても直列 3 気筒・4 気筒・6 気筒、Ｖ型 6 気筒・8 気筒・12 気筒、
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企業の個性・優位性を形成してきた。その技術障壁が無くなった結果として、電機メーカ

ーが自動車産業に参入してくるケースが出ている4。中国企業や韓国企業は航続距離が少な

くて済む地域コミューターとして電気自動車を割り切り、モジュール生産をフル活用して

低コストの電気自動車を BOP 市場のボリュームゾーンへ投下しようと試みている5。日本

企業が真似の出来ない破壊的イノベーションが足下で既に起きつつある。  

 

４．電気自動車市場の今後に係わる一考察 

新興国企業の競争戦略は BOP 市場のボリュームゾーンを目指している。これらの国々

で作られる自動車は徹底したローコストを実現する為、シート減らし乗車人数を少なくし

たり、ドアやドアミラーの数を減らしたりと、既存企業が真似をすることの出来ない自動

車作りをしている。このような企業とコスト競争をするのは、消耗戦とコモディティー化

を誘発するだけで得策ではない。また、安全性にもやや難がある様にも見受けられる。今

後、電気自動車に対する厳しい安全基準が要求される可能性もあり得る。  

欧米企業は日本企業と同様の電気自動車に取り組んでいる。ただ、ドイツの様に高速に

よる長距離走行を特徴とする欧州市場では、電気自動車のスペックはまだ十分に適応して

いるとは言い難い。そのため欧州ではクリーンディーゼルが依然として根強い人気がある。

市場特性とのマッチングを国毎に重ねる必要がある。環境規制が強化される中で開発方向

性は同じであり、共同開発によるスケールメリットを享受するのも１つの手であろう。  

もう１つの方向性としては、モジュラーデザイン型の企業を目指すことも視野に入れる

べきである。電気自動車は充電インフラとセットになり、はじめて走行可能となる社会シ

ステム的な製品である（経済産業省製造産業局自動車課［2008］）。インフラと自動車のセ

ットを１つのパッケージと捉え、その標準システムを広く世界に提供する方が、むしろ柔

軟な移転可能性を得られることであろう。  

また、自動車をソフトとして捉え直し、交通システムを事業化することも既に始まって

いる。自動車メーカーはユーザーを既に囲い込んでおり、これが今後大きな資産となり資

源となり得る（アップル社の iPhone や iPod などはまさにそうした事例である）。そのこ

とを強く意識しするべきである。ユーザーから得られるリアルタイムの情報が、今後の自

動車に新たな製品付加価値を与えると共に、製品競争力を飛躍的に高めると考えられる。 

渋滞分析のユーザーへの提供、運転危険ポイント分析の行政機関への提供など、その動

きは既に一部では始まっている。これならば製品設計ノウハウと共に二重のブラックボッ

                                                                                                                                                               

水平対向 4 気筒・6 気筒、ロータリーと実に多種多様である。  
4 電気自動車を生産している中国 BYD（比亜迪）社は、元々はバッテリーメーカーである。 
5 例えば、韓国の CT&T 社は 2009 年東京モーターショーで 174 万円の EV「e-ZONE」を

出展している。最高時速 70km、航続距離 70km と既存の EV に比較すると性能は現状

で一段劣っている。同社は EV をモジュール化し適地生産することでコストダウンを実

現している。  
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クス化を推進する事が可能である。今後はリアルタイムに得られるユーザー情報と絡めた

形で製品のブラックボックス化を進めていく事が、日本企業が競争力を強化していく１つ

の方向性であると考えられる。  

 

５．まとめ 

日本企業はグローバル競争において産業構造に起因する弱点を巧みに攻められている。

横並び型の競争で同じ事を繰り返す戦略不在な状態では、日本経済の行き詰まり・閉塞感

を今後決定的なものになりかねない。BOP 市場のボリュームゾーンは大変魅力的であるが、

日本企業のストライクゾーンよりもやや下側にあり、ここでのコスト競争は消耗戦を強い

られる可能性も高い6。幸い日本企業は擦り合わせを特徴とするインテグラル型製品が得意

である。今回は電気自動車を事例に取り上げたが、製造ノウハウのブラックボックス化だ

けに留まらず、製品ユーザーを囲い込み、製品ユーザーのリアルタイム情報を製品サービ

スと逐一絡める事が、2010 年代の競争力の源泉として機能するものと考えられる。  

 

６．参考文献 

小川紘一［2009］『国際標準化と事業戦略』白桃書房．  

経済産業省［2010］「日本の産業を巡る現状と課題」． 

経済産業省製造産業局自動車課［2008］「EV・pHV タウン構想について」．  

次世代自動車普及戦略検討会［2009］「次世代自動車普及戦略」．  

 

                                                   
6 スズキは軽自動車の強みを活かしインド市場で 60 パーセント弱の市場シェアを持つ。グ

ローバル市場で同じような自動車作りをしている VW 社との提携も記憶に新しい。  
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Ａ２０１ 

国際財務報告基準(IFRS)に対応した会計戦略論の新たな指標値とその有用性 

○ 吉岡 勉 （亜細亜大学大学院） 

 

1. 問題意識 

昨今，国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards; IFRS）が議論の対象となり，

その日本への導入の時期が近づいている。これまで日本のビジネス環境において取り決められ発達してきた

日本独自の会計基準から，国際的なルールへの転換を余儀なくされているのである。 

そこで，従来の会計戦略論を IFRS に対応したものとする必要がある。これまで会計戦略論は，従来の日

本独自の会計基準に基づいて論が展開されているため，IFRS が導入された後には従来のままというわけに

はいかないからである。 

そこで本研究は，IFRS に対応した会計戦略論を構築・提唱する。特に，新たに提唱する会計戦略論で用

いることのできる主要指標値を設計することで，これを実用化することを目的とするものである。 

 

2. 先行研究 

本研究の対象とする会計戦略論についての先行研究は，碓氷（2004a）（2004b）に見ることができる。 

碓氷（2004a）によれば，会計戦略論とは，「企業の永遠の発展に必要不可欠な戦略論として開発された理

論」であり，「その会社のあるべき財政状態，経営成績，そしてキャッシュ・フローを描きあげること」を必

要とし，「未来を担う管理会計と経営戦略と結果論としての財務会計を結びつける橋渡しとして，開発された」

ものである。これは，企業があるべき（こうありたいと望む姿の）財務諸表（たとえば貸借対照表，損益計

算書，キャッシュ・フロー計算書等）を描き，その姿の実現を目指す，“会計からアプローチする経営戦略論”

ということになる。碓氷（2004a）はこれらの点を集約し，「すべての経営に関する戦略を駆使してあるべき

目標短期収益力を達成すべき経営体質を作り上げること」こそが，「会計から考えた経営戦略，すなわち会計

戦略論である」と述べている。 

また，この先行研究（碓氷, 2004a）は，①長い間の利益の蓄積額を長期の目標値として描くことが第一の

基本的戦略（つまり，あるべき長期収益力を描き出すことが，まず必要），②そのあるべき長期収益力を達成

するあるべき短期収益力を描き出すことが必要，③そのあるべき長期収益力とあるべき短期収益力を達成す

べき経営戦略を考えなければならない，としている。つまり，長期的目標を策定し，その目標を達成すべく

短期的目標を策定し，それら両方の目標を達成すべく経営戦略を策定する必要を論じている。そして，これ

らの点で「利益の蓄積，つまり利益剰余金を大きくすることこそがその基本的な考え方」としており，この

点では，指標値として「短期収益力」，「短期収益力比率」，「目標短期利益剰余金」，「目標短期利益剰余金比

率」，「長期収益力比率」（「プラス長期収益力比率」，「マイナス長期収益力比率」）を挙げている。 

また，木村（2003）も「会計戦略」について論じている。日産自動車（以下，日産）の経営計画「日産リ

バイバルプラン」（以下，NRP）に言及し，日産がNRP 実施直前期に行った約 7,111 億円の特別損失の計上

がデューデリジェンスに相当し，それが同社（および当時の経営者）の採った会計戦略であったとしている。 

 

3. 新たな指標値 

(1) IFRS への対応 

日本においては，「企業会計基準委員会（Accounting Standards Board of Japan; ASBJ）と，IFRS の設

定主体である国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board; IASB）による 2007 年 8

月の東京合意を経て，2011 年 6 月 30 日を目標として，日本基準と IFRS との共通化・統合化（コンバージ
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ェンス）作業が進められて」おり（藤井, 2009），2009 年 6 月には金融庁より「我が国における国際会計基

準の取扱いについて（中間報告）」（金融庁, 2009）が公表され，IFRS の「任意適用の時期については，IFRS

の国際的な広まりを踏まえると，企業及び市場の競争力強化の観点から，できるだけ早期に容認することが

考えられ，具体的には 2010 年 3 月期の年度の財務諸表から IFRS の任意適用を認めることが適当である」

としている。このように，IFRS の国内への導入は，日本の国家レベルにおける緊急の課題となっているの

である。 

従来の会計戦略論における指標値は，当然のことながら従来の日本における会計基準に基づいて構築され

たものである。そこで，今後数年のうちに何らかの形で日本にも適用されることになる IFRS に対応した，

会計戦略論における指標値が必要になるであろう。 

そこで本研究では，会計戦略論における指標値として，長期収益力と短期収益力に新たな視点を加え，IFRS

に対応した会計戦略論の指標値を提唱するものとする。 

 

(2) 包括利益と長期収益力 

IFRS においては，従来の日本における会計基準とは異なる部分が多々存在するのであるが，その 1 つと

して，「包括利益」がある。包括利益（包括利益合計）とは，「所有者の立場としての所有者との取引による

資本の変動以外の取引又は事象による一期間における資本の変動」（国際会計基準委員会財団他, 2009），ま

たは，「特定期間における純資産の変動額のうち，資本取引によらない部分をいう」（伊藤, 2008）。さらに，

「包括利益合計は，『純損益』及び『その他の包括利益』のすべての内訳項目からなる」（国際会計基準委員

会財団他, 2009）。また，「その他の包括利益」についてあらた監査法人他（2009）は，①有形固定資産や無

形資産の評価剰余金の変動，②確定給付年金制度に係る保険数理計算上の利得及び損失，③在外営業活動の

財務諸表の換算から生じる利得及び損失，④売却可能金融資産の再評価により生じる利得及び損失，⑤キャ

ッシュ・フローヘッジにおけるヘッジ手段の有効部分にかかる利得及び損失，を例示している。 

伊藤（2008）によれば，「包括利益が提唱された背景」は，「企業経営者の裁量的な会計処理を抑止すると

いうねらい」，および，「株主から受託した資産に対する責任を経営者が全うしているかどうかを判断する」

ことである。特に後者については，「包括利益には，経営者が株主から委託されたすべての資産，負債の変動

額が反映されるから」とし，経営者による資源配分に関する意思決定の結果が包括利益によって明示される

という点を挙げている。 

資産保有に関する経営資源の配分（とくに資金活用の方法）が，その他包括利益の「(1)有形固定資産や無

形資産の評価剰余金の変動」（あらた監査法人他, 2009）に大きな影響を及ぼすことは間違いない。評価が著

しく低下するような有形固定資産や無形資産を保有し続けるとの意思決定とそれに伴う資源配分が，その他

包括利益の低下を招くのである。また，評価が上昇するような有形固定資産や無形資産を取得・保有するこ

とによって，その他包括利益は増加するともいえるのである。この点に着目するならば，いわゆる営業損益

とは別物ではあるが，包括利益には経営における意思決定の結果が反映されるのであり，これを企業の業績

とすることは有意であると考えられるのである。 

そこで本研究は，会計戦略論における指標値として，従来の「長期収益力」（当期純利益が経年積算され

た利益剰余金を基準とする指標値）を継承しつつ，IFRS における包括利益を業績指標値としてみなした新

たな指標値を構築するものとする。 

 

長期収益維持力＝ 利益剰余金 ＋ 

その他包括利益累積額 
 長期収益維持力比率＝ 

長期収益維持力 

総資産1) 

                                                   
1) 利益剰余金，その他包括利益累積額が負の数の場合，その絶対値を加算 
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これら指標値の実例は，以下のとおりである。 

 

 

(in million Yen) 2005 2006 2007 2008 2009 

Total Assets 8,056,881 7,964,640 7,896,958 7,443,614 6,403,316 

Retained Earnings 2,461,071 2,575,890 2,737,024 2,948,065 2,479,416 

Accumulated other  

comprehensive income 

-238,377 -26,119 107,097 -173,897 -594,377 

長期収益力比率 30.55% 32.34% 34.66% 39.61% 38.72% 

長期収益維持力 2,222,694 2,549,771 2,844,121 2,774,168 1,885,039 

長期収益維持力比率 26.79% 31.91% 36.02% 36.42% 26.94% 

出典：Matsushita（2005; 2006; 2007; 2008），Panasonic（2009）より作成 

 

(3) 営業利益と短期収益力 

従来の日本における損益計算書に表示されていた「営業利益（または営業損失）」という項目が，IFRS で

は表示必須項目ではない。しかし，前述の先行研究（碓氷, 2004a）では，短期収益力を営業利益に基づいて

算出している。 

そこで，本研究では，「短期収益維持力」および「短期収益維持力比率」を提唱しつつ，この値を算出す

るための方法を提示する。 

 

短期収益維持力＝ 税引前当期純利益 

＋本業以外の支出（損失） 

－ 本業以外の収入（収益） 

 
短期収益維持力比率＝ 

 

短期収益維持力 

総資産2)1) 

 

これら指標値の実例は，以下のとおりである。 

 

(in million Yen) 2005 2006 2007 2008 2009 

Total assets 8,056,881 7,964,640 7,896,958 7,443,614 6,403,316 

Retained earnings 2,461,071 2,575,890 2,737,024 2,948,065 2,479,416 

Accumulated other  

comprehensive income 
-238,377 -26,119 107,097 -173,897 -594,377 

Total net sales 8,713,636 8,894,329 9,108,170 9,068,928 7,765,507 

Cost of sales 6,176,046 6,155,297 6,394,418 6,377,240 5,667,287 

Selling, general and  

administrative expenses 
2,229,096 2,324,759 2,254,211 2,172,207 2,025,347 

本業以外の収入 139,201 182,182 152,695 115,148 87,672 

本業以外の支出 200,782 225,143 173,092 199,636 543,179 

Income  

before income taxes 
246,913 371,312 439,144 434,993 -382,634 

短期収益力 310,540 427,370 476,785 543,812 88,450 

短期収益力比率 3.85% 5.37% 6.04% 7.31% 1.38% 

短期収益維持力 308,494 414,273 459,541 519,481 72,873 

短期収益維持力比率 3.72% 5.18% 5.82% 6.82% 1.04% 

出典：Matsushita（2005; 2006; 2007; 2008），Panasonic（2009）より作成 

 

4. 結論 

本研究の結論は，提唱した会計戦略論における新たな指標値，すなわち，長期収益維持力，長期収益維持

                                                   
2) 利益剰余金，その他包括利益累積額が負の数の場合，その絶対値を加算 
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力比率，短期収益維持力，短期収益維持力比率が有用である，という点にある。特に近い将来において，日

本に IFRS が導入される見通しとなっているが，これら指標値は IFRS に対応するべく設計されていること

から，今後も会計戦略論におけるKPI（Key Performance Indicator; 重要業績評価指標）として活用するこ

とが可能である。 

本研究ではまず，会計戦略論の先行研究をレビューし，「すべての経営に関する戦略を駆使してあるべき

目標短期収益力を達成すべき経営体質を作り上げること」が，「会計から考えた経営戦略，すなわち会計戦略

論である」ことを確認した（碓氷, 2004a）。 

ついで，会計戦略論における新たな指標値として，長期収益維持力，長期収益維持力比率，短期収益維持

力，短期収益維持力比率を提示した。IFRS と従来の日本における会計基準との大きな相違点として包括利

益があるが，この包括利益（および，その他の包括利益，その他の包括利益累積額）を会計戦略論の指標値

に取り込むことの意義を明確にし，その視座において長期収益維持力と長期収益維持力比率を定義した。ま

た，IFRS では営業利益の表示が義務づけられていないことから，同項目の表示がない場合でも対応できる

よう，短期収益維持力と短期収益維持力比率を定義した。さらに，この営業利益が当該企業にとっての本業

によって生み出される利益を表すことから，この項目によって短期の収益維持力を測るものとした。 

これら新たな指標値については，従来の指標値，すなわち長期収益力比率，短期収益力，短期収益力比率

との比較検討するため，実在企業の数値を掲載した。これらの検討により，各指標値の有用性をある程度は

検証できたものと考える。 

日本への IFRS の導入は，金融庁（2009）によれば，その「任意適用の時期については，IFRS の国際的

な広まりを踏まえると，企業及び市場の競争力強化の観点から，できるだけ早期に容認することが考えられ，

具体的には 2010 年 3 月期の年度の財務諸表から IFRS の任意適用を認めることが適当」であり，「様々な考

慮要素の状況次第で前後することがあり得ることに留意する必要があるが，IFRS の強制適用の判断の時期

については，とりあえず 2012 年を目途とすることが考えられる」，「強制適用に当たっては，実務対応上必

要な期間として，強制適用の判断時期から少なくとも３年の準備期間が必要になるものと考えられる（すな

わち 2012 年に強制適用を判断する場合には，2015 年又は 2016 年に適用開始）」とされている。どのような

形で導入されるにせよ，企業会計における基準が新たなものとなるのであるから，その基準に適合した会計

情報の活用方法が検討されなければならない。その点で本研究は，従来研究されてきた会計戦略論を，新た

な基準である IFRS に適合させたことに，その意義を見出しうるのである。 

 

5. 今後に向けた課題 

まず，業種と企業のサンプル数の少なさは否めない。この点については更なる検証を要する。また，特に

短期収益維持力とした営業利益に相当する値については，会計基準の違いをさらに検証する必要がある。さ

らに，会計戦略論は今回取り上げた指標値のみで構成されているものではないため，実用に耐え得る論とし

て進化発展を要する。これらの点を今後の課題としていきたい。 

 
 

―――――――――― 
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Ａ２０２ 

国内ビールメーカーの中国ワイン市場における財務行動分析 

○ 三好 出（立正大学経営学部） 

(1) 報告目的 

2008年、国際ワインおよびスピリッツ研究所

（ International Wine and Spirit Record: 

IWSR）によると(1)，「2007年の段階で中国はワイ

ンの生産量および消費量ともに世界トップ 10

に入った」と発表した。これによると生産量は

7388万ケース（9リットル／ケース）で世界 10

位、またその消費量も世界 9 位にランクインし

ているという。また，Record China によれば(2)，

アルコール飲料国際見本市「ビネクスポ」

（VINEXPO/本部＝フランス・ボルドー）の調査

から、08～12年の 4年間、中国におけるワイン

消費量の伸びは 36．6％であること、さらに世

界 114か国のワイン消費国および 28か国のワイ

ン生産国を対象にした調査では、03～07 年の 4

年間で、ワインの消費量は 6％の伸びとなって

いることを紹介している。 

ワイン嗜好の高まりが背景にある中国のワイ

ン市場において，日本国内のビールメーカーが

取り組み始めている。2008 年 2 月 19 日にはア

サヒビールと丸紅が富豪酒業有限公司と合弁会

社である江蘇聖果葡萄酒業有限公司を設立し，

また，2009年 12月 9日に ASC Fine Wines Holding 

Ltd.の 80%の株式をサントリー酒類株式会社と

株式会社国分による買収が成立した。本報告で

は，こうした日本国内のビールメーカーの行動

を公表された財務情報から整理することが目的

である。 

(2) 中国のワイン市場動向 

SUPERCITY CHINAビジネスによれば(3)，中国の

WTO 加盟による、アルコール類への関税が下げ

られたことからワインの輸入は増加を続けてお

り，中でも上海の伸びは著しく、08年のワイン

輸入額 1.4 億元と全体の 53%を占めている。ま

た，消費者が注目しているのはワインの「味」

ではなく、あくまでも「外からの見た目」や「健

康志向」の影響がワイン購入理由の主な理由で

あると紹介したうえで，中国消費者のワインそ

のものへの認識を深め、知名度を高めるかとい

う点が今後の中国ワイン市場を占う大きな焦点

とし，中国に拠点を置く海外ワイン輸入企業の

インタビューを交えて紹介している。 

こうした動向をふまえて，公表されている財

務データから日本国内ビールメーカーの財務行

動を比較することとする。 

(3) キリンビールのケース 

キリンビールのアジアおける行動の大きさを

見るために海外売上高の推移を整理する。 

[表 1](4) 
売上高 2007年 2008年 2009年 

[A]ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ(億円) 2,127 4,418 4,474 

[B]上記 A以外(億円) 651 1,072 951 

[C]全地域(億円) 18,011 23,035 22,784 

[D=A/C]構成比率(%) 11.8 19.2 19.7 

[E=A/B]構成比率(倍) 3.3 4.1 4.7 

[F]ｵｾｱﾆｱ(億円)(5) 1,902 4,160 4,226 

[G=A-F]ｱｼﾞｱ(億円) 225 258 248 

[F=G/A](%) 13.6 11.2 10.3 

Cの前年度比推移(%) - +27.9 -1.1 

Fの前年度比推移(%) - +7.4 +0.5 

Gの前年度比推移(%) - +14.7 -3.9 

[A]はアジア・オセアニア地域の売上高の推移

を示している。[B]は海外売上高の内，アジア・

オセアニア地域以外の地域の推移を示している。

[C]は日本を含めたすべての地域の推移を示し

ている。[D]は全地域に占めるアジア・オセアニ

ア地域の売上高の推移を示している。[E]はアジ

ア・オセアニア地域以外の売上高を基準とした

際のアジア・オセアニア地域の割合を示したも

のである。[F]はアジア・オセアニア地域の売上

高のうち，オセアニア地域のみの売上高を推定

したものである。 

[D]からより全売上高の約 17.3%(6)をアジ

ア・オセアニア地域が占めている点，そして[E]

からはアジア・オセアニア地域で他の海外地域

の 4.1 倍(7)の売り上げがあることから，海外で

はアジア・オセアニア地域が重点地域であるこ

とを読みとることが出来る。 

つぎに，[C]の前年度比推移から 2009 年には

全地域の売上が減少したが，[F]の前年度推移か
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らは増加，また[G]の前年度比推移からは全地域

の減少幅が大きい。オセアニア地域は安定した

成長があるが，アジア地域では不安定の要因の

存在を窺うことが出来る。 

「2009年度決算アナリスト説明会質疑記録」
(8)では，“これまでのアジア・オセアニアの M&A

は一段落，と言っていたが，まだ成長に向けた

M&A の余地はあるのか”の質問に対し，加藤代

表取締役社長は“一段落ついた，というのは事

業基盤ができたという意味であり，今後も成長

戦略は積極的にやる。総合飲料グループ戦略を

実現し，実質的に強くなれる M&A は実行する。

特にアジアはオセアニアと比べて遅れている。

国内の飲料でも違った面でオプションがある”

と述べている。 

(4) アサヒビールのケース 

キリンビールのアジアおける行動の大きさを

見るために海外売上高の推移を整理する。 

[表 2](9) 
売上高 2007年 2008年 2009年 

[A]ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ(億円) 544 411 767 

[B]上記 A以外(億円) 16 22 18 

[C]全地域(億円) 11,461 14,627 14,725 

[D=A/C]構成比率(%) 4.7 2.8 5.2 

[E=A/B]構成比率(倍) 34.0 18.7 42.6 

[F]ｵｾｱﾆｱ(億円)(10) 0 0 466 

[G=A-F]ｱｼﾞｱ(億円) 544 411 301 

[F=G/A](%) 100.0 100.0 39.2 

C の前年度比推移(%) - +27.6 +0.7 

F の前年度比推移(%) - - -(11) 

G の前年度比推移(%) - -24.4 -26.8 

[A]はアジア・オセアニア地域の売上高の推移

を示している。[B]は海外売上高の内，アジア・

オセアニア地域以外の地域の推移を示している。

[C]は日本を含めたすべての地域の推移を示し

ている。[D]は全地域に占めるアジア・オセアニ

ア地域の売上高の推移を示している。[E]はアジ

ア・オセアニア地域以外の売上高を基準とした

際のアジア・オセアニア地域の割合を示したも

のである。[F]はアジア・オセアニア地域の売上

高のうち，オセアニア地域のみの売上高を推定

したものである。 

[D]からより全売上高の約 4.2%(12)をアジア・

オセアニア地域が占めている点，そして[E]から

はアジア・オセアニア地域で他の海外地域の約

30.6倍(13)の売り上げがあることから，海外では

主としてアジア・オセアニア地域で活動してい

ることを読みとることが出来る。 

つぎに，[C]の前年度比推移から 2009 年には

全地域の売上が減少しなかったが，[G]の前年度

比推移からは減少幅が連続して大きい。アジア

地域では成長の要因の存在をみることが出来な

いとひとまずは述べることが出来る。しかしな

がら 2009年 4月にアサヒビールはキャドバリー

グループが所有するシェウェップスの関連事業

（オーストラリア）すべてを買収し(14)，その結

果が 2009 年度のオセアニア地域の数値に表れ

ているとすれば，アサヒビールが 2009 年 12 月

に Anheuser-BuchInBev から取得した青島ビー

ルの株式(15)の効果は 2010 年の財務データの公

表を待つ必要がある。 

(5) キリンビールとアサヒビールの比較 

キリンビールとアサヒビールの財務データを

比較する中から両者の特徴を整理する。 

アジア・オセアニア地域の売上高としてみる

と，キリンビールとアサヒビールの格差が大き

い（図 1）。一方，アジア地域のみに限定すると，

アサヒビールの方が上回っているものの，拮抗

する傾向になりつつある（図 2）。アジア地域と

オセアニア地域の売上高の地域別割合を比べる

と，キリンビールはほぼオセアニア地域にシフ

トしており，アサヒビールはほぼ均衡状況とい

える（図 3）。 

つまり，アジア・オセアニア地域（広域でみ

たアジア）ではキリンビールがアサヒビールよ

り 6.4 倍(16)の売上高の大きさを示している点，

アジア地域のみ（狭域でみたアジア）では逆転

し，アサヒビールがキリンビールより 1.7倍(17)

の売上高の大きさを示している点から，キリン

ビールは広域でみたアジアを戦略対象にしてい

る一方で，アサヒビールは狭域でみたアジアを

戦略対象としていると読みとることができる。

しかしながら，アジア地域におけるアサヒビー

ルとキリンビールの売上高の格差は年ごとに縮

まっている点，アサヒビールがオセアニア地域

に重点を置き始めていることから，戦略対象の

変化が表れていることを読みとることができる。 
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[図 1]ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ地域の売上高比較（億円） 
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[図 2]ｱｼﾞｱ地域の売上高比較（億円） 
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[図 3]ｱｼﾞｱ地域とｵｾｱﾆｱ地域の割合(2009 年，

億円) 
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(6) 日本国内ビールメーカーの取り組み 

キリンビールは 2005 年 1 月に設立した麒麟

（中国）投資有限公司を核として 2006 年 12 月

にグループ傘下においたメルシャンを主とする

ワイン事業を中国で展開している。アサヒビー

ルは 2008年 2月に丸紅と富豪酒業有限公司とで

合弁会社である江蘇聖果葡萄酒業有限公司（18）

を設立し，原料を輸入し，ワインの生産，ビン

詰，販売を展開している(19)。サントリーは，2009

年 12 月に ASC Fine Wines Holding Ltd.の 80%

の株式を国分と共同出資という形で買収した

（20）。ASCの公表によれば，買収前の ASC上級管

理者はそのまま買収後も同じ職級で残り，従来

のワインだけでなくサントリーの高級ウィスキ

ーとメロンリキュール「MIDORI」も取り扱うと

している(21)。 

ワインの製造工程には 4 つの工程(22)があり，

国産ぶどうの生産から始めるかによって，(A)

国産ワイン（海外から仕入れた原液を醸造した

もの），(B)国産プレミアムワイン（国産ぶどう

から醸造したもの），(C)輸入ワインに分類でき

る。一般的には(A)と(B)は製造日数を必要とす

るため，大きな需要が見込まれる際には(C)に頼

らざるを得ない。 

キリンビールは現在公表されている資料にお

いてはメルシャンを主とするワイン事業である

から，キリンビールの主たるワインは(C)のタイ

プに分類できる。アサヒビールは江蘇聖果葡萄

酒業有限公司を主とするワイン事業であるから

中国向けにシフトした(A)のタイプに分類でき

る。サントリーは ASC を主とするワイン事業で

あるから(C)のタイプに分類できる。 

先に確認した財務動向を鑑みるに，キリンビ

ールは狭域としてのアジアに不安定の要因があ

るとしても，飲料グループでの安定的な成長を

戦略の中心としているとするならば，ワイン事

業だけに特化した策を打ち出すとは現時点では

考えにくい。また，アサヒビールはオセアニア

地域を視野に入れ始めたとはいえ，アジア地域

での売上高の減少は著しく，その減少を止める

策の一つとして，現地生産によるワイン事業の

展開を積極的に取り組む可能性がある。 

サントリーについては ASC の結果がまだ財務

データに反映されていないため，現時点での判

断は難しいものの，サントリー自身も力を入れ

ているワイン輸入業だけでない ASC のサービス

である“ワイン知識の教育”を含めたブランド

を積極的に活用する可能性があるといえる。 

(7) 今後の課題 

中国の WTO 加盟によって関税が 120%から 48%

まで引き下げられた環境が，中国における輸入

ワイン業（キリンビール・サントリー）と製造

ワイン業（アサヒビール）との戦略にどのよう

に作用するかについては今後の動向を観察した

い。 
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(1)http://www.iwsr.co.uk/PDF/IWSRDrinksReco

rd-June2009.pdf 
(2)http://www.recordchina.co.jp/group.php?g

roupid=27666 
(3)http://www.chinasupercity.com/news/view_

news.php?news_id=7380（SUPERCITY CHINAビ

ジネス 2009.11月号） 
(4)2007年度短信

(http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/

library/settlement/pdf/07.pdf) 

2008年度短信

(http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/

library/settlement/pdf/08.pdf) 

2009年度短信

(http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/

library/settlement/new.zip)より作成 
(5)各年度の短信における主な連結会社別損益よ

り推定したものであり，短信では明記されて

いない 
(6)3年間のｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ地域の売上 

/3 年間の全地域の売上

=(2,127+4,418+4,474) 

 /(18,011+23,035+22,784) 
(7)3年間のｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ地域の売上 

/3 年間のｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ地域以外の売上

=(2,127+4,418+4,474)/(651+1,072+951) 
(8)2009年度短信

(http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/

library/settlement/new.zip) 
(9)2007年度短信補足

(http://www.asahibeer.co.jp/ir/pdf/kess

an/19/0205_h.pdf) 

2008年度短信補足

(http://www.asahibeer.co.jp/ir/pdf/kess

an/20/0205_h.pdf) 

2009年度短信補足

(http://www.asahibeer.co.jp/ir/pdf/kess

an/100208/2009_all.pdf)より作成 
(10)各年度の短信補足における売上状況より推

定したものであり，短信では明記されていな

い 
(11)ｵｾｱﾆｱ地域は 2008年 4月以降からの本格稼働

であるため，前年度比は表示していない。 
(12)3年間のｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ地域の売上 

/3 年間の全地域の売上

=(544+411+767)/(11,461+14,627+14,725) 
(13)3年間のｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ地域の売上 

/3 年間のｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ地域以外の売上

=(544+411+767)/(16+22+18) 
(14)http://www.asahibeer.co.jp/ir/09pdf/090

403.pdf 
(15)http://www.asahibeer.co.jp/ir/09pdf/090

                                            

123.pdf 
(16)3年間のｷﾘﾝﾋﾞｰﾙのｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ地域の売上 

/3年間のｱｻﾋﾋﾞｰﾙのｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ地域の売上

=(2,127+4,418+4,474)/(544+411+767) 
(17)3年間のｱｻﾋﾋﾞｰﾙのｱｼﾞｱ地域の売上 

/3年間のｷﾘﾝﾋﾞｰﾙのｱｼﾞｱ地域の売上

=(544+411+301)/(225+258+248) 
(18)www.marubeni.co.jp/dbps_data/_material_

/maruco_jp/090916a.pdf(合資比率はアサヒ

ビール：30%，丸紅：30%，富豪酒業有限公司：

40%) 
(19)同前掲(18) 
(20)http://www.suntory.co.jp/news/2009/1061

9.html（合資比率はサントリー：70%，国分：

10%，AS：C20%） 
(21)http://www.asc-wines.com/pressroom/asc/

index.html 
(22)①原料生産，②搾汁（破砕），③発酵，④貯

蔵（詳細は下記 URLを参照） 

http://www.asahibeer.co.jp/enjoy/wine/k

now/wine/subwin_flow.html 

http://www.sapporobeer.jp/wine/winemaki

ng/winery/red/index.html 
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Ａ２０３ 

中国における日本企業の市場開拓戦略 

○唐恵秋(亜細亜大学) 

 

1. はじめに 

世界経済が低迷する中で、日本の内需が大きく減退していることである。しかも尐子・高齢化が

確実に進展する日本では内需の拡大には限界がある。これから日本企業は成長していくために、日

本を含めたアジア市場全体を視野に入れて考えなければならない。このアジアの中でも中国の GDP

成長率は際立っていて、2009 年には 8.7％の成長率を達成している。中国市場の中で如何に発展し

ていけるのかを熟慮することは、日本の企業の将来像を描くプロセスにほかならない。21世紀の経

済成長の源泉は、巨大人口を抱えたアジア地域が担うことは違いない。中国市場での成功経験が、

次の成長市場での戦略の基礎を提供する。 

しかし、中国は日本との違いが際立つ市場である。中国がもともと多様な文化や言語体系を持つ

多元社会であり、地域格差、経済格差もかなり激しいので、顧客の関心は地域の文化的特徴、消費

行動などの諸条件に適した商品を求めるようになった。 

中国市場開拓の戦略行動を考案する場合、顧客の視点に立ち、顧客の消費行動をめぐる諸要因を

理解した上で、市場参入様式や商品の開発から販売までの一連の商品戦略を決めなければならない。 

 

2. 研究目的 

①中国市場の潜在力を評価して、グローバル市場の中で中国の位置付けを明らかにし、中国市場で

日本企業のプレゼンスを分析する。 

②中国における日本企業の進出形態の影響要因を解明する。進出形態を独資と戦略的提携（資本提

携以外の提携も含む）に区別する。 

③商品戦略面については、マーケティングマネジメントのプロセスである STP 及び 4P戦略に基づ

いて分析し、中国の顧客の心を掴む商品戦略を探索する。 

 

3. 研究枠組み 

本研究の研究枠組みは五つのステップから構成される。まずは市場としての位置付けである。こ

こでの市場とは、グローバル市場の中での中国の位置付けと中国市場の中での日本企業の位置付け

を意味する。ステップ 2は進出形態の選定である。進出形態に影響する要因を現地での経営資源の

有無、経営ノウハウの流出リスク、技術の流出リスク、利益の確保、良いパートナーの有無、事業

撤退時の難易を取り上げる。ステップ 3とステップ 4では、マーケティングプロセスである STP戦

略と 4P 戦略を使って、分析していく。ステップ 5 では、中国の顧客の商品に対する認知度及びマ

ーケットシェアを市場開拓の成果として取り上げる。 
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図１ 研究枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

4. 研究方法 

2009 年 10月に「中国進出企業一覧」（蒼蒼社）から中国にビジネス拠点を持っている日本企業の

本社 1083社を対象として「中国での市場開拓とブランディング戦略に関するアンケート」調査を

実施した。有効回答社数は 105社で回収率 9.6％であった。アンケートの質問項目を「中国事業戦

略」、「中国での市場開拓」、「中国でのブランディング戦略」、「成果指標」に区分する。成果指標を

「主力商品分野で、中国の顧客からの商品に対する認知度」と「マーケットシェア」を取り上げ、

市場開拓の成果を検証する。 

 

5. 実証結果 

①市場での位置付け 

グローバル市場の中での中国の位置付け 

今まで多くの日本企業が生産コストの削減目的のため、中国に生産拠点を移管してきた。WTO 加

盟による中国市場開放で、日本企業を含む外資系企業は中国での販売を目的としている。今回のア

ンケート調査では、日本企業のアジア地域で最も重視している生産・販売拠点は中国であるという

結果が出た。生産拠点として、中国を選択した日本企業は 83.9％で、販売拠点として、中国を選択

した日本企業は 82.6％）であった。市場規模の成長性から見ても、中国は魅力的な市場である。3

年後、中国における主力事業分野が属する業界の市場規模は 1.853 倍になる（日本の同数値は 1.039

倍）。 

中国市場の中での日本企業の位置付け 

「主力商品の認知度」と「マーケットシェア」の視点から、中国市場の中での日本企業の位置付

けを見てみよう。主力商品の認知度について、認知度が一番高いのは中国企業で、2位は他の日本

企業で、3 位はアンケートに回答した日本企業であった。 

中国全域で主力商品分野でマーケットシェア 1位の企業は中国企業（40.9％）で、他の日本企業

とアンケートに回答した日本企業のパーセンテージを合わせて、日本企業は 2位になった（26.1％）。 

「主力商品の認知度」と「マーケットシェア」から見ると、中国市場で日本企業のパフォーマンス

②進出形 

 態の選定 

⑤市場開拓

の成果 

①市場で 

 の位置付

け 

④４Ｐ戦略 

③ＳＴＰ 

戦略 

 



 

27 

 

が比較的に高いが、現地の中国企業にはまだ勝っていない。 

 

②進出形態の選定 

独資で中国に進出する理由の 1位は自社の技術の流出を防止できることである。今回のアンケー

ト調査では、中国市場での日本企業の最も大きな強みは「独自の技術」（50.0％）と認識している

企業が過半数にのぼる。肝心な技術を競合他社に真似されないため、独資で中国進出するを選択し

た日本企業が多い。 

 なお、中国側ビジネスパートナーとの提携成果について、中国でのビジネスパートナーと提携す

ることで、メリットを感じている度合いの平均値の 1位は中国企業（3.17）で、2位は他の日本企

業（2.96）で、3位は台湾企業（2.87）であった。また、日中合弁会社を持っている場合、中国側

が営業の責任者（部長職）となっているほうが、主力地域のマーケットシェアが高い（有意水準 10％）。

つまり、中国市場で販売するために、現地の市場、顧客ニーズに関する情報をよく把握している中

国側パートナーに任せると、市場開拓の成果が高くなるという傾向がある。 

 

③STP 戦略 

セグメンテーションについて、最も多くの日本企業は中国の顧客を地域別で細分化している。中

国は広いので、地域による経済格差や文化・嗜好の違いを考慮に入れ、進出地域によって異なるタ

ーゲット決定を行うべきである。また、現在、中国市場で日本企業がどの程度のマーケットシェア

を獲得しているかを見ると、中国全域で 1位の割合は 10.１％、3位以内では 20.3％となっている。

主力地域に限定してみると、1位の割合は 21.5％、3位以内では 40％となり、日本企業は地域を絞

り込んで健闘していることが分かる。 

市場を細分化したら、次は自社が最も力を発揮でき競争を優位に展開できる市場にターゲットを

定めるプロセスに移る。ここでは、日本企業の中国市場に導入したグローバル・ブランド及びロー

カルブタンドの主力商品の価格帯について伺いだ。結局、グローバル・ブランドのターゲットは高・

超高所得層に集中し、ローカル・ブランドのターゲットは中間・低所得層に集中している。 

ポジショニングについて、日本企業の中国市場でのポジショニングの軸を「価格」要因と「ブラ

ンド」要因に設定した。このポジショニングマップから、日本企業は高価格でグローバル・ブラン

ドのポジションに位置付け、中国での最大のライバル、中国企業と競争していることが分かった。 

図 2 

              

 低価格 高価格 

ローカルブランド 

グローバルブランド 

日本企業 

中国企業 
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④4P戦略と市場開拓の成果 

中国の顧客の商品に対する嗜好性が日本の顧客と異なると認識する企業が 83.7％もありながら、

中国市場へ提供している主力商品は日本企業と全く同じである企業が 45.8％もあることは問題で

ある。中国市場のニーズに応えた商品を提供するためには、中国現地での技術開発が重要である。

そこで、中国での売上高研究開発費比率を見ると、この比率が高いほど商品の認知度が高くなるこ

とが判明した（相関は 0.228）。 

しかし、商品がいくら良くても、顧客に上手に情報発信していかないと認知度も上がらない。こ

の点で日本企業には問題がある。広告宣伝費が最も意識している競合企業と比べて、「かなり低い」

（54.5％）、「やや低い」（33.3％）がかなり多く、「やや高い」（12.1％）は尐なく、「かなり高い」

は 0％である。だ、この比率が高いほど認知度が高くなり、広告宣伝の重要性が伺える（相関は0.234）。 

なお、中国市場で貴社の商品のブランドイメージを向上させるために、どのような対策を重視さ

れていますかについて伺うと、1位は品質の向上で 2位は販売網の整備・強化、3位はターゲット

とする顧客層に応じた価格の設定であった。つまり、日本企業は商品の品質を重視する以外に、流

通チャネルと価格にも十分に力をいれているようである。 

  

6. むすび 

「物作り」は大切であり、製造技術で優位を確立できなければ、日本企業は生き残れない。しか

し、中国市場で成功するためには、それだけでは利益をあげる経営は実現できない。物作りプラス

商品戦略の構築が必要な経営の条件である。 
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 日本貿易振興機構(ジェトロ)海外調査部,「海外調査部の在アジア日系企業の経営実態―中

国・香港・台湾・韓国編－（2007年調査）」，日本貿易振興機構，2008年 4月． 

 21世紀中国総研編,『中国進出企業一覧 上場企業篇 2007－2008 年版』，蒼蒼社，2007年 3

月 3日． 

 竹田志郎，『日本企業のグローバル市場開発』，中央経済社，2005 年 1月． 

 山下裕子・一橋 BIC プロジェクトチーム，『ブランディング・イン・チャイナ』，東洋経済新報
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Ａ３０１ 

報告題目：人民元国際化とアジアにおける通貨協力 

報告者名：○赤羽 裕（みずほコーポレート銀行） 

 

本報告では、2005 年 7 月の人民元制度改革以降、着実に進められている人民元の国際化の動きを検

証するとともに、その問題点の検討と対策としてアジアにおけるバスケット通貨（ACU＝Asian 

Currency Unit）に関する考察を行ったものである。 

  

2005 年 7 月 21 日の人民元制度改革は、「ドルペッグ制から、市場需給に基づき、通貨バスケットを

参考にする管理変動相場制への移行」、「対ドルレート２％切り上げ『１ドル＝8.11 元』での新制度スタ

ート」、「１日あたりの対ドルの変動幅を上下 0.3％（現在は 0.5％）とする」を主要な内容とするもので

あった。その後は、マーケットの期待よりはスピードは緩やかなものであったものの、2008 年 9 月に

は「１ドル＝6.8009 元（2008 年 9 月 23 日基準値）」を付け、着実に元高は進んだ。しかし、その同じ

月のリーマンショックを契機に世界経済・金融の状況は大きく変化した。中国は落ち込んだ自国の輸出

回復の狙いもあり、2008 年夏以降は１ドル＝6.80 元程度で安定させている。為替相場を安定させる一

方で、国際金融市場における人民元のステイタスを高め、国際化を進めるべく諸施策を打ち出した。 

 国際化へのアプローチの中で、世界の注目を受けたのは 2009 年 4 月のロンドンでの G20 の直前に発

表された、周小川人民銀行総裁による‘‘Reform the International Monetary System’’（中国人民銀

行のウェブサイトに掲載）と題する論文である。IMF 制度のうち、SDR 拡充・機能強化や IMF 出資比率

見直しにつき提言しており、現在の国際通貨体制、すなわちドル基軸通貨体制の限界を指摘したもので

あった。具体的な諸施策のうち、主要なものは以下のとおり。2008 年 12 月の国務院常務会で、周辺国

との国境貿易において人民元建て決済の試行を決定した。実務的には、2009 年 7 月に上海、広州、深

センなど中国本土の一部都市と、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）、香港、マカオとの貿易取引につ

いて、元建てでの決済を試験的に解禁した。この動きと並行して進んだのが、中国人民銀行と韓国・香

港・マレーシア・ベラルーシ・インドネシア・アルゼンチンの中央銀行または通貨当局との間での通貨

スワップ協定である。こうした動きは、中国外への人民元流出を許容することとなる。これに呼応して

海外での人民元の運用の受け皿となりうるものとして注目されるのが、2009 年 9 月に開始された香港

での人民元建て国債の販売である。中国本土で発行される国債よりも高い利率を設定するなど、運用対

象として人民元の国際化の役割を担うことを期待していると考えられる。こうした動きからアジアの

「人民元圏化」が進むとの意見も見られるようになった。しかし、それが急激に進む可能性は低いと考

えられる。 

 2001 年の WTO 加盟、2005 年 7 月の人民元制度改革開始、2008 年の北京オリンピック・本年 2010

年の上海万博開催による経済開発進行など、中国は世界経済におけるステイタスを確実に高めてきたの

は間違いなく、本年にはいよいよ GDP で日本を抜き、アメリカに次ぐ世界第 2 位になることが確実視

されている。一方で、国内の沿岸部と内陸部の経済格差、それに伴う一人当たり GDP の地域間格差、

都市部を中心とするバブル懸念など、国内経済運営を進めていく上での数々の課題を抱えているのも事

実である。合わせて、リーマンショック以降に急減した輸出の復活のために、人民元相場の安定推移に

も目を配り、必要な為替介入も行っている状況で、人民元の国際化に必要となるであろう通貨交換性の
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弾力化を進めるのには慎重になると考えられる。1997 年にタイから始まったいわゆる「アジア通貨危

機」の際に、人民元は海外からの投機の対象となり売り込まれることはなかった背景には、為替規制が

存在しており、海外投機家が事前に通貨として買い進むことが困難であったことが理由にある。人民元

の国際化を進めるために、通貨の交換性を弾力化することのメリットとデメリットを比較した場合、国

内経済の安定成長を継続させることを重視すれば、リスク面の検討を十分に行う必要がある。従って、

「人民元の国際化」を志向するとしても、そのスピードは緩やかになると考える。制度改革（2005 年 7

月）以降リーマンショック前までの人民元の対ドル元高方向への変化スピードもあくまで中国自身が許

容できる範囲で進められてきたと言える。為替介入により人民元相場を管理してきた中国にとって、貿

易により海外で保有される人民元の金額が増加することの影響を十分検討する必要がある。そのために

人民元建て貿易取引は試験的、かつ地域限定などその資金フローが捕捉できる形式で開始されたと考え

られる。 

 今後、人民元の国際化は慎重に進められると予想するものの、リーマンショック以降の世界経済の大

きな変化、中国・アジア地域の経済成長・シェア上昇を考えると、域内の通貨協力を進めていくべきも

のと考える。アジア通貨危機以降、域内の金融協力は ASEAN＋３の財務大臣会合を毎年行うなどして

「チェンマイイニシアティブ」や「アジア債券市場育成イニシアティブ」など具体的な成果を挙げてき

た。通貨に関しては、2006 年に上述の財務大臣会合において「地域通貨単位構築の手順の研究」レベ

ルに合意したに留まっている。2009 年がリーマンショックの影響からの脱出を欧・米・アジアとも政

府・中央銀行を中心とする大規模な資金供給により取り組んだ年と考えれば、2010 年からは経済的な

本格回復を目指すとともに、G20 と G７との関係や金融機関への規制検討など、国際経済・金融の新た

な枠組みや制度を本格的に検討する時期のスタートと考えられる。域内の通貨協力も、その重要な分野

の一つである。今後アジアにおいては、域内分業の更なる発展、ASEAN を中心とする FTA 網の整備、

社会基盤となるインフラ整備などを進めていく。域内貿易やインフラ整備資金が、これまでと同様に域

外通貨である米ドル建てで行われることについても、見直しが必要となるであろう。 

 域内取引の建値を米ドルからシフトする際に、ヨーロッパにおける「ユーロ」の前身である「ECU＝

European Currency Unit」のアジア版として ACU の創出・利用という考え方がある。ACU につい

ては、2006 年に ADB（アジア開発銀行）が「域内各国の通貨を加重平均した数値を随時算出、公表す

る」方向性を打ち出したものの、実現には至っていない。日本国内では、経済産業研究所と一橋大学グ

ローバル COE の共同でアジア通貨単位（AMU＝Asian Monetary Unit）および域内通貨と AMU との

乖離指標が日次で公表されている。ADB など地域ベースでの公表が実現しないのは、各通貨シェア決

定に関する合意醸成が難しいという側面がある。この点については、2009 年 5 月のチェンマイイニシ

アティブのマルチ化において、日中間のシェア調整を香港も含めて決着させた実績もあり、今後の検討

の「たたき台」はできたと考えられる。 

 まとめとして、具体的な ACU 創出の手順のイメージを示せば、「①AMF（＝Asian Monetary Fund）

など ACU を創出する公的機関の設立、②民間 ACU 決済システムの構築、③為替リスクヘッジ手段の

確保」となる。この中で、ECU の経験も踏まえ、人民元など各国通貨の為替・資本規制はある程度許

容しつつ、対 ACU には特例措置を認めるなどの工夫を行えば、中国を始めとする各国国内経済運営を

優先させつつ、域内取引の米ドルから域内のバスケット通貨である ACU へのシフトが実現可能と考え

る。 

なお、本報告の内容・見解は個人的であり、みずほコーポレート銀行、その他いかなる組織とも無関

係である。 
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A302 

MBA的新香港論 
大山宜男（亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科博士前期課程） 

地図上の中国と中国人の地域は同じではありません。華僑・華人が活動する海外の華人

域、Offshore China（「海の中国」）は西欧１ケ国分ほどの人口・経済規模があり、鄧小平

による改革開放の本質は「海の中国」の資本蓄積を中国の経済発展に取り込むことでした。

香港は「海の中国」と中国の結節点として機能し今後もその価値を高めて行くと思われま

す。本発表では財市場と資本市場の両面から香港の本質がオフショア性にあることを明ら

かにします。 最後に MBA として中国ビジネスに取り組む日本企業に対して、中国企業や

担当者を「海型」か「陸型」かという視点から分析することで香港を利用した経営戦略・

事業戦略を練る方途を探ることにします。 
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基調講演 

南アジア社会の発展と日本の役割―駐スリランカ大使の経験から― 

新田勇氏（日本スリランカ協会会長、株式会社東芝社友） 

1934 年、東京生まれ。1957 年、東京大学法学部卒業。同年警察庁入庁。大蔵省主計局、駐アメリカ

合衆国日本国大使館一等書記官、富山県警察本部長、防衛庁長官官房審議官、警察庁保安部長、警察庁

官房長、警察庁警備局長、大阪府警察本部長、特命全権大使（スリランカ国駐在、1989 年～1992 年）、

日印経済委員会常設委員会委員長、株式会社東芝専務取締役を経て、日本スリランカ協会会長、一般社

団法人新型インフルエンザ対策協議会理事長、その他多数の社会活動団体役員を兼務。平成 21 年度春

の变勲受賞。 
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特別講演 

動き出したメコン地域における日本企業の展開について 

－カンボジア、ラオスを中心として－ 

高島大浩氏（独立行政法人日本貿易振興機構 総務部広報課長） 

1990 年学習院大学法学部卒業。同年日本貿易振興会入会。海外駐在経験は 1993 年よりナイジェリア・

ラゴス勤務（2 年半）、1996 年より英国・ロンドン勤務（3 年）、2004 年よりタイ・バンコク（3 年半）。

2008 年より現職。バンコクでは、タイ、カンボジア、ラオスへの日本企業の進出支援や現地産業界へ

の協力事業を所管。 



アジア・国際経営戦略学会第３回報告大会
２０１０年３月２７日２０１０年３月２７日

「動き出したメコン地域における
日本企業の展開に いて日本企業の展開について

～カンボジア・ラオスを中心として～」カンボジア ラオスを中心として 」

１ 動き出したメコン地域１．動き出したメコン地域

２．タイを中心とする日系企業の活動

３ カンボジア ラオスにおける日系企業の活動３．カンボジア、ラオスにおける日系企業の活動

４．メコン地域大のビジネスモデル創出に向けた可能
性と課題性と課題

高島大浩（前・ジェトロバンコク駐在）

１．動き出したメコン地域
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

「インドシナを『戦場』から『市場』へ」
ｰ地域和平のプロセスより発足した拡大メコン地域の概念

ADBによる拡大メコン地域（GMS）経済協力ADBによる拡大メコン地域（GMS）経済協力

プログラムの開始（1992年～）
交通 通信 エネルギ 人的資源 環境 貿易 投資 観光 農業－交通、通信、エネルギー、人的資源、環境、貿易、投資、観光、農業

ASEANの経済統合に向けた動きASEANの経済統合に向けた動き

―CLMV新規加盟国を含めた2015年AFTA完成
―経済格差の是正が共通課題経済格差の是正が共通課題

中国西南地域の開発と周辺地域への影響
―市場と資源
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メコン地域が注目される要因
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

メコン地域概観
3億人の域内人口

突出するタイの経
タイ

カンボジ
ア

ラオス ミャンマー ベトナム 雲南省
広西チワ
ン自治区

人口（万人） 6 706 1 394 637 5 998 8 754 4 500 4 700

突出するタイの経

済力

日系企業は、タイ
人口（万人） 6,706 1,394 637 5,998 8,754 4,500 4,700

名目GDP（億ドル） 2,686 119 56 294 892

1人あたり名目
4 005 853 876 490 1 019 1 120 1 280

に集積

大国（中国、イン

ド）に挟まれた立地1人あたり名目
GDP（ドル）

4,005 853 876 490 1,019 1,120 1,280

正規ワーカー 月
額平均賃金（日系
企業実負担 米ド

489 60-70 70-80 45 131

ド）に挟まれた立地

企業実負担、米ド
ル）

489 60 70 70 80 45 131

日系企業数
6,000～

7,000
約45 約20 約60 約1,000

7,000

進出日系業種

製造・
サービス
など全業

種

商社（資
源・ODA)、
二輪、縫
製 製靴

商社（資
源・ODA)、
縫製、林

業

商社、縫
製

電気・電
子、輸送
機械、縫
製 商社

–〔資料〕“World Economic Outlook Database, April 2009”（IMF, 2009年4月）、「第18回ジェトロ投資
コスト比較調査」等から作成、09年の推計値を中心に引用

種 製、製靴 業 製、商社

メコン地域が注目される要因
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

インフラの整備を通じたビジネス環境改善の予見性

市場の 体化を後押しする物流網の整備市場の一体化を後押しする物流網の整備
－ほぼ整備された基幹４回廊－

－〔資料〕 ADB資料等より、ジェトロ「世界は今」作成
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メコン地域が注目される要因
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

2015年には10回廊が完成予定
－AFTAの完成と同時に物流網もさらに発達－

－〔資料〕 ADB資料等より、ジェトロ「世界は今」作成

メコン地域が注目される要因
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

労働力の供給とコスト
－「チャイナ・プラス・ワン」、タイ拠点の分散化ラ 」、 拠点 分散

95～99
100～

日本とベトナムの人口年齢分布比較単位：歳

70 74
75～79
80～84
85～89
90～94
95 99

50～54
55～59
60～64
65～69
70～74

ベトナム

25～29
30～34
35～39
40～44
45～49 ベトナム

日本

1 4
5～ 9

10～14
15～19
20～24
25 29

－〔資料〕 総務省統計局データ、国連データより作成

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

0
1～ 4 但し、日本は07年推計（総人口127.7百万人）、ベトナムは99

年センサス（総人口763百万人）

単位：千人
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メコン地域が注目される要因
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

市場としての成長期待

１人当たりGDPの推移推計 二輪車・四輪車の市場規模

単位：ドル

１人当たりGDPの推移推計

(2008/2013年） 二輪車（台） 四輪車（台）
人口

（万人）

二輪車 四輪車の市場規模

40 000
45,000
50,000

2008 2013 2007年 2008年 2007年 2008年 2009年

タイ 1,661,224 1,843,989 631,251 615,270 6,706

20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

カンボジア 106,349 17,300 1,394

ラオス 9,500 1,000 637

ASEAN Mekon
0

5,000
10,000
15,000

ミャンマー - - 2,600 5,998

ベトナム 2,868,984 2,546,451 80,392 110,186 8,754ASEAN 
10

Mekon
g 5

China India Japan

2008 2,548 1,687 3,180 1,043 37,941

2013 3,614 2,413 5,340 1,557 42,873

（出所）日本自動車工業会、ジェトロ収集現地統計等より作成

但し、カンボジア、ラオス、ミャンマーの四輪車統計は登録台数の増減数

人口はIMFより2009年の推計値

–〔資料〕“World Economic Outlook Database, October 2008 ”（IMF, 2008年10月）等から作成

–2008年/2013年は共に推計値

, , , , ,

メコン地域が注目される要因
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

交易条件の好転

通商措置 内容

自由貿易地域（ ）
CLMV後発加盟国は2015年までに

ASEAN自由貿易地域（AFTA）
CLMV後発加盟国は2015年までに
ほぼ全ての品目の関税が無税化

二カ国間の経済連携協定（EPA) 日タイ 日越は発効済み二カ国間の経済連携協定（EPA) 日タイ、日越は発効済み

ASEAN＋α FTA
日本（AJCEP)、中国、韓国は既に発
効済み効済み

特別特恵関税（LDC特恵措置）
カンボジア、ラオス、ミャンマーは適
用

投資保護 ミャンマー以外は適用
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２．タイを中心とする日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

バンコク日本人商工会議所会員数推移

タイは日本企業の一大集積拠点

製造業が全体の半数を占める日本の投資

年 社数 シェア
商業・貿易 216 16.60%
製造業 670 51.40%

現地製造 649 49 60%

製造業が全体の半数を占める日本の投資

現地製造 649 49.60%
金属 93 7.10%
自動車及び関連 184 14.10%
電気・機械 168 12.90%
繊維 41 3.10%
化学・窯業 80 6.10%
食品 40 3.10%
その他 40 3.10%
駐在員事務所 24 1.80%

土木・建設 69 5 30%土木・建設 69 5.30%
金融・保険証券 47 3.60%
航空・運輸 71 5.40%
旅行代理店 18 1.40%
ホテル・レストラン 54 4.10%

商工会議所非加盟の中小企業を含
めた在タイ日系企業数（推計）

出所：バンコク日本人商工会議所
広告・出版・書籍 24 1.80%
検査/不動産/百貨店・小売 27 2.10%
政府関係機関 9 0.70%
団体 4 0.30%
その他 94 7 20% めた在タイ日系企業数（推計）

合計6,500社以上出所：バンコク日本人商工会議所

その他 94 7.20%

合 計 1,303 100%

２．タイを中心とする日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

タイの投資受け入れは日本が最大
外国資本によるタイへの直接投資動向 07年はエコカー、バ外国資本によるタイ の直接投資動向 07年はエコカ 、バ

イオ燃料、発電などが
好調で増加。

EU ASEANなどか

（認可ベース、単位：百万バーツ）

2007 2008 2009

シェ シェ シェ EU、ASEANなどか
らの投資が増加し、日
本のシェアは相対減。

実額 シェ
ア％ 実額 シェ

ア％ 実額 シェ
ア％

全外国資本 505,612 100.0 351,142 100.0 142,077 100.0

日本 164 323 32 5 106 155 30 2 58 905 41 5
08年投資額は07年

の反動、及び金融危
機の影響、タイの内政

日本 164,323 32.5 106,155 30.2 58,905 41.5

ASEAN 50,086 9.9 50,047 14.4 18,227 12.8

中国 15,856 3.1 3,474 1.0 7,009 4.9

インド 7 398 1 5 9 592 2 7 3 680 2 6 機の影響、タイの内政
問題で大幅減。

09年も08年の流れ
を受け大幅減

インド 7,398 1.5 9,592 2.7 3,680 2.6

米国 101,107 20.0 8,698 2.5 25,591 18.0

豪州 1,557 0.3 3,195 0.9 676 0.5

EU 51 198 10 1 48 502 13 8 13 433 9 5 を受け大幅減。

今後の懸案は、マ
プタプット工業団地問

EU 51,198 10.1 48,502 13.8 13,433 9.5

英 26,433 5.2 9,004 2.6 1,943 1.4

独 4,470 0.9 2,265 0.6 1,071 0.8

蘭 題等の環境問題の顕
在化。

蘭 18,976 3.8 30,904 8.8 3,751 2.6

出所：タイ投資委員会 41



２．タイを中心とする日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

タイは「アジアのデトロイト」、主役は日系企業

タイでは2008年140万台弱の自動車生産（但し、09年は100万台弱）

90%は日系ブランドの生産・販売シェア

ピ クア プトラ ク（商用車）がタイの生産の中心ピックアップトラック（商用車）がタイの生産の中心

TOYOTAのIMVプロジェクト
（IMVは「イノベーティブ・インターナショナル・マルチパーパス・ビークル」の略で、直訳すれば「革
新的国際多目的車」）

国名 拠点 生産車種 生産開始 輸出先

ピックアップトラック
(ハイラックスVIGO)

2004年8月

タイ
Toyota Motor Thailand

《トヨタIMVシリーズの主な生産拠点》

アジア、欧州、

等スポーツ・ユーティリ

ティ・ビークル
2005年

PT.Toyota Motor

Manufacturing

Indonesia

ミニバン

タイ
Co.,Ltd.

アジア、中近東インドネシア 2004年9月

オセアニア　等

ピックアップトラック

スポーツ・ユーティリ

ティ・ビークル

ピックアップトラック

ポ テ リ
Toyota Argentina S.A. 2005年

南アフリカ
Toyota South Africa

Motors(Pty.)Ltd
2005年

欧州、アフリカ

等

中南米
アルゼンチ

ン スポーツ・ユーティリ

ティ・ビークル

Toyota Argentina S.A. 2005年 中南米

　

　（出所）トヨタ自動車プレスリリース

ン

２．タイを中心とする日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

タイの自動車産業を支えるアジア有数の裾野産業

（部品・加工・素材）集積（部品 加工 素材）集積

自動車 社
自動車組立メーカー
（自動車16社,

オートバイ5社） 外国資本/

JV.

第1段階の
裾野産業 外資マジョリティ = 287 社

タイマジョリティ = 68 社
タイ100％ 354 社

第2,3段階の 中小企業
中心

(709社) タイ100％ = 354 社

第 , 階
裾野産業

中心
ローカル部品メーカー

出所：タイ自動車インスティテュート（ＴＡＩ）より作成 42



２．タイを中心とする日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

成長著しいタイの自動車産業（ASEANのデトロイト）

出所：タイ自動車インスティテュート（ＴＡＩ）より作成、
但し国内販売向けは卸売り数値であり、必ずしも
生産額＝国内販売向＋輸出ではない

２．タイを中心とする日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

在タイ日系企業の景気動向(業況感回復期待)
今回の調査

答数業 種

–盤谷日本人商工会議所(JCC)

–2009年春期景気動向調査
(09年7月30 発表)

実績 見通し
09上 09下 10上

食料品 33 17 42 13
製 繊維 ▲ 40 56 19 16

回答数業　種

(09年7月30日発表)

– 09年上期実績 DI「▲53」

– 09年下期見通し DI「45」

化学 ▲ 32 72 50 28

鉄鋼・非鉄 ▲ 88 79 55 34
造 一般機械 ▲ 57 28 28 14

電気・電子機械 ▲ 35 48 21 52 年下期見通し 」

– 10年上期見通し DI「40」

○調査期間 09年11月3日～12月4日

電気 電子機械

輸送用機械 ▲ 88 79 63 52
業 その他 ▲ 68 42 29 43

製造業全体 ▲ 57 58 40 252

非 商社 ▲ 43 61 49 41 ○調査期間 09年11月3日～12月4日

○調査票発送数 JCC会員1,296社

○回答企業数 395社

非 商社 ▲ 43 61 49 41

小売 9 42 54 13
製 金融・保険・証券 ▲ 47 0 46 15

建設・土木 ▲ 67 ▲ 45 17 24
造 運輸・通信 ▲ 53 38 47 21 ○回答企業数 395社

○回収率 30.5％
※会員企業向け年2回 実施

造 運輸・通信 ▲ 53 38 47 21

その他 ▲ 56 10 35 29
業 非製造業全体 ▲ 47 21 40 143

　　全　　　体 ▲ 53 45 40 395

（注）DI(Diffusion Index）

「業況が上向いた」企業の割合から－「悪化した」企業の割合を差し引き。43



３．カンボジア、ラオスにおける日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

南部回廊は域内主要3拠点を横断
バンコク＝ホーチミン間による陸路物流活発化とカンボジアへの

経済波及効果の期待経済波及効果の期待

海路インドへの連接が次なるテーマ

Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved.
－〔資料〕 各種資料より、ジェトロ「世界は今」作成

３．カンボジア、ラオスにおける日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

地域全体への波及が期待される
ベトナム南部港湾開発

サイゴン港のキャパシティ拡大
（２万トン級コンテナ船）のため、カイ
メップ チ バイ川流域で港湾開発メップ・チーバイ川流域で港湾開発
が進展（８万トン級）。

ベトナムの物流事情の好転のみ
ならずメコン地域、特にカンボジアへ
の経済波及効果ありの経済波及効果あり。

－〔資料〕 各種資料より、ジェトロ「世界は今」作成
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３．カンボジア、ラオスにおける日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

国境、港湾、都市部に設置される工業団地（１）

カンボジアにおける工業団地・SEZ開発（21SEZ構想）カンボジアにおける工業団地・SEZ開発（21SEZ構想）

（代表例）

・プノンペンSEZ 
(360ha)日系開発

・マンハッタンSEZ（ベ
トナム国境バベット）

・シアヌークビル・
ポートSEZ（港湾隣接、
円借款で開発）

なお、シアヌークビル
SEZは中国が開発

–〔資料〕カンボジア開発評議会資料より

中国 開発

３．カンボジア、ラオスにおける日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

ラオスでは ビエンチャン サワンナケットが開発の中心

国境、港湾、都市部に設置される工業団地（２）

ラオスでは、ビエンチャン、サワンナケットが開発の中心

サワン・セノ経済特区
・サイトA: 商業地域 (305ha) 

物流拠点・サイトB: 物流拠点 (20ha) 
・サイトC: 工業用地 (211ha）ビエンチャン輸出加工区開

発計画

ビエンチャン物流センター
開発計画

–〔資料〕ラオス計画投資省資料より45



３．カンボジア、ラオスにおける日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

政治的には安定、インドシナ戦争・内戦に
翻弄され経済発展に遅れ翻弄され経済発展に遅れ

ラオス カンボジア

政治体制 人民民主共和制（共産国家） 立憲君主制政治体制 人民民主共和制（共産国家） 立憲君主制

独立 1975年 1993年

政党 一党体制
複数政党制
（人民党の圧倒的過半）

政党 党体制
（人民党の圧倒的過半）

実質的な権力者 チェンマリー国家主席 フン・セン首相

現体制 2006年6月国民議会より
2008年9月より第四期フン・セン体制

現体制 2006年6月国民議会より
フンセンは93年より首相

期間 5年間 5年間

宗教 小乗仏教 小乗仏教宗教 小乗仏教 小乗仏教

民族 低地ラオ族（６０％） クメール族（９０％）

公用語 ラオ語 クメール語

外交関係 ベトナム 中国重視 （タイ） 米国 中国重視 （ベトナム）外交関係 ベトナム、中国重視、（タイ） 米国、中国重視、（ベトナム）

３．カンボジア、ラオスにおける日系企業の活動
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

軽工業、鉱物に依存する産業、資源の付加
価値化が課題価値化が課題

ラオス カンボジア

人口 637万人 1,394万人

1人当たりGDP 830ドル 740ドル1人当たりGDP 830ドル 740ドル

輸出額 925百万ドル（06年） 4,200百万ドル（07年）

主要輸出品目 金鉱石・鉱物、縫製品、電力 縫製品(70%強）、製靴、ゴム製品

主要輸出国 タイ、ベトナム、豪州 米国、香港、欧州

輸入額 916百万ドル（06年） 1,400百万ドル（07年）

主要輸入品目 石油製品 工業製品 原材料 生地 石油製品 工業製品主要輸入品目 石油製品、工業製品、原材料 生地、石油製品、工業製品

主要輸入国 タイ、ベトナム、中国、日本 香港、中国、タイ、台湾、ベトナム

進出日系企業 20社 45社
日系進出例 王子製紙（ユーカリ植林） ユニクロ（縫製委託生産）日系進出例 王子製紙（ユーカリ植林） ユニクロ（縫製委託生産）

山喜（ドレスシャツ縫製）
ホンダ、スズキ、ヤマハ
（二輪組立て・販売）

矢崎総業（ハーネス） 三井石油開発（石油・ガス生産）矢崎総業（ハーネス） 三井石油開発（石油・ガス生産）

L-JATS(空港運営） ゼファー（工業団地開発）
46



Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

４．メコン地域大のビジネスモデル創出に向けた

能性と課題

投資環境のメリット、デメリット

可能性と課題

投資環境のメリット、デメリット

メリット デメリット

タイ 産業集積、市場規模 人件費・人材、政治不安

カンボジア 特恵関税、人件費 電力、土地投機

ラオス 特恵関税、人件費、水・電力 物流、土地取引規制、人材

ミャンマー 特恵関税 人件費・人材 行政手続き 電力 通信 金融ミャンマ 特恵関税、人件費 人材 行政手続き、電力、通信、金融

ベトナム 市場の成長、人材 裾野産業、電力

人件費 工業団地 物流網 金融 行政手続き 裾野産業人件費 工業団地 物流網 金融 行政手続き 裾野産業

タイ △ ◎ ◎ ○ ○ ◎

カンボジア ○ △ △ ▲ ▲ ▲

ラオス ◎ ▲ △ ▲ ▲ ×

ミャンマー ◎ △ ▲ × ▲ ▲

ベトナム ○ ○ △ △ △ △ベトナム ○ ○ △ △ △ △

－〔資料〕 各種資料やヒアリングより筆者作成、投資環境の項目別評価は、◎○△▲×
の降順で定性的なあくまで今回の発表のための個人的な評価

４．メコン地域大のビジネスモデル創出に向けた

能性と課題
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

可能性と課題

（モデル１） 軽工業、労働集約的な産業のCLMへの移転（ デ ） 軽 業、労働集約的な産業 移転
タイ、ベトナムをマザー工場とした分工場進出若しくは中国からの移転
課題：人材、インフラ、物流・物流コスト、原料の調達

（ デ ） 自動車 電機電 産業を中心と た地域大 生産ネ（モデル２） 自動車・電機電子産業を中心とした地域大の生産ネット

ワーク・サプライチェーンの形成
課題：人材育成、裾野産業の育成、原材料の高付加価値化

（モデル３） 素材や部品をタイから供給した形での市場展開
課題：パートナー選定、価格競争

（モデル４） 農林業の資源の付加価値化
課題：土地確保、物流・物流コスト、コールドチェーン

ハードインフラと同時にソフトインフラの育成が地域大の課題ハ ドインフラと同時にソフトインフラの育成が地域大の課題
例えば、物流であれば国境円滑化（制度化と制度の運用）が不可欠
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＜ジェトロ発行、関連参考文献・資料＞
○ 「ASEAN物流ネットワークマップ」、2008年12月発行

「 ジ ド ド○ 「アジ研ワールドトレンド」2010年1月号メコン地域特集
○ 「ジェトロ・センサー」2009年5月、8月、10月の各号
○ 海外調査部アジア大洋州課、バンコクセンター作成資料
○ テレビ番組「世界は今 ⁷ JETRO Global Eye」

本日は、ご清聴頂き、有難うございました。

お気づきの点、ご意見・ご質問がありましたら
講演者までご連絡ください。

本資料の作成にはできる限り正確に記載するよう努力しておりますが、そ本資料の作成にはできる限り正確に記載するよう努力しておりますが、そ
の正確性を保証するものではありません。

また万一、不利益を被る事態が生じましても責任を負うことができません
のでご了承ください。のでご了承ください。

高島大浩 Tomohiro_Takashima@jetro.go.jp
Copyright ＠JETRO 2010（不許複製）
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特別講演 

インドビジネスの今後－今こそインド市場に向けて攻めるべき絶好の時－ 

西村幸浩氏（株式会社モナ代表取締役社長、一般社団法人横浜インドセンター理事） 

1965 年、横浜生まれ。1990 年、明治大学商学部卒業。同年株式会社ナイガイ入社。マーチャンダイ

ザーとして商品企画、仕入れを担当。1995 年、株式会社モナ入社。2003 年、日本アーユルヴェーダス

クール第 21 期専門家コース修了。2007 年、株式会社モナ代表取締役社長就任。アーユルヴェーダ健康

食品開発、インド経済状況等専門分野での講演、業界紙寄稿。株式会社健康総合研究所代表取締役、神

奈川県中小企業青年中央会会長、協同組合横浜マーチャンダイジングセンター社長会会長、一般社団法

人横浜インドセンター理事、横浜ムンバイ友好委員会理事。中小企業庁、神奈川県、横浜市などの中小

企業、インド、流通問題などの研究会において委員等を歴任。 



インドビジネスの今後 

今こそインド市場に向けて攻めるべき絶好の時 

 

株式会社モナ 代表取締役社長 

一般社団法人横浜インドセンター理事 

西村幸浩 

 

カレー、ターバン、サリー、カースト、タージマハール、ヨガ 

そしてＩＴ、バイオ、算数・・・インドでは何が待っている？ 

 

インドの魅力は？ 

 １２億の人口 

 経済成長 

 政治体制 

 英語 

 

なぜ盛り上がらないのか？  絶対的な情報量の不足 

語りたがらないインド通たち  一人では見聞しきれない・・・本、報道、間接的な情報の限界 

  インドの達人は多い   私だから話すことができることもあるだろう 

距離の壁  費用の壁（旅費、人件費、家賃）  

中国、アジアへの進出との比較   過去のパターンが通用しない国 

 

インド全体を一つとして捉えることの無理＝ ＥＵとの比較 ・・・広大な国土、人口、歴史、多様性の国   

面積 3,287,263 平方 km                    ＥＵの７６％ （日本の８．７倍）  

人口 約 12 億人（2001 年に 10 億 2702 万人 人口増加率 1.95％）ＥＵの２．４倍 （日本の９．４倍） 

２５州  21 の主要言語（及び８４４の方言）          ＥＵ ２７カ国 ２３言語 

 

インド市場＝経済指標では見誤る危険性が高い 

 ＧＮＩ ＝ 平均はあてにならない ＝ 頭割りすると理解不能（意外と高い賃金、中間層が少ない構造） 

 成長率 ＝ 農村部は昔のまま 都市部は急成長 

 １２億のインパクト ２億と３億とその下の購買層 

 明治維新から３種の神器と３Ｃ、バブルが同時に来た ・・・ 時系列ではなく 同一空間に存在する 

 モノをつくれば売れる時代 ＝ お店がやっていけるのが不思議 

 

インド市場への戦略 

 大都市圏だけでも大きな可能性 富裕層だけで２００万人（ムンバイ） 

 嗜好の変化（余裕が出てきた  豊かな生活から快適な生活へ） 

 良いモノだから高い ・・・ お金持ち向けの商売  日本のポジションは？  高級ブランド化できるか？ 

 中小企業こそ出るべき ・・・ インド進出へは支援や仕組みが必要  ヒント：東京のアンテナショップ 

 １００年に一度のチャンス到来 
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参考 インドデータ 

 

名目 GDP     12,175 億ドル  

（日本 49,093 億ドル 中国 43,262 億ドル 韓国 9291 億ドル 2008 年度） 

一人当たり GNI  1070 ドル 

（日本 38,210 ドル 中国 3,940 ドル 韓国 21,530 ドル 2008 年度） 

GDP 成長率    6.7％ 

（日本-1.2％ 中国 9.6％ 韓国 2.2％ 2008 年度） 

消費者物価上昇率 9.1％ 

（日本 1.4％ 中国 5.9％ 韓国 4.7％ 2008 年度）   

政策金利     4.75％ 

（日本 0.10％ 中国 5.31％ 韓国 3.75％ 2009 年 12 月） 

（外務省発表日本及び海外主要経済資料 2010 年 1 月 13 日付から） 

 

インドの都市（単位：千人） １０位まで３００万都市が並ぶ（２０位までは１００万都市がズラリ） 

1 ムンバイ      マハーラーシュトラ州    13,662 

2 デリー       デリー           11,954 

3 バンガロール    カルナータカ州        5,180 

4 コルカタ      西ベンガル州         5,021  

5 チェンナイ     タミル・ナードゥ州      4,562  

6 ハイデラバード   アーンドラ・プラデーシュ州 3,980  

7 アフマダーバード  グジャラート州       3,867  

8 プネー       マハーラーシュトラ州    3,230 

9 スーラト      グジャラート州       3,124 

10 カーンプル     ウッタル・プラデーシュ州   3,067 

 

１２億のうちの富裕層+中流の５億を狙う ４１％、 １２億のうちの富裕層２億を狙う １６％ 

   

インドの大都市だけでも巨大なマーケットになる 

1 ムンバイ    １３６６万 ４１％ ５６０万人 １６％ ２１８万人 

2 デリー     １１９５万 ４１％ ４８９万人 １６％ １９１万人 

3 バンガロール   ５１８万  ４１％ ２１２万人 １６％  ８２万人 

4 コルカタ     ５０２万  ４１％ ２０５万人 １６％  ８０万人 

5 チェンナイ    ４５６万 ４１％ １８６万人 １６％  ７２万人 

 

中国とほとんど変わらない、日系企業に勤める労働者の賃金 他のアジア諸国よりも高い 

 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（２００９年度調査） ２０１０年１月 

 日本貿易新興機構（ジェトロ）海外調査部 アジア大洋州課  

をぜひご覧ください   ホームページでＰＤＦのレポートを見ることができます 
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上海支部セミナー開催のお知らせ 

下記の通り、上海支部セミナーを開催いたしますので、ご案内申し上げます。参加ご希望の方は、席数

に限りがございますので、申し込みを、3 月 27 日（土）までに、事務局（ aibs@saibs.org ）へ頂戴い

たしたく存じます。その際、懇親会への参加有無を明記ください（レストラン座席予約の必要がありま

す）。 

記 

日時：2010 年 4 月 10 日（土）、15：30～18：15（終了後懇親会） 

場所：新錦江大酒店 3 階晶采軒 

会費：300 元（懇親会実費、当日受付にてお申し受けたく存じます。） 

講演プログラム： 

15：30～15：35 李上海支部長挨拶 

15：35～16：15 田中健一郎氏（セコム中国経理）「セコム流人材育成－中国内陸部における

新規会社設立事例－」 

16：15～16：55 屠雲峰氏（PFU 上海総経理）「PFU における人材育成－現地化した日系企

業組織での人材育成のケース－」 

（5 分休憩） 

17：00～17：40 方泓氏（上海英佩克企業管理咨詢高級人材顧問）「上海日系企業における人

材育成の特徴と課題」 

17：40～18：10 ディスカッション、司会：飯高敏弘氏（i.project、学会副会長） 

18：10～18：15 池島学会長挨拶 

※終了後、懇親会を以下のとおり、開催いたします。 

場所：新錦江大酒店 3 階晶采軒 

時間：18：20～20：20 

以上 
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