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序章 － 本研究の問題意識と背景 

 

 グローバル化が進展する環境の下、日系企業の競争優位に国際分業の及ぼす影響は益々

大きくなっている。特に日・米・欧各国はリーマン・ショック後の景気後退からの回復の

遅れる一方、旺盛な内需を背景とした新興国(特に中国やインド)はいち早く景気回復基調

に乗り、新興国進出多国籍企業の現地拠点の位置付けも、旧来の安価な労働力を求めての

生産機能から、巨大成長市場への販売機会、市場ニーズに対応する現地での開発という機

能も含め事業形態も変化しつつあり、多くの日系企業の事業展開にとっても、その戦略的

位置付けと現地組織の再構築は今後の成長戦略を語る上で重要な課題となっている。 

 本研究では 1990 年代以降、中国を活用した日系企業の生産とグローバルな製品輸出を 

牽引した委託加工事業形態としての「来料加工」をふまえながら、近年の中国での様々な

ビジネス環境変化要因に対応し、現地拠点の位置付けや事業形態の変化について考察する。 

日系企業の海外事業展開を時系列的に概観すると、1980 年代にかけて輸出競争力をつけ

た多くの日系企業は、米国との貿易摩擦や’85 年のプラザ合意による円高に直面し、海外

直接投資を加速した。繊維や精密機器関連業種などは先行して米・欧に自社の販売チャネ

ルを構築していたが、自動車や電機各社もアメリカ・ヨーロッパ各国に生産機能を展開す

ると同時に、輸出向け加工組立拠点としてアジア各国にも生産子会社を設立し進出した。 

‘90 年代初の日系企業にとっての中国は、主に豊富で安価な労働力を活用した労働集約

的な生産拠点という位置付けであった。特に鄧小平の改革開放路線のもと特別行政区の深

圳は中国の市場主義経済との接点であり貿易拠点としての香港との繋がりから、保税の素

材と加工機械設備を深圳に持ち込み、内陸部からの労働力で加工組立の手間賃を稼ぎ、オ

フショアで輸出する「来料加工」という委託加工形態を活用し、軽工業から電気・電子(特

にプリンター等)の多くの日系企業が進出し、ビジネスを量的にも分野的にも拡大展開した。 

深圳を筆頭に沿海州の地域では、外資系企業による雇用と所得の機会創出と外貨の獲得

が内需から消費拡大への循環につながり、市場としての中国への移行の基礎を形成した。

また、以前は「安かろう悪かろう」と言われた現地子会社の組立ラインの品質管理水準や、

地場サプライヤーの部品の技術水準が、進出企業(メーカー)や取引先日系サプライヤーか

らの技術移転により格段に向上し、生産管理や品質管理能力の面でも急速にキャッチアッ

プしつつある点を重視しなければならないだろう。ある日系自動車企業の購買部によると、

納入部品の不良率は2年前の30%前後から直近では15%程度と急激に改善しているという
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データもあり、日本国内のサプライヤーの品質水準には及ばないものの、コストの安さも

考えれば新興諸国からの調達は避けて通れない課題となりつつある。 

 このように変化する中国と日系企業の関係をベースに、早い段階から深圳での来料加工

ビジネスを行ってきた日系のエレクトロニクス・サプライヤーに焦点を当て、輸出向けの

委託加工拠点(工場機能)から、中国市場ニーズや現地に進出した日系・欧米系企業への販

売機会拡大を目指し、また発注企業からのコストダウン要請に対応するために現地のベン

ダーを発掘し、技術指導しつつ、より競争力のある調達機能の強化や、現地での工程管理、

設計能力、工夫改善も行う開発機能も充実させる、そのために現地人材の登用と権限委譲

を行い、事業形態を変化させ適応しつつある企業の事例から、中国進出企業の取引と事業

形態の変化を分析することで、今後の日系企業の国際事業展開と成長戦略の考察の一助に

資することを本研究では目指す。
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第 1 章 既存研究のレビューと本研究の分析フレームワーク 

 本研究では、国際事業展開での競争優位性を論じるために、海外直接投資の理論のうち

内部化理論と、事業形態と機能の関係を考察するために分業構造に関し「水平・垂直分業」、

「機能間分業(開発・生産)」の各視点から既存研究の論点を整理した上で、中国における

制度的特殊性としての「来料加工」という委託生産形態と中国国内販売面での制約につい

ても解説し、華南での事業形態の変化を分析する基軸を導き出す。 

 

第1節 －( 1) 海外直接投資理論 

 企業はなぜ海外直接投資を通じて多国籍化するのかについての国際経営分野での研究は

1960 年のハイマーによる「寡占企業優位性理論」に始まり、製品の生産・販売で導入期、

成長期、成熟期、衰退期のＳ字カーブを海外直接投資に応用した、バーノンの「プロダク

ト・ライフサイクル理論」、経営資源である優れた能力があれば海外移転しても成功すると

いう「経営資源移動理論」などの既存研究の流れがある。 

本研究で注視するのは、費用を企業内部あるいは子会社として取り込み、取引コストを

削減するというラグマン他による「内部化理論」の分析視点である。 

企業が海外市場に展開する事で利益を得ようとする時、第一の段階では海外に生産拠点

を構築しようとする。進出形態には輸出や直接投資などの選択肢があるが、対外直接投資

の形態を選んで、内部化を行うメリットは 2 点挙げられる。一つは「企業特殊的優位性」

の世界規模での維持である。多くのメーカーが生産拠点としての子会社の内部で、生産工

程を直接コントロールし、歩掛り・生産性を向上させ付加価値を留保すると同時に、その

ノウハウを蓄積する。また生産と開発、現地市場ニーズに適応した製品開発といった内部

での情報の相互関係性が企業内部のメリットとなると考えられる。 

もう一つは進出先現地の外部市場が不完全な場合、例えば情報や中間生産物の取引に制

度的にコストがかかる場合（市場で取引相手を探し、その取引の履行を担保するといった

費用や、部品の輸入に高い関税がかかる等）海外で生産拠点を設立し、取引費用を子会社

内部に取り込むことで外部市場に比べ資源配分を効率化するというメリットが挙げられる。 

ただし、内部化理論は市場・制度といったマクロ的な枠組みに注視しており、部品の関

税を回避するために現地で調達するといった経済合理性についての説明などは解りやすい

が、では取引費用を内部に取り込むとはどのようなメカニズムで行うのかといった点につ

いて詳しい分析は少ない。 
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本研究の論理的な展開では、海外進出企業が進出先の市場情報等の不完全性を補うため、

取引相手についての情報を収集し、その履行を担保するために現地人材を登用し、取引相

手を探し有利な条件で交渉し、納品と代金決済といった不完全情報を管理できれば、外部

市場を利用しコストダウン・販路拡大が可能となるのではとのモデルを導出する。 

(2) 「内部化理論」とハーシュ・モデルの拡張 

 ラグマン(1981)は内部化理論に関する研究の中で、海外市場への参入方式の選択に当た

り、ハーシュ(1976)のモデルを展開している。生産関数の条件としてコストを本国でのコ

ストと、海外で事業活動を行う場合の追加的コスト、輸出マーケティング・コストといっ

た条件を勘案し、｢輸出｣・｢直接投資｣・｢ライセンシング｣の 3 方式の中からどれを選択す

るかを示した点は非常に興味深い。 

  基本の関係式は以下の考え方である。 

(ⅰ) C + M* ＜ C* + A* (輸出の方が対外直接投資よりも安い) 

(ⅱ)  C* + A* ＜ C + M* (対外直性付投資の方が輸出よりも安い) 

   C ：本国での商品生産の通常コスト、   C*：受け入れ国となる外国での商品生産の通常コスト 

M*：輸出マーケティング・コスト 

A*：海外で事業活動する外国企業の追加的コスト(特に環境･文化･政治情報コスト) 

しかしこのモデル展開は、海外進出の時点での参入方式についての議論で、本研究では 

一旦参入形態を決定し進出後、現地での条件が変化した場合、事業の運営形態をどのよう

に変化させるべきかについての考察に拡張したい。 

拡張に当たり加味した条件としては、生産技術がどこでも同じという仮定を修正し、  

さらに原材料素材の質の違いも製品化の過程で重要な条件として考慮する点である。 

そこで上記のモデルのコストの内訳を分解し、一旦、海外直接投資による海外進出した後、

進出先での労働コストが上昇した場合と、部材品質レベルが異なる場合の比較を行う。 

 C*1= P + L , C*2= P + L* 

 L  ：当初の進出先の労働コスト、  L* ：賃金水準上昇後の労働コスト 

P  ：部品コストは一定と仮定する 

① 事業形態への労働コストと生産技術の影響関数 (ⅲ)の提示 (1) 

(ⅲ-1) P +L + A* ＜ P + L* + A* (労働コスト上昇による直接海外投資のコスト増) 

  α ：当初の進出先の生産技術、  α*：レベル向上後の現地の生産技術 

(ⅲ-2)  (P +L) ×α + A* ＜ (P + L*) ×α* + A* (生産技術向上は進出企業に不利) 
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② 事業形態への部材品質の影響関数 (ⅳ)の提示 (2) 

上記のモデルをコストの内訳で L*は一定とし部材品質(Q-j)、(Q-l)の比較で展開した場合 

(ⅳ-1) (P + L* + Q-j) ＜ (P + L* + Q-l) (安い現地材料を選ぶ) 

(ⅳ-2) (P + L* + Q-j) ＞ (P + L* + Q-l) (高くても日本の材料を選ぶ) 

 本研究では上記(ⅲ)と(ⅳ)の関数を現地展開後の事業形態の変化要因の仮説として分析を

進める事とする。 

 

第2節 分業構造と企業間関係マネジメント 

 (1) 「垂直統合・水平分業」を基本とする分業の諸理論 

 分業の方向性を区分する軸として、完成品の担い手とそれを構成する部品の担い手が同

一の場合「垂直統合(vertical integration)」、もう一つの軸として、研究・技術開発、製品

開発、購買、生産、物流、販売アフターサービスといったビジネスプロセスの各段階の担

い手が異なる場合「水平分業(horizontal disintegration)」という区分軸がある。(3) 

 また業務の担い手が誰か(自社内か社外か)、あるいは製品の付加価値全体中のある部分の

付加価値が内部に留保されるのか、あるいはそもそもその業務を担う能力(技術)が自社内

にあるのかといったものも含めた業務範囲の分担の議論もある。 

 完全な機能間分業ではないが、企業内で 2 種類の役割の異なる拠点を抱える場合として

「マザー工場・生産拠点」という分析の視点もある。開発段階から試作、実施設計、品質

管理や設備のメンテナンスといった量産化のための「立上げ・支援機能」を担うマザー工

場と、その支援を受け実際の量産化の役割を担う生産拠点という分担形態である。一般的

にはオペレーション・コストの安い地域や海外子会社に製造拠点を展開する場合、それに

先行するマザー工場で小規模のモデル・プラントを立上げ、設計・設備・生産管理・品質

管理の専門家が問題点を洗い出し、リファインした生産方式を標準化し量産拠点に技術移

転する。受入れ側拠点の設備、作業員の技能水準、調達可能な部品の品質水準などの条件

は異なるため、日本の生産方式を押し付けるのではなく、各専門家が現地で指導し生産管

理、メンテナンスや品質管理を現地に適合するように移転する必要がある。さらにこの役

割分担ではエキスパートとオペレーションレベルでの知識の循環に課題があり、一方的に

教える側と実行者という関係だけではなく、オペレーションから得られる改善のアイデア

を次世代のノウハウとして取り込むメカニズムや、オペレーション拠点間でのベストプラ

クティスのベンチマーキングの双発的な能力向上なども展開可能にすることも必要である。 
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  (2) 「機能間分業(開発・生産)」EMS・OEM の諸理論 

 前述のビジネスプロセスの各段階の担い手に関する議論の展開として、生産や他の機能

を外部の企業に委ねるアウトソーシングの諸形態に関する議論がある。 

 本研究の調査対象である深圳(華南)地域への進出企業の事例は日系企業の現地子会社と

いう所有形態ではあるが、多くの受注は親会社からではなく、セットメーカーや一次以下

の関連納入業者との取引である。さらに次節で詳しく述べる深圳地域の生産形態は、主に

エレクトロニクス関連の EMS：「電子機器受託製造サービス」や部品生産が占めている。 

 ＥＭＳ(Electronics Manufacturing Service)とは厳密な定義には諸説があるが、電気･電

子産業でモジュール生産と海外外部業者への生産移転が進む中で 1990 年代以降外注が多

様化したビジネスモデル・委託生産形態を指す。広義には「下請け」的外注に類似するが、 

①発注者との取引関係は、下請け企業の場合、親会社の部品生産を請負い、発注者である

メーカーとの関係は固定的・従属的であるのに対し、EMS の場合、契約ベースで受注し、

同時に競合他社の部品も受注し、大量生産で工場の稼働率を上げコストメリットを追求す

る。発注側メーカーは設備投資をオフバランス化し、急激な需給や価格変動に対応可能で

ROA も向上するメリットがある。 

②部品調達に関しては、各発注元からの仕様指定の差異はあっても、EMS 業者側が部材

供給の制約は受けず独自に部品調達を担う事により、購買でのスケールメリットがある。  

さらにメーカー側より部材仕様の共通化の承認が得られれば標準化によるメリットは増す。 

③担当する工程の範囲に関しても、下請けの場合はメーカーの指示に従い部品製造のみに

特化するのに対し、EMS の場合は、製造工程のみならず、設計・試作・品質管理・ロジ

スティックス等も含め展開する可能性があり、単なる「工場」機能から生産・品質管理能

力や開発機能の能力を身につけるチャンスともなる、といった差異が挙げられる。 

このような分業形態は、1970-80 年頃、米国や日本の PC や半導体製造の事業で、基板

の実装や部品製造を外注化し、海外へ生産拠点を移転した経緯から発生した。その後 90

年代には、台湾企業等が自ら低コスト製品を開発し(ODM)、試作部品やモジュール部材を

各メーカーに提示し、さらにターンキー型の多工程一括受注へと発展した。2000 年代に入

ると、米・日系エレクトロニクスメーカーの多くは、自社工場を持たずに開発とブランド

マーケティングに専念し、開発機能を担う「ファブレス」と生産受託に特化する「ファウ

ンドリ」という分業形態の分化が進んだ。半導体チップの製造設備には膨大なコストを要

し、チップを製造してもしなくてもオペレーション費用が大きく変わらないという特性が
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あり、ファウンドリは製造設備を持ち、他のメーカーからチップの製造を請け負う企業で、

多くの企業から受託することでスケールメリットがあり高い稼働率で設備の運営ができる。

一方ファブレスとはファウンドリを利用することで自社の製造設備を持たずに、チップの

設計業務に専念する企業のことである。 

EMSと類似する用語としてOEM/ODMに関して整理すると、OEM(Original Equipment 

Manufacturing)とは、自社ブランドを持つメーカーの製造機能を受託企業（サプライヤー）

が担う垂直的な分業形態であり、製造だけでなく企画や製品開発も含んで相手先のブラン

ドで受託生産を行う場合 ODM(Original Design Manufacturing)という水平的な業務範囲

分担となる。OEM 生産では委託者が製品の詳細設計や図面(貸与図)を支給し、場合によっ

ては技術指導も行う。受託者のメリットはマーケティングやブランド面でメーカーに依拠

しつつ、生産余力の活用が可能な点や、自社生産技術・品質管理能力が得られる。受託側

が製造に関する能力をレベルアップさせると、製品設計まで受託業務範囲として担い、 メ

ーカー側へ提案を行う場合もあり、サプライヤー側は更に開発能力まで身に着ける進化の

可能性がある。委託側のメーカーにとっては実際の製造現場での工夫改善提案や仕様の標

準化によるコストメリットが得られる反面、サプライヤーがノウハウを吸収し、独自の販

路を開拓すれば将来の競争相手となる危険性もあり、どこまで「まとめて任せるか」とい

う点はメーカー企業の競争優位源泉は何かといった非常にデリケートな議論にもなる。 

これらのアウトソーシング形態に関する議論は、エレクトロニクス関連産業において 

資産をオフバランス化し急激な部材要素技術や需給変動にフレキシブルに対応したいメー

カーと、複数の発注先からの受注でボリュームを稼ぎ、付加価値の少ないと言われるバリ

ューチェーンの生産工程で逆スマイルカーブ的に標準化しコストメリットを追求するサプ

ライヤー双方に経済合理性のある分業形態であり、部品製造原価プラス利益として外注し、

外部から機動的に調達すべきか、その業務を製造設備や固定的な人件費負担も含め社内で

丸抱えし、付加価値を内部に留保すべきかの外注・内製の事業形態や分業範囲の考察を行

う上で有用な理論である。 

 

(3) ｢来料加工｣委託生産形態の仕組み 

 来料加工方式とは、深圳経済特区(正確には特別行政区)独特の加工貿易の形態で、輸出

入業務取扱い権(対外貿易権)を有する中国内登記企業(外資・香港系企業の中国子会社)が、

原材料や部品等を保税扱で深圳に輸入し加工生産後の製品を輸出する加工貿易形態を指す。
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加工生産された製品は基本的に全品輸出される事が条件となる。なぜならば非課税の原材

料や部品を用いた製品が中国国内市場に販売されれば、課税原材料を輸入している中国内

の他の事業者との間で価格格差が生じ制度的整合性が保てないからである。しかし 2005

年 4 月 2 日付けで商務省が公布した「外商投資非商業企業の代理販売経営範囲の追加に関

わる問題に関する通知」(商資函 2005 第 9 号)に基づき、既存の外資系来料加工事業者が中

国国内での仕入れ販売、輸入販売、調達輸出ができるようになった。ただし、仕入れ販売

による売上高が企業売上の 30%を超えてはならないと規定されている。通関手続きは書類

上であり、実際の物流と商流は異なり、例えばアダプター製造の来料加工業者の製品が上

海のセットメーカーに届けられ、 終製品として一体輸出される場合もある。また当然関

税(増値関税:17%)を支払う手続き書類を追加すれば中国国内での販売も可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (出所) Internet Solution Limited の HP｢進料加工企業の抱える移転価格リスク｣より転載 (5) 

日系企業の深圳進出企業は、当初上記の「来料加工」形態による華南地域への進出の事

例が多かった。これは 1990 年頃の中国の国際分業における位置づけが、輸出加工向けの

労働集約的な生産加工拠点であったという状況から発展したという特殊事情による。 

実際に’91 年当時香港駐在員であった著者が当時見聞きした相場では香港・深圳(特別行

政区)・中国国境内部では人件費が 16：4：1 とも言われ、安価な人件費をベースに原材料

や加工機器を香港から深圳に持ち込み、輸出向けの通関手続きや管理業務はマネジメント

ノウハウのある香港が行うという来料加工の委託加工生産方式が主流であった。 

 しかし、その後委託加工による生産拠点として外貨を稼ぎ、GDP 水準も急上昇した中国

図－１．
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は巨大な市場としての役割がクローズアップされ、各進出企業は国内販売に制約のある 

来料加工形態による生産機能だけでの運営の限界に至り、事業形態の再構築に迫られる事

となる。背景には第 3 章の分析で詳しく述べるが、市場要因だけでなく、現地での生産・

開発能力の急速なキャッチアップや 低賃金の上昇によるコスト急上昇、中国政府による

外資優遇政策の撤廃(来料加工貿易の禁止)の動向、企業所得税の上昇(現在は 18%が 2012

年には 25%)、加工貿易禁止品目などの環境変化があり、多くの企業・対象品目で来料加

工から「独資企業」への切り替えを検討せざるを得ないという状況に直面している。 

 独資企業とは、中国国内販売権と対外貿易権を持つ企業で外資 100%の投資形態である。

2011 年 11 月中国の WTO 加盟時の公約により、外国資本企業に対し対外貿易権および国

内商業事業権を開放する「外商投資企業外資権届出登記の関連問題に関する通知」(商資字

2004 年第 46 号)および「外商投資商業領域管理弁法」(商務部 2004 年第 8 令)の公布(6)で、

これまで中国国内販売事業を行えるのは 100%中国資本企業か、中国資本が過半数を有す

る合弁企業に限られていたが、規制緩和により、外資 100%企業による中国国内での商品

の仕入れ販売・人民元建て決済が可能となった。 

 外資系企業の独資形態での中国国内子会社設立が可能となった事は、中国国内での 終

製品の販売だけでなく進出外資系企業との取引も可能となるビジネスチャンスの拡大を意

味する反面、生産能力をレベルアップさせ、法制度、現地ニーズや購買に関し豊富な取引・

人的ネットワーク情報を有する中国地場系企業とコスト・品質面でどのように勝負するか

という競争段階に移行したとも言える。 

 

(1) 日中の労働コストの差異は、 低賃金法の改訂で逆転する訳ではないが、現地での労働集約的で付加価値の少な

い「来料加工」型の生産形態では以前ほど収益が上がらなくなりつつなる。 

(2) 実施には中国製部材は安いが品質面での安定・信頼性に課題があり、コストと品質のバランスで選択は行われる。 

(3) 近能･高井(2010)pp.296-297 の分業構造のマネジメントに関する分類を参照。一般には「完成品と、それを構成す

る部品の担い手が異なる場合の分業構造は水平分業」と呼ばれる一方、「川上から川下にいたるビジネスプロセス

の各段階の担い手が異なる場合垂直分業」と呼ぶ分類もある。 

(4) EMS・OEM の説明に関しては、下記 URL を主に参照した。『日本貿易振興機構（ジェトロ）貿易投資相談 Q&A』 

記号番号 A-010822：OEM 契約とライセンス契約の違い http://www.jetro.go.jp/world/qa/i_basic/04A-010822  

(5) Internet Solution Limited の HP(2011/3)  http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/77  より転載。 

(6) 近鉄物流｢中国貿易物流関連法規｣HP http://www.kwe.co.jp/service/china/law-6.htm 参照。 
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第 2 章 事例 － M 電子を中心に、異なる形態、業種の深圳での加工組立ビジネス 

本研究では、深圳進出日系の加工組立および部品企業事例の調査・分析を行った。 

対象として選定した企業は､エレクトロニクス関連の加工組立 M 電子､N 無線の子会社で

無線機器やパワーサプライ・パーツ組立ての N 社、自動車用特殊ネジの業者 A 社である｡ 

M 電子は 1980 年代から 1990 年初の早い段階で深圳に来料加工と独資拠点を設立し、関

税・法制度や労務管理などの様々な経験・ノウハウがあるだけでなく、現地マネジメント・

スタッフを育成し、現地での資材調達や販路拡大にも積極的に取り組んでいる。N 社は、

現在 M 電子の施設内の店子で、来料加工形態で加工組立を行っている。A 精工は独資に軸

足を置いて、中国国内での取引を開拓している。 

各事例での比較対象の軸は、来料加工から独資への方向性と、エレクトロニクスと他の  

業種での条件の違いである。 

 

第 1 節 Ｍ電子：委託加工から独資で中国国内販売と調達、ＯＤＭ化へ 

ⅰ) M 電子(深セン)および関連会社の組織と事業概要 

親会社の M 製作所は 1939 年に創立。有線放送用電話機の製造から始まり、1970 年代

には電電公社規格の電話機や電話回線制御装置を納入していた。M 製作所本体の業務内容

は、①情報通信システム開発、②OA 機器製品開発(ハード､ソフト､構築)、③ODM・OEM

対応、④「生産受託サービス」として国内では基盤実装や検査業務、海外ではチップ実装、

携帯電話用各種アンテナや消防感知器類、制御機器類、計測器の組立て、メカトロニクス

として、紙幣カウンターや紙幣識別機、複写機関係部品、OA 機器用操作盤等の加工組立

業務、⑤「海外商材」事業として、中国･香港ベンダーの日本品質でのコントロールを行う。 

ⅱ) M 香港有限公司と M 電子(深セン)の設立と展開の経緯 

 M 電子(深セン)の親会社であるＭ製作所は旧電電公社の納入業者 NEC 向けの電線のコ

イル巻きを足場に電話機事業に進出したが、NTT への民営化を機に業績は悪化し、1986

年に既に香港での現地生産の実績のある石井次郎氏をスカウトしたのを契機に「M 香港有

限公司」を設立した。しかし NTT の電話端末機器の自由化により香港のみならず日本国

内の仕事が激減し、M 香港は自力で仕事を取ることからスタートした。 

 現在の M 香港の事業概要は、中国工場や日本・海外顧客との通関・輸出入業務、電子部

品の購買及び会計の他、日系企業の中国進出コンサルタント、業務代行サービス等で、  

ＥＭＳ製造受託は約 30 社である。社長はＭ電子(深セン)とＭ香港を兼務している。 
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ⅲ)Ｍ電子(深セン)と観瀾Ｍ電子廠の 2つの形態の深圳の拠点 

中国での事業は独資としての「Ｍ電子(深セン)有限公司」と、来料加工の「観瀾Ｍ電子

廠」の２つの形態のビジネスを行っている(7)。各社の関係は下記の図の通りである。 

 図－２. Ｍ電子(深セン)と関係会社 

 

Ｍ製作所(日本の本社)

Ｍ香港(深圳管理)

Ｍ電子(深セン) - 独資 観瀾Ｍ電子廠-来料加工

 

 来料加工の工場としての観瀾Ｍ電子廠は、中国進出を検討していた日系エレクトロニク

ス大手メーカーNE 社より、イギリス向けコンピュータ操作盤の香港での現地受注で「不

良品を出さず、コストが安く、納期も守る」という評価を得て事業は軌道に乗り､中国での

直接投資進出には踏みきれなかった当時の NE 社から、Ｍ製作所が深圳に進出するならば

発注をするとの方針を受け、1989 年に委託加工方式で深圳市安宝県布吉鎮に設立された(8)。 

観瀾美Ｍ電子廠は 1999年に布吉鎮から観瀾の工業区の中に移転し、敷地面積 20,000㎡、

工場床面積 10,000㎡および倉庫と従業員寮を付設、従業員数約 500名の生産拠点である。

主要設備として、表面実装装置(チップマウンター)、自動はんだ印刷機、はんだ槽、リフ

ロー槽、恒温槽、インサーキットテスター絶縁計、耐圧計、漏洩電流系、オシロスコープ

等の各種計測機器、環境 RoHs 機器、インジェクションマシーン（3台）他を備え、生産品

目としては、紙幣カウンター、紙幣識別機、半導体実装、ノイズフィルター、通帳プリン

ター、複写機関係部品、ＯＡ機器用操作盤、各種電源、各種 SMT 表面実装他、各種計測器、

各種アンテナ（携帯電話用）等の来料加工組立業務を行っている。 

Ｍ電子(深セン)有限公司はＭ香港有限公司(ＭＨＣ）が 1997 年 2 月に中国の深センに設

立した 100%出資の中国独資企業であり、主に中国国内で販売される製品を製造している。

従業員数は約 70 名、主要な事業内容は、消防感知機器類、鉄道用他中国インフラ関連各種

制御機器類､ポンプ類、成型部品類のＥＭＳ製造受託、ＯＤＭ設計開発支援業務である。(9) 

他にも日系企業の華南地区進出支援サポート、テナント賃貸、会社設立支援業務も行う。 
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  M 電子の深圳進出とほぼ同時期に、NE 社は香港にパソコンと周辺機器の設計と完成

品検査を行う子会社を設立し当時の IBM 互換機を設計し関連サプライヤーへ組立委託を

開始した。ここでの NE 社とＭ電子との関係の特徴として、①メーカー本体が直接生産す

るのではなく、人件費を安くコントロールできるサプライヤーに発注する､②発注元メーカ

ーは技術面で協力する､③サプライヤー企業の自主独立を促す､という関係の原型が形成さ

れた。つまりサプライヤー企業の自主性を尊重し、経営には口を出さず技術面でサポート

するという互恵的な分業関係で設立当初の来料加工形態でのビジネスはスタートした。そ

の後プリンター関連の組立事業はメーカーから全部品の供給を受けての賃加工であり、購

買を手掛けない限り事業のうま味は少ないため、他社からの受注による余剰生産力の活用、

さらに’93 年の工場拡張以降、ＩＣソケットのトップメーカーＹ電気などからの受注も好

調で、独資による電子部品関連の独自生産と中国国内での地場・進出日系企業との取引拡

大も目指すこととなる。 

 当時の加工組立の様子は、日本の工場はベルトコンベアで組立ラインが自動的に動くの

に対し、ローラーを用いた手押し式でプラスチック製のケースが置かれ、従業員の少女達

が次々と部品を組込み、前に座っている作業員にケースを手で押して渡すといった流れで

プリンターの制御スイッチの場合、19 工程を 5-6 人のチームリーダーも含め約 25 人が 20

人前後の生産工程、4 人が通電などの検査の担当に分かれ作業していた。プリント基板に

チップを埋め込む作業は日本ならばロボットを使うが、視力の良い少女達はピンセットで

微細な半導体部品を手作業で埋め込む全自動ならぬ全手動での組立で、小ロット多品種生

産体制への移行も可能なフレキシブルな生産体制であった。ロボットを導入すれば 1 台あ

たり 5 千万円から 1 億円、減価償却 5 年に銀行借り入れで購入すれば金利が約 600 万円と

の合計で年負担は 2,600 万円ところ、女子従業員の基本給が月額 180 元、ボーナス込みの

年間 13 ヶ月や残業代、福利厚生諸費用込みで約 4,700 元の当時のレートでは日本円で約

22 万円ならば 120 人が雇える計算となる。 

 ‘93 年の工場増設の頃、深圳の状況を撮影した日本のテレビ・ドキュメント番組が放映

され、電子部品・計測機器大手 O 社やプラスティック・ファスナーの NI 社、プリンター

の E 社、通信機器 T 社などエレクトロニクス企業だけでなく精密機器や通信機メーカー

といった多様な取引先からの受注も拡大し、生産品目もコンピュータ基盤関連から複写機

の パーツ、プリンター用品類、リモコンと多岐にわたった。 
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ⅳ) テクノセンター(日技城)との関係 － 深圳進出中小企業のインキュベーション活動 

 M 電子の独資工場拡張とほぼ同時期、日本国内のバブル景気の崩壊や円高を背景に、  

中国進出に活路を求める中小企業からも多数工場見学の依頼が殺到した。ほとんどの企業

は専門の海外進出支援の組織・人材もなく、当然法務・通関業務や労務管理などのノウハ

ウもない状況下での進出について切実な相談が寄せられた。当時の M 電子社長は香港の中

小企業同業者と協力し、日系の中小企業のために深圳で電力等のインフラ付の工場を賃貸

借で提供し、従業員の採用や教育、労務管理、輸出入の通関代行、地元行政機関との折衝

業務まで一手に引き受けるスキームを立ち上げた。駆け込み寺として中国での経営に習熟

し、やがて独立してもらうためのインキュベーターとしての「テクノセンター」構想であ

る。Techno Centre(TNCHK)日技城は 1991 年に香港の｢八日会｣という異業種交流会で発

議され日系企業や起業家の共同出資で設立され、M 電子は中心メンバーとして同じ工業区

内に設立されたテクノセンターへの中小企業の進出に貢献した。(10) 

 中小企業の中国進出支援は本研究の主要論点ではないので細述しないが、ジェトロ(日本

貿易振興機構)や日本各地の商工会議所、多くの大手メーカー、中小企業関係者が見学に訪

れ、M 電子の知名度が高まると同時に、取引機会の拡大にも寄与した可能性は見逃せない。 

ⅴ) M 電子の深圳進出以降の変化とその要因 

 M 電子のビジネスを取り巻く状況はその後ダイナミックに変化する。1990 年前後の中

国は鄧小平による改革開放政策を受け、一部沿海都市部でオフショアの海外投資を起爆剤

に経済発展を模索したが、生産管理や品質レベルではまだ発展途上初期段階であり、部材

の調達も生産体制も進出外資系企業に大きく依存していた。そのため「三料一来」と呼ば

れる原材料・加工機械設備・マネジメントノウハウを持ち込み、現地の安価で豊富な労働

力と結合することによる賃加工の手数料ビジネスが成立した。深圳特別行政区の発展は、  

当初は人件費や工業用地不足に苦慮した香港系企業による来料加工での展開に始まり、同

時期にエレクトロニクス産業の EMS による国際分業の流れを受けた日系メーカーの中国

進出への試行であった。業種としてはプリンター関連ビジネスや各種電装品の実装などを

中心とした労働集約的な輸出向け加工組立のための、日本・香港・深圳での垂直的な分業

体制であった。メーカーである日系企業は、日・米・欧市場での独自ブランドの 終製品

の販売と生産管理、設計・開発力を持ち、生産機能をより安価な労働力の得られる深圳地

区に求め、香港が貿易・通関や深圳現地行政機関との折衝や人的資源管理のノウハウを分

担するという相互依存関係の中で急拡大したビジネスモデルである。 
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 その後中国は加工組立産業により世界の工場として海外直接投資による経済発展に牽引

され貿易収支を稼ぎ、就業者は賃金を得て、やがて所得は消費、中国国内取引や再投資へ

と拡大循環的につながり、巨大市場へと変貌した。取引ルールや投資・税制関連、就業に

関する諸制度、道路や電力インフラといった企業活動を支える環境も整備され、さらに海

外からの投資が加速した反面、 低賃金の上昇や外資系優遇税制の見直し、さらには「来

料加工」という賃加工の生産機能のみの海外からの投資は歓迎されない局面に達しつつあ

り、また中国現地市場獲得のためには、販路・物流チャネルの構築や現地ニーズ発掘のた

め、単なる工場(生産機能)だけでなくマーケティングや開発の機能の拡充も求められる。

一方で安かろう悪かろうの生産に関するマネジメント能力に関しても、進出企業からの技

術移転に伴い、生産工程・品質管理能力のみならず、設備のメンテナンスや独自の工夫改

善能力でも急速に先進諸国のレベルに急速にキャッチアップしつつある。 

 これらの環境変化要因に適応し、M 電子のビジネスも賃加工の来料加工の形態から、  

独資形態での中国国内販売と、そのために生産のみの機能(工場)から、現地でのマーケテ

ィング、設計開発能力、現地での部材の調達といった機能を強化し会社全体のマネジメン

ト体制拡充へとシフトしている。 

 先ず求められたのは、発注者からのコストダウン要求に対しての対応と競争力の維持向

上で、日系企業との取引では品質水準を維持しながら地場企業と合見積でのコスト競争に

曝されている。来料加工では仕様が厳しく定められている他、製品全体に占める付加価値

の高い基幹部品がメーカー指定あるいは支給に限定される傾向があり、他の部材や人件費

部分でのコストダウンには限界がある。コストと同時に求められる品質面で歩掛りや歩留

まりを上げる努力や、工程数での工夫改善といった VE 的な発想での改善にも当然取組ん

でいる。しかし根本的な解決策は部材の自主選定や ODM 化による自主開発部材の提案・

承認・採用、そのためにより安くて品質の良いベンダーの発掘と、品質管理のための技術

指導が重要となっている。M 電子では支給材、貸与図、指定仕様の枠を超えて独自の生産

工程での工夫改善、製造・設計方法の提案、現地ローカルスタッフによるベンダーの発掘、

協力業者への技術指導に取り組み実績を上げている。発注側は基幹部品に関しては自社の

製品精度に大きく影響するため、安易には 100%調達を任せてはくれないが、近年品質を

優先するかコストダウンを選ぶかにあたり、主要部品や機能にあまり影響のない部材に関

してはコストを優先する傾向にある。例えばエレクトロニクス製品の場合、歯車のプラス

チック部品等は日本企業の輸入部品でも現地のベンダー部品でも品質精度や耐久時間で大
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きな差異はなくなりつつあるが、プリンターヘッドなどは深圳で組み立てれば安くなるが、

高度・複雑な技術が必要で現時点では生産の海外移管は無理な部品である。また基幹部品

はメーカー側の付加価値留保部分であり、生産に関する技術やノウハウが外部に流出する

事に対してはメーカーがセンシティブになり分業の線引きという視点では簡単に手放せな

い守備範囲を巡るせめぎあいという側面もある。 

 またローカル・ベンダーが単なる見積価格だけでなく、どの程度の品質管理、歩掛り能

力があるか、新規の取引先候補としてどのようなベンダーが存在するかについても、M 電

子の現地調達スタッフの情報ネットワークの役割は非常に重要である。取引先の開拓や選

定だけでなく信用力や納期の審査能力、発注後も受入れ検査結果をチェック・モニターし、

品質管理能力の高いベンダーへは引き続き発注するし、品質・製造工程で改善の可能性の

あるベンダーに対しては、先方の工場に入り込み、技術レベル向上のための指導や教育を

M 電子の現地スタッフが主体となって行っている。またメーカー(発注者)からの設計 CAD

データは、ベンダーに必要な部分のみを加工転送し、外部に秘守事項が流出しないように

データ管理が徹底している点も中国地場企業とは異なり、発注者からの信頼を得ている。 

 

 第 2 節 Ｎ社：委託加工業態ビジネスの限界 

 Ｎ社は、無線通信、ワイヤレスＩＰネットワーク、無線ＬＡＮ、移動体通信測定器、送

信増幅装置、光関連伝送装置等を取り扱う日本企業の通信機器部品の仕入れ販売のための

香港子会社の分工場という位置づけで、深圳観瀾のＭ電子の施設内で、無線関連機器、  

プリンター用電源部品、アダプター等のパワーサプライ部品を製造している。(11) 

 生産の形態は来料加工方式で、生産品目は無線関連製品・Ｆ社向けプリンター電源・パ

ワーサプライがそれぞれ約 3分の 1を占めている。ＰＣ用のアダプターは電機大手Ｓ社へ

のＯＥＭ製造で、転廠と言われる取引先メーカーの中国内拠点への納入である。 

 アダプター等のパワーサプライ部品事業は、この 10 年で約 3,000 億円から 1,000 億円と

縮小する中で中国への事業展開を検討せざるを得ない状況で、取引先メーカー向け受注確

保のため、一時期は台湾系企業へ委託生産していたが、15 年前にテクノセンターで労働力

を提供してもらい、Ｍ電子の余剰生産力の一部を借り来料加工の生産機能のみで中国事業

展開した。 

進出当初の賃金水準は月額約 270 元(残業代は含ます)であったが、近年は約 1,100 元と

急騰し、人海戦術的な組立からマウンター等を導入し、一部機械化で対応せざるを得ない
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状況となっており、加工組立の手間賃ビジネスである来料加工形態での操業では採算が取

れなくなりつつあるという。また、2012 年以降は中国政府が来料加工の許可証を更新せず、

外資系進出企業に対し独資化が求められる見通しの中で、生産拠点を人件費の安い他の国

か中国内陸部へ移転するか、独資企業へと業態を転換しローカル部品を調達してコストダ

ウン図るか、承認図事業者として高付加価値路線へ移行するかの選択を迫られている(12)。 

 しかし、工場としての生産機能しか持たず、本社や取引先のＯＥＭ生産を行う体制では、

独資化で独自の市場開拓や、工夫改善提案から製品開発力を強化してのＯＤＭ化への転換

には組織体制の拡充が必要で、また競合相手の中国進出台湾系や韓国系企業が巨額設備投

資を行い市場シェアを取りスケールメリットを目指す戦略や、中国地場系がアダプターの

電子部品組立だけでなく金型やケースのプラスチック部材まで一貫内製する動向に対抗す

るのは厳しくなっている。 

 

 第 3 節 Ａ社：自動車業界とエレクトロニクス業界の差異(素材品質と精密加工の優位性) 

 大田区に本社のある自動車用特殊ネジ等の産業用機械部品を製造するＡ精工は､2003 年

にテクノセンター内に来料加工工場と 2006 年に観瀾工業区内に独資Ａ社を設立した。 

 営業品目は冷間圧造加工および切削加工による締結部品全般、自動車・複写機・携帯電

話用精密部品などで、使用材料は日本からのネジ用鋼線を中心として、真ちゅう、ステン

レス、アルミニウム、銅他で、機械設備としては、圧造機：31 台、転造機：26 台、ボー

ル盤他の二次加工機：79 台、研磨等の工作機械：30 台、検査設備：16 台を有し、素材の

厳選から設計・製造・完成品検査を行っている。製造工程は一般に、｢図面｣→｢圧造型設計｣

→｢金型製作｣→｢リベット圧造｣→｢全自動バレルライン(洗浄)｣→｢二次加工｣→｢研磨・熱処

理・表面処理｣→｢検査｣を経て梱包、納品に至る。特色として、金型製造設備を保有しミク

ロン単位の制度を実現、硬度計・形状測定器・真円度測定機・画像式検査機など各種検査

機器により寸法精度を保証する、複雑な製品の冷間圧造が多段階パーツフォーマーにより

加工が可能、独自の金型レイアウトで難易度の高い加工が可能、冷間圧造加工品に切削等

を施し複雑な形状の要求に対応可能といった点が挙げられる(13)。 

 中国への事業展開は、進出としては他業態に比べ遅かった。自動車各社の中国進出には、

日本国内から一次サプライヤーが同伴進出し、二次以下の嵩張らない部品は日本から調達

が 1990 年代には主流であったためである。 

 Ａ社のケースで非常に興味深い点は、同伴進出依頼や具体的な受注の案件のない時点で、
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深圳に進出し、2006 年には独資の体制で独自に市場を開拓した点である。当時は広州で自

動車メーカーＨ社が生産ラインを拡充した時期で、大型プレス等の設備はメーカーが設備

投資を行ったが、一次サプライヤーが二次以下のベンダーの現地での開拓に苦慮していた。 

自動車産業では「ネジ一本でも走行中に飛べば、納入業者が潰れる」と言われるほど安全

品質精度に対する要求は厳しく、日系メーカーは許容値のバラつきの少ない日本の素材を

使ったネジを二次以下の細かい部品に至るまで指定する(中国地場メーカーは地元の素材

を使用するが、素材品質の許容値のバラつき幅が大きい)。また、近年中国進出日系自動車

メーカー各社は現地部品調達率の引き上げに取り組むと同時に、日本や他の生産拠点向け

にも、品質水準が許容範囲内で不良率の低減努力が認められる場合は新興国などローコス

トのベンダーから積極的に部品調達しコストを削減する購買方針へと転換しつつある。 

 ネジの取引は専門商社経由で、Ａ社の取引は、来料加工では、商社ａ経由でメーカーＨ

社(日本)向けシフトレバー部品の一次・二次サプライヤーへ納品、商社ｂ経由でプリンタ

ーＣ社コピー機用部品(中国納入⇒輸出向け)などであるが、売上はあまり伸びていない。  

また弱電向けの複雑な形状でなく耐久性で要求仕様の高くないネジほど、電気メーカーや

サプライヤーはコスト重視で地場ベンダーへの発注へと切り替える傾向が認められる。 

一方、独資では商社ｃ経由で広州Ｈ社や一汽Ｔ社向けハンドル用部品、商社ｄ経由でＨ

社・Ｎ社向けドアロック部品などを製造しており、要求水準の厳しい日系自動車メーカー

関連の中国国内取引で売上は伸びている。独資での注文は切削等の二次加工で 5 段・6 段

の複雑な精密部品の一品物(汎用品ネジではなく特注仕様・形状)で加工の労務比率の高い

部品分野で技術力の高さと歩留まりの良さで、納入先から高い評価を得ている。 

 Ａ社(独資)の特徴は、材料：日本＋機械：日本＋労働力：深圳で、償却の進んだ機械設

備を用いつつ、複雑な加工工程の技術指導と工程ごとの徹底的な品質検査を行いながら、

品質精度のバラつきの少ない製造を行う加工品質の優位性にある。 

 

(7) 宮川製作所、宮川香港、宮川電子(深セン)および観瀾美嘉華電子廠、各社の概要は宮川香港有限公司の董事総経理 

(日本の取締役社長)兼 宮川電子(深セン)董事長、片倉清氏の提供資料(2008 年 11 月版)による。また片倉氏への  

ヒアリングは 2011 年 2 月 17 日から 18 日にかけて行った。 

(8) 宮川香港および宮川電子(深セン)の設立経緯と運営については、ノンフィクション作家、佐藤正明(2003)『望郷と

決別を』を参照した。 

(9) 宮川製作所他、関連各社の概要は同社のホームページ http://www.msk.co.jp/index.html(2011 年 2 月時点)を参照。 
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(10) テクノセンターに関しては、関満博『深圳テクノセンター』の記述および、現地調査時にヒアリングを行った   

観瀾日技城 総経理 中土氏の説明と資料を参照した。 

(11) 長野日本無線観瀾恩佳昇廠へのヒアリングは、長野日本無線(香港)有限公司 董事総経理 直江秀成氏に対して

2011 年 2月 17 日に行った。 

(12) N 社は、2011 年 2 月の本調査後、独資化転換申請手続き中で、8-9 月には来料加工廠資産を独資へ移行予定。 

(13) 葵精工へのヒアリングは、深圳信州葵精工有限公司(独資) 総経理 関経雄氏および副総経理 石川真司氏に対し

2011 年 2月 18 日に行った。 
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第３章 事例研究からの発見事実と分析 

 第 1 節 来料加工から独資へ(中国華南地区のビジネス環境変化) 

深圳や中国沿海都市部での環境変化要因として以下のものが挙げられ、今後の日系企業

の現地でのビジネスの形態に影響を及ぼすと同時に、グローバル事業展開や全社の成長戦

略における中国ビジネスの位置付けを再構築することが求められるであろう。 

① 労務関連コストの上昇 － 低賃金に関しては、深圳特区内では 2001 年：574 元で

あったが 2010 年：1,100 元、2011 年改訂では 1,320 元と急騰を続けている。(参考：

2010 年の他の沿海部諸都市の 低賃金水準は、上海：1,120 元、北京：960 元、蘇州・

南京：850 元、福州：650 元)。その他に組合費の企業負担や福利厚生や社会保障関係

の労務関連法規の改定により賃金以外の労働コストも上昇している。 

② 税率アップ － 企業所得税が 2008 年に内外統一され 25%に上昇。外資優遇撤廃。 

③ 外資優遇政策の廃止および加工貿易禁止 － 2007 年より土地使用税を徴収、2008 年

より二免三減優遇税制の廃止および輸入設備の免税廃止、さらに来料加工許可を更新

しない、あるいは加工貿易禁止品目が拡大し、対象品は独資による一般貿易へ切り替

えを推進する中国政府の方針が示されている。(高付加価値、先進技術分野の投資は

今後も歓迎するが、労働集約的な形態での外資の進出は、現在の中国の経済発展段階

にはふさわしくないとの意向が背景にはあるものと推測される。) 

 1990 年代までは、深圳進出中小サプライヤーにとって、来料加工による輸出向け委託加

工貿易は競争優位性もあり、利益の出るビジネスモデルで、労働集約的生産拠点として取

引先メーカーもその発注メリットを享受する Win-Win 関係が成立していた。しかし上記

の様な投資・運営上の環境変化を受け、中国を労働集約的な大量生産の工場と位置付ける

には限界がある事は明白となった。しかし以下の分析で述べる通り、簡単に独資形態に転

換を図っても、現地の生産技術の向上等により日系企業の競争優位性はその差を徐々に縮

小しつつあり、また単純に中国市場開拓に薔薇色の期待をしても、現実にはビジネスチャ

ンスは確かに多い反面、情報の不完全性という面からは地場業者に情報アドバンテージが

あり、さらに地場業者はコスト競争力がある上に品質管理能力面でもキャッチアップ著し

く、中国市場を巡る争いは熾烈となる。販路の拡充や現地ニーズに対応するための開発機

能強化のためには、組織体制も整備しなければならない。また中国が主導するＦＴＡ・Ｅ

ＰＡに乗り遅れないように、アジア圏も視野に入れたグローバルな部品調達体制の検討も

必要となるであろう。 
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 第 2 節 進出後の事業形態に影響を及ぼす 3 つの要素の分析 

品質を維持しながらコスト競争で勝ち残るという命題は、深圳や中国に限らず全ての拠

点での活動に共通の経営課題であるが、第 1 章の第 1 節で提示した事業形態に影響を及ぼ

す各要素として①製品原価に占める労働コストの変化、②現地の生産技術レベルの向上、

③部材品質による違いについて、以下分析を行う。 

①製品原価に占める労働コストの変化 － そもそも来料加工形態のビジネスモデルは、 

安価な人件費による労働集約的な加工組立による手間賃の収益構造であるため、 低賃金

の改訂による労働コストの上昇は、ダイレクトに製品価格に跳ね返る。そのため進出当初

は来料加工の事業形態を選択し収益を上げていても、その後労働コストが上昇すれば、  

利幅が薄くなる。しかし複雑な加工工程で高付加価値を生み出すようなＡ社独資の場合、

必ずしも競争力は低下しない(この事例はむしろ生産性の尺度かもしれない)。 

②現地の生産技術レベルの向上 － 深圳に多くの外資系企業が進出し、来料加工形態での

事業を選択した時点では、香港の貿易・税務や労務管理ノウハウも含め、進出企業の生産・

品質管理能力の地場企業と比較しての優位性は圧倒的であった。逆に中国地場系企業には

グローバル市場で通用するレベルの管理能力はほとんどなく、言わば外資系による「安か

ろう良かろう」だけが存在する状況であった。しかし技術はスピルオーバーし(外資系企業

が深圳での生産性を上げるために積極的に指導・技術移転した)、部材関連取引先の技術レ

ベルまで梃入れすることにより、来料加工形態での優位性は失われた。 

③部材品質による違い(業種による違い) － 日本から輸入した部材の品質は良いがコスト

高であり、日本での加工労働コストや管理経費、輸送コストも含めると地場部材を試用し

た場合とでは価格格差は生じる。ヒアリングで指摘された部材品質とは、金属の構造や純

度・硬度による疲労度や磨耗度、寸法精度(各部材の許容誤差のバラつき)、焼入れや表面

処理(メッキの方式や肉厚)など、外見は変わらなく見えても耐久性や信頼性で組み込み後

の製品仕上がり精度に大きく影響する。またどの程度の使用に耐えれば良いかについては、

長年の実験・経験値に基づく危険予知、どのレベルの素材をどのような用途に用いるべき

かといった適材適所の評価能力、さらに検査能力、歩留まりの高さなども部材に伴う品質

の範疇に入るであろう。A 社の検査では、１㎜前後の微細なネジを女子従業員がカッター

ナイフの刃を持って肉眼で不良品を選別していた。副総経理が「このネジのどこが不良品

なんだ？」と尋ねるとネジ山の一部にメッキが充分でないと説明され、我々がルーペで確

認すると、指摘通りという光景も目にした(余談だが、と副総経理が指摘した点は、日本で
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は各工程の作業員が自主検査で次工程に送るが、中国では検査は別の担当者に行わせる役

割分担の体制であると言う)。 

一般に品質とコストはトレードオフの関係、あるいは両者のバランスで部材を選択する

事が現実であるが、日系企業の競争優位が高品質(あるいは管理能力)にあるとするならば、

現時点での品質の優位性を置いて、コスト重視で地場素材使用の方針を取ることは不毛な

消耗戦に突入する事を意味する。来料加工の場合、使用材料のスペックやベンダーの決定

権は発注者にあるため、サプライヤーの選択肢としては、コスト格差のある地場との競争

で降りるか、高品質・高付加価値の有用性を説いて仕様の決定を具申し受注するかである。

発注者との間にはパワー関係が存在し、単純な手間賃加工でも受注する来料加工形態は短

期的には売上に貢献しても、コストダウンで付加価値が磨り減るビジネスから、顧客も満

足させながら、より自社の付加価値部分を高める改善型にシフトしなければ長期的存続は

難しいと言えよう。しかし日系企業ではしばしばオーバースペックの問題も指摘され、逆

に言えば疲労度や磨耗度があまり重視されない使用箇所ではスペックダウンも提案しつつ、

重要部位では品質の良い日本製の部材と使い分ける評価能力も求められるであろう。実際

に業種で比較した場合、安全性重視の自動車用ネジに対し、プリンター部品用のさほど耐

久性を求められない部材などでは地場素材を用いた現地ベンダーに置き換わっており、 

この範疇の受注にあえて拘るべきかは経営上悩ましい決断である。 

 上記の通り、海外進出時の事業形態も、労働コスト・生産技術・部材品質といった条件

の変化に伴い、その後の事業形態やより高い付加価値を自社内に取り込む仕組み、場合に

よっては進出先でのビジネスを継続すべきかの判断にまで影響する。 

 

第 3 節 独資形態への転換のための経営課題 

独資形態での中国国内販売と、そのために生産のみの機能(工場)から、現地でのマーケ

ティング、設計開発能力、現地での部材の調達といった機能を強化し会社全体のマネジメ

ント体制拡充へとシフトすることが求められる。 

ⅰ)情報の不完全性を補う現地人材の登用・権限委譲・教育訓練・情報ネットワーク活用 

ⅱ)分業関係における役割分担の変化：独自調達とＯＤＭ化 

 M電子は来料加工取引から ODM(設計や調達、品質保証の機能)もまとめて任せられる、

あるいは、設計の工夫改善提案を積極的に行い承認図取引へとシフトを目指しており、  

そのためには独自の R&D 機能を強化し、提案能力のある人材登用と能力向上教育にも努
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めている。メーカーからの図面に基づき生産する場合でも、製造工程で直接部材をチェッ

クし、機械を使いこなし、改善提案ミーティングを繰り返す試行錯誤の中で技術力や管理

能力は向上する。現在は生産部門のみならず、工程管理、品質、設計、調達各部門野のマ

ネジメント・スタッフは全て現地人材が担っている。現地人材活用の重要性は変化の激し

い中国での法・税務制度改変や労務環境に関する情報収集と対応にも有用である。 

独資形態でのビジネスに関しては、賃金の高騰や、外資系企業に対する税制上の優遇策

が見直し、中国の発展段階に伴う来料加工での投資形態を禁止する方向性等の環境変化に

対応し、輸出向けの委託加工部分を縮小し、独資子会社のＭ電子(深セン)による中国国内

取引と、独自開発・販売機能の強化による機能拡充と組織の再編に取組んでいる。Ｍ電子

の強みとしては、①早い段階から深圳に進出し会社運営に必要な法・税務・労務管理等に

関する豊富な経験と情報ネットワーク。②委託加工形態に甘んじず蓄積した自主開発能力

とローカル・ベンダーを活用したＶＥ提案能力。③中国取引における上流(購買)・下流(販

売)機能への展開ノウハウと人材の蓄積などが挙げられる。 

中国国内販売は、地場市場相手の取引の急拡大を目指すというよりは中国進出日系企業

や米・欧系企業との取引拡大路線を志向している。現段階では中国国内市場でのニーズは

コスト優先であり、見えにくい品質面での優位性評価よりも圧倒的なコスト競争力を持つ

地場の競合相手との競争は、ある意味消耗戦で日系企業の優位性が発揮できないからであ

る。これは多くの中国進出日系サプライヤーにも共通する認識である。 

また進出外資系企業は 低賃金等の法令を遵守し労務管理においても強硬な手法を用い

るグレーゾーンのマネジメントはできないが、地場企業は法令すれすれや限りなく黒に近

い手法(例えば山猫ストの強引な解決等)も用いている場合もあり、また情報の不完全な内

陸部への進出やベンダー開拓などで優位性があるからである。 

 日系企業の競争優位の源泉は、その差を徐々に侵食されつつあるが、現段階で依然とし

て品質管理能力の高さにある。部品や素材の品質のバラつき管理(歩留まり)や耐久性評価

の面で、例えば品質許容値や焼入れ技術、硬度や噛み合わせ加工精度などで差異が出る点

を認識し部材の評価・検査・採用と不良品を未然に防止する能力では地場系企業に対して

の競争優位を保持している。その反面過剰スペックと高品質・高価格体質に陥りやすいデ

メリットも指摘され、また上記のような優位性も徐々にキャッチアップされその差は縮小

しつつある点、また企業である限り、取引量確保のため地場企業に対し技術の移転を求め

られる場合や、品質に拘らずコスト優先での取引・コストダウン競争に踏み込まざるを得
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ない局面にも今後一層直面する事が想定され競争優位が今後とも確保できるかについては

予断を許されず、品質とコストのバランスという繰り返される課題への挑戦の試行錯誤が

現実である。 

 その他の環境変化適応の課題として、M 電子は設備投資とそのための資本投入の重要性

も指摘している。中国地場企業はスピーディーに巨額の 新鋭設備投資を行い、大量生産

によるコストリーダーシップを取る積極投資戦略を展開しつつあり、人件費高騰に伴い労

働集約的な加工組立形態での競争力が低下しつつある局面で、コストダウンと中国市場で

の大量販売モデルに対抗するためには日系企業も現地での設備投資でリスクを取る必要が

あるという説には、多くの日系企業の抱えるジレンマが窺えるが、全ての進出企業が中国

現地およびグローバル市場需給に対し積極的な姿勢を示せるかは議論の分かれる所である。 
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第 4 章 本研究のインプリケーションと今後の課題 

 企業の持続的な成長のためには、市場需給やコスト・品質だけでなく取引先の開拓、  

技術や周辺環境条件の変化に対応し、事業形態も含め戦略や組織構造もダイナミックに変

化させなければならず、深圳進出日系企業の事例分析から、部材品質管理能力を中心とす

る競争優位性を維持しつつ、絶えざるコストダウンのための改善提案やベンダー・コント

ロール能力を強化していく努力が重要となる。そのためには現地スタッフの登用と教育訓

練、権限委譲により情報の不完全性を補い、優位性の源泉となる能力の内部化に取組む必

要がある。 

 本研究では、近年変化が激しく、またプレゼンスを増大しつつある中国のビジネスを、

深圳(華南)での事業展開事例から、日系企業の競争優位と成長戦略に敷衍し分析した。 

 中国拠点を単なる安価な生産拠点と位置付けることから、巨大成長市場として捉え直す

という点は共通認識となりつつあるが、実はそのためにはマーケティング機能や開発機能

も拡充し、現地人材の情報ネットワークを活用すると同時に、彼らの能力レベルアップを

図る教育訓練と権限委譲も重要となる点を明らかにする事が出来た。また工夫改善から独

自の設計提案能力を強化する事は企業の成長・次ステージへの飛躍のために必須であろう。 

 もうひとつの理論的貢献は、現地進出後の事業形態の変化に影響する要因として、労働

コストの変化、技術水準の変化、原材料品質の差異などの要因に分解し拡張検討を行った

結果、来料加工型のビジネスが進出先の経済発展段階に伴い、より高い付加価値を生む事

業形態への移行が求められる点も明らかにできた。 

 企業間の分業に関しても、メーカーからの支給材・貸与図型の委託加工から、サプライ

ヤー側が設計提案を行うＯＤＭ型や調達の業務範囲まで「まとめて任せられる」ことによ

り付加価値を高める取り組みについても示すことができた。 

 今後の研究課題としては、①より広範囲な進出事業者に対する定量的な調査、②サプラ

イヤー・中小事業者の視点だけでなく、発注者・メーカー側の意図と相互の経済的利益の

分析が求められるであろう。定量調査に関しては、｢事業形態｣、｢受託形態｣、｢調達先の変

化｣、｢地場企業との比較優位性｣等の項目で、深圳日本人商工会経由でアンケート調査票を

依頼しており、順次回答頂いているが、まだ票数が充分ではなく統計分析は今後の研究に

繋ぎたい。メーカー側へのヒアリングについても、Ｍ電子への発注企業を中心に、今後コ

ンタクトを取り、分業の変化についての追加的調査を計画している。 

 後に、深圳でのヒアリング調査に御協力頂いた企業に謝意を表します。 
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