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中国ビジネス環境の
「新常態（ニューノーマル）」
日本企業にとっての投資機会を読み解く



中国ビジネス環境のニューノーマル
日本企業にとっての投資機会を読み解く

What is the question?

GDP世界第2位の経済大国であり、日本と緊密な経済関係を有する隣国・中国。

足元ではコロナゼロ政策/ロックダウンや不動産バブル崩壊、ウクライナ状勢の輸出へ
の影響により、GDP失速・消費減退・失業者増加など経済が低迷。欧米との対立の表
面化や、中国当局による内・外資企業統制強化といった不安要素を抱える。

今、日本企業は中国とどう向き合うべきなのか。
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Executive summary

1
無視できない巨大市場

COVID-19で減退も以前として規
模の大きい中国市場。今後は回
復、成長の見通し

中国独自の商習慣等に対応すべ
くM&Aによるローカライゼーション
が鍵。越境ECという選択肢も

2
「Made in China for China」

世界の工場としての魅力は減退
も、内需向けに生産拠点を維持
拡充する必要性あり

生産拠点拡充にあたり、中国政
府による技術獲得対象領域で
は技術流出対策が肝要

3
AIやEVで先進する中国

特許数や代表メーカーシェアの
観点で、今やAIやEVでは世界の
トップに躍り出た中国

技術獲得には、グローバル展開
を見据えた現地企業の買収・提
携、及び人材確保が重要

市場として 生産拠点として R&D拠点として



1.市場として
無視できない巨大市場
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中国における個人消費は、上海ロックダウン等により減退しているものの、
依然としてその規模は巨大かつ、政府の経済刺激策により今後は回復見込

Source: Euromonitor、各種二次情報、Roland Berger

中国における小売市場動向

1 市場として無視できない巨大市場

各国の小売市場規模推移1） [USD billion] 経済刺激策

• 大きな打撃を受けた5つの
セクター1)の対象者・
企業への保険料支払い
猶予制度

• 失業保険者向け補助金
制度の延長

• 地方債による財政資金の
原則8月末までの活用

• 石炭生産量の維持
• 石炭鉱山の生産能力
増強認可の見直し

• ’22年、水力発電と石炭
火力発電の新規プロジェ
クトを複数開始

• 円滑な貨物輸送の実現
• 民間航空業界に3兆円の
緊急追加融資

• 国内線・国際線ともに
旅客便を順調に増便

• 自動車購入制限の緩和
• 世帯状況を改善する
ため、都市特化の政策
を今後採用

• インフラ等の公共事業
の促進

財政政策

産業・サプライ
チェーンの
安定化

エネルギー
安全保障

個人消費と
効果的な
民間投資

金融

• 銀行による中小企業等への貸付金の元利金
返済の猶予

• 商業手形支払期間を1年から6ヶ月へ短縮

2022年
経済刺激策
パッケージ

生活保障
• 失業手当や生活手当受給者、その他生活
困難者に対するサポート

• 物価上昇に比例して社会保障費を引き上げ
る仕組みの早期実施

1) 店舗での販売額と、ECでの販売額の双方を含む。2022年以降は予想
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+7.6%

COVID-19の蔓延に伴い減退したものの、今後は回復見込み
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中国は世界最大の外貨準備高を有しており、経済刺激策の実現性は高いと思料

2021

3,140

2020

3,250

2022/320182017 2019

3,073
3,108

3,217

3,120

IndiaRussiaChina Japan

1,406

Switzerland

3,250

1,110

643 632

世界最大の外貨準備高を誇る中国

外貨準備高［10米億ドル、2021年］

中国のマクロ経済において重要な役割を果たす外資系EXコントロール

中国外貨準備高[10米億ドル、2017-2022/3]の推移

出処：The People's Bank of China、Roland Berger

貿易黒字

FDI

QFII 1)

1) Qualified Foreign Institutional Investor

中国の外
貨準備高

• 貿易のための対外支払を安定化・確保するため

• 現地通貨（人民元）の為替レート安定化

• 財務リスクに対する抵抗力を高める（特に、外部環
境の不確実性が高まっている状況において）

• 海外資金調達力の向上

中国マクロ経済の安定化要因の一つ

3月の急激な
落ち込み

1 市場として無視できない巨大市場
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長期的にも「共同富裕」政策による中・上級層の増加に伴い、
中国の内需は持続的かつ堅調に推移すると思料

中国の内需を長期的に牽引するドライバー

2011

1.3

2018

52%

<5%

2000

25%

中・上級層

1.3 1.4

1)1日の可処分所得が10ドル以上の人口 2) 1元＝20円

1 市場として無視できない巨大市場

中国における中・上級層人口1)比率の推移と他国比較

中国の内需を支える中・上級層人口比率は急激に増加、先進国比較で未だ増加ポテンシャルあり

中国の中・上級層の推移[10億人] 世界各国の中・上級層比率の比較

7億人
(2018)

中間層増加を掲げる国家政策

オリーブ型の所得分布構造を目指した「共同富裕」
政策で、2030~35年までに中間層の倍増を志向

• これまで経済発展の効率性を重視してきた中国
が、公平性の問題に取り組むことで持続的な経
済発展に舵切り

• 「共同富裕」政策では、富を分配することにより
2030~35年をメドに、中間層人口を倍増させるこ
とを企図

– 特に寄付によって高所得層の富を低所得層に
分配する3次分配が活発で、上場企業70社以
上が寄付の意思を表明
(テンセントやアリババは2兆円規模2)で社内に
専任部署を設置)

– 一方で、税や社会保障などの財政支出によっ
て分配する2次分配の動きは鈍いが、固定資
産税の1つである不動産税を試験導入

Source: Pew Research Centre、World Bank、Chinese Academy of Social Sciences、Roland Berger

日本

52%

アメリカ中国

97%97%

イギリス

99% 100%

フランス
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コロナ禍でも中国市場に期待し、事業拡大意向を示す外資企業が多数

1 市場として無視できない巨大市場

各国企業の中国進出意向

欧米企業 日系企業

在中英国企業の中国投資額1）[%] 投資増加の理由2）[%]

1) 2020年時点での結果を使用 2)複数回答可能
3) 2021年時点での結果を使用

44%

37%

7%

11% 増加する

維持

減少する
不明 82

25

21

市場の潜在性

消費者支出
の増加

市場の他企業
との協業機会

Volkswagen, chief executive

"中国に強くなることは、我々にとって財産。
中国は我々にとって戦略的に非常に重要"

JETRO,海外調査部
中国北アジア課長代理

"在中欧米企業の多くは、中国からの輸出で
はなく中国市場を目掛けた販売・サービスの
提供に重きを置くようになっている"

中国での事業拡大意向3）[%] 拡大機能の詳細2）[%]

拡大

撤退

現状維持
55%

3%

縮小

~1%

41%

60

39

25

24研究開発

販売機能

生産（高付加
価値製品）

生産
（汎用品）

トヨタ、取締役社長

"中国市場の消費の潜在力について、トヨ
タはさらなる発掘の価値を見出している"

中国日本商会、副会長

"日系企業の多くは、中国への投資を続け
たいとの強い意志を持っている"

Source: JETRO、各種二次情報、Roland Berger
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中国市場での成功には現地企業のM&Aによるローカライズが重要。
多くの外資系企業がM&Aにより市場参入・プレゼンス拡大に取組む

現地企業のM&Aによるローカライズ対応事例

1 市場として無視できない巨大市場

Source: 各種2次情報、エキスパートインタビュー

外資系企業による現地企業の買収事例特に中国にて現地企業のM&Aによるローカライズが有望な理由

• Kerry社がJining Nature Group社を買収し、
中国事業拡大を企図

• 既に確立された流通・外食チャネルを通じて地域
市場に深くアクセスすることで、Kerry社の中国顧客
基盤を拡大

• Symrise社がペットフード嗜好性向上剤の中国大手
Wing Pet Food社を100%買収

• Wing Pet Food社の既存顧客の獲得及び、最も成長
が著しいペットフード市場であるAPAC地域での事業
拡大の足掛かりを獲得

政府の
「国産化
（バイチャイナ）」
推進

独特かつ
多様な中国の
嗜好・慣習への
対応

Kerry

Symrise

• 政府主導で、特定商品の国産品使用を促して
おり、中国企業の商品＞外資系企業が中国で
生産した商品＞外国製品の順に優遇

• 自動車や金融商品など一部商品において、
外資系企業は取扱を制限または中国企業との
提携をマストとされるケースも存在

• 中国はあらゆる面で極端な格差を有しているが
故に他国に比べて嗜好・属性も多様、現地企業と
の市場参入が失敗を抑制

• 例えば、中国では現地サプライヤーや顧客との
関係性構築が重視され、既に関係性のある
現地企業が有利

Kerry社
Jining Nature 
Group社

Symrise社
Wing 
Pet Food社
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一方で、越境ECへの需要も大きく事業機会あり。
特に日本製品の高品質性や幅広い製品ラインナップが評価されている

中国向け越境ECの日本市場概況

Source: 経済産業省、各種二次情報

中国内消費における、越境EC製品の割合[%]

1 市場として無視できない巨大市場

1.9

2013 2020

0.4

41

38

36

32

27

化粧・美容関連

食品・飲料

トイレタリー

健康商品

家電

基礎化粧品

日本ブランドの持つ高
級・高品質性が影響

ヘアケア商材

中流階級・Z世代の高
級シャンプー需要刈取

サプリメント

厳しい日本基準を満た
した安全性の高さが鍵

ウイスキー

口当りの良さに加え漢
字に因る可読性も作用

洗濯機

高性能高価格な製品が
「日本ブランド像」と一致

SK-II
Skin Power

KERASTASE

ELIXIR ULTIME

FANCL
ビタミンB群
30日分

山崎
シングルモルト
12年

Panasonic

ドラム式
全自動
洗濯機

人気製品例中国向け越境ECの市場規模[兆円]



2.生産拠点として
「Made in China for China」
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人件費の高騰やCOVID-19によるサプライチェーン再編を背景に、
中国における生産拠点の位置付けは輸出向けから内需向けへ徐々に変化

中国生産拠点の位置付け変化

「世界の工場」中国の立ち位置変化の背景

Source: Euromonitor、JETRO、世界銀行、各種二次情報

2 生産拠点として「Made in China for China」

人件費1)の高騰[US$] 日系大企業サプライチェーン強化動向2）

中国国内の経済成長に伴い、アジア各
国と比較し賃金水準が増加

COVID-19による物流の混乱で大手製造
業が拠点・調達先の分散化などを企図

1)在アジア日系製造業に勤務する作業員の月額基本給
2） 2021年6年時点での調査結果。資本金10億円以上の製造業大企業234社が調査対象

493

278
236 236

104

ベトナムインド中国 フィリ
ピン

バングラ
デシュ

26%
サプライ
チェーン
の再構築

COVID-19による事業の見直しで想定している取組

具体的な見直し内容(検討を含む)

49%

26%

12%

8%

海外の
仕入調達先
の分散化

海外拠点
の分散化

海外の
仕入調達先
の国内化

海外拠点
の国内回帰

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20052000 2010 2015 2020

-43%

総生産高（GDP）に占める輸出額の割合[%]

中国では国内で生産された付加価値の総額であるGDPに
対し輸出額の比率が減少、その分国内需要(民需)が増加

中国
イギリス

日本

米国
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世界各地への供給拠点を、中国から他地域へ移管し始めている企業が存在

マツオカコーポレーション

Source: 各種二次情報

中国から他地域へ生産拠点を再編している企業事例

2 生産拠点として「Made in China for China」

アパレルOEMメーカーであるマツオカコーポレーションでは、高い技術を
必要としない衣服製造が主要事業であることからより安い人件費を求め、
中国以外の生産国別販売額比率が増加

2020年11月末、世界的な生産体制の運営効率を高めるため中国国内唯一
のテレビ工場を撤退、ベトナムやメキシコ、ハンガリー、エジプトに機能移転

73%
67%

60% 57%
50%

19%
23%

25%
20%

28%

5%
10%

14% 16%

5% 5% 5%
6% 4%

3%

2020

2%
3%

2017 20192018 2021

SAMSUNG

ベトナム

メキシコ

ハンガリー

エジプト

インドネシア
ミャンマー

ベトナム

バングラデシュ

中国

中国
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また、日本ではCOVID-19によるサプライチェーンの脆弱性露呈を受け、
国内投資を促進する補助金制度を導入、脱中国依存の動きが見られる

Source: 各種二次情報

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金の概要

2 生産拠点として「Made in China for China」

• COVID-19による物流の大混乱を受け、国内の生産拠点等の確保を
推進(令和2年度予算額は5,168億円)

• ①生産拠点が一極化しており、その途絶リスクが大きい重要な製品・
部素材、②日本国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部材、
について国内での設備導入等を支援

事業目的・
概要

国
(一社)

環境パートナーシップ会議 民間企業等

補助 補助

補助金制度の概要 採択企業

公募により、主に半導体・ロボット・ディスプレイなどのデジタル、EV・航空
機・洋上風力発電などのグリーン、マスク・消毒・PCR検査などの医療品
分野で活躍する企業、400件以上を採択1)

1) 3次公募までの時点

諸条件 • 補助対象者： 大企業、中小企業等

• 補助上限： 150億円 (2次公募時は100億円)

• 補助率： 大企業1/2以内、中小企業2/3以内

• 補助対象経費： 建物・設備の導入

• 京セラ株式会社

• パナソニック株式会社

• ダイキン工業株式会社

• 日本電気株式会社

• JFEホールディングス株式会社

• 三菱電機株式会社

• 日本電子株式会社

• 川崎重工業株式会社

• ENEOS株式会社株式会社

• アイリスオーヤマ株式会社

• ニプロ株式会社

• 帝人株式会社

• 双日株式会社

• シャープ株式会社

• 株式会社IHI

• 昭和電工株式会社

• 株式会社東芝

• テルモ株式会社

• AGC株式会社
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一方、内需向けに生産拠点を拡充し「Made in China for China」を推進する企業も

2 生産拠点として「Made in China for China」

Source: 各種二次情報、エキスパートインタビュー

新しい取り組み事例 - Made in China for China

ローカライ
ゼーション

BASF社の生産拠点に
最大規模の投資を実施

• 段階的なプロジェクトで総投資額 100億US$

• Verbund Systemの中核となる石油化学プラントと、
C向け製品・ソリューションを開発・生産するため
の工場など

• 2022年に最初の工場が完成予定

BASF上海工場の生産機能拡大に向け
生産ラインの増強投資を実行

• 世界最大のEV市場である中国でのシェア獲得を
主目的に追加投資

• SUV(モデルY)やセダン(モデル3)の生産ラインを
追加増強している模様

TESLA

中国国内での需要増に対応する
ための現地生産拡大

• 中国での需要拡大に対応するため、
ExxonMobil社が広東省で化学品複合施設を
建設(2021年)

• 当該施設では、包装、衛生、自動車、
農業産業向けの化学製品を製造

有機過酸化物生産能力を
2倍に拡大する計画を発表

• 同社は世界最大の有機過酸化物生産企業で、
中国国内における長期的なコミットメントを
推進するため寧波工場に投資

• また、中国天津にも新たに工場建設を計画

AkzoNobel ExxonMobil

湛江上海

恵州寧波、天津
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但し、外資系の誘致は技術獲得が目的であるため技術供与が前提、対策が必要

中国への技術流出事例とその対策例

2 生産拠点として「Made in China for China」

Source: 各種二次情報

…

• 単機 60 万 kW 以上の超々臨界ユニット発電所の建設・経営

• 新エネルギー発電所（潮力・潮流・波力エネルギー）の建設

自動車
製造業

医薬品
製造業

ハイテク
機器製造業

化学製品
製造業

エネルギ
供給業

• 自動車用エンジンの製造およびエンジン研究開発機関の建設
• 自動車基幹部品の製造および重要技術の研究開発

• バイオエンジニアリング技術による新型医薬品の生産
• ワクチン、細胞治療薬物、大規模細胞培養製品の開発・生産

• ウルトラ HD およびハイテクビデオ製品の製造

• 新メカニズムのコンピュータシステムの研究開発・製造

• ポリ塩化ビニル及び有機ケイ素の新型川下製品の開発・生産
• バイオ農薬及び生物的防除製品の開発・生産

…
…

…
…

「鼓励外商投资产业目录」にて外資系向け税制優遇分野を規定

中国への技術流出事例

技術流出への対策事例

中国が今後技術獲得を企図する分野（例） 川崎重工業

TSMC

中国へ製造機能を設ける際に、技術流出を避けるため1世代前の技術を選別

• TSMCは中国への技術流出を懸念し、中国にて製造機能を設けることに対し
て慎重な対応をしていたが、中国市場獲得のために生産機能立上げを決断

• その際、台湾でスマートフォン向けなどに生産する最先端の 5 ナノプロセス品
ではなく、数世代前の車載向け 28 ナノプロセス品に限定

川崎重工業の新幹線に関する最新技術を応用し、中国企業が国際特許出願

• 当時世界最速の380km/hで走行する新幹線「CRH380A」に関して、
中国側は次々と国際特許を出願

• 当該車両の技術は川崎重工業が東北新幹線「はやて」をベースに技術供与
したもので、技術供与契約を交わすにあたって全ての技術を公開すると契約

その他、中国国内で中国向け製品を開発に特化する企業、現地での経験を活かし税制優遇には頼らずに製造能力を拡充する企業も出てきてる



3. R&D拠点として
AIやEVで先進する中国
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中国の研究開発動向

出処：OECD (2021)、WIPO、Roland Berger

20182010 2011 2012 20172013 2014 2015 2016 2019

United States

98

154

515

Germany

100

446

208

366

55

496

169

114

77

613

172
133

China

Japan

South Korea

2010-2019年上位5カ国のPPPによる研究開発総支出 [10億米ドル]

3.07%

2.23%

CAGR 
2015~2019

% of 
GDP

5.43%

8.90%

3.20% 0.49%

3.19% 3.81%

4.64% 6.79%

1) Patent Cooperation Treaty

中国が国際特許出願件数でトップになった

2019 PCT 1) 上位5カ国の出願状況[単位]

中国の研究開発費は首位を走る米国に急接近

58,990 57,840
52,660

19,353 19,085

GermanyChina KoreaJapanU.S.

過去10年で中国の研究開発費は米国に急接近、国際特許出願件数では首位へ

3 R&D拠点としてAIやEVで先進する中国
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市場の成熟度 有望成熟した

先進の
鉄道輸送機器

次世代ITへの
取り組み
通信機器電気

自動車

電力機器

農業機械
設備

バイオ医薬品・
高性能
医療機器

新素材
主要戦略素材
とフロンティア
新素材

海洋工学機器・
ハイテク船用品

宇宙機器

先進的な
基礎材料

航空機器

進
捗
状
況

高
低

1

2

3

次世代ITへの
取り組み

集積回路と特殊機器、
OSと産業用
ソフトウエア

ハイエンド・デジ
タル制御工作
機械・ロボット

エネルギー
効率の良い
自動車1)

「メイド・イン・チャイナ2025」の開始以来、中国は多くの分野で前進、現在も推進中

1) CV用内燃機関の改良を指す。

「中国製造2025（Made in China 2025）」の進捗状況

出処：Roland Berger

「メイド・イン・チャイナ
2025」は、2015年5月に発
表された中華人民共和国
の製造業をさらに発展さ
せるための国家戦略計画

背景

その目的は、中国が外国
からの技術輸入に頼るこ
とを減らし、自国の技術
革新に多額の投資を行い、
国内および世界で競争で
きる中国企業を作ること

3 R&D拠点としてAIやEVで先進する中国
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順位（2005）

特にAI、ドローン、リチウムイオン電池等の先進分野で競争力の高さを誇る

3 R&D拠点としてAIやEVで先進する中国

中国の特許注力分野

Source: 各種二次情報

先進分野での特許出願件数

先進的技術に関わる10分野中9分野で、中国が特許出願件数首位を獲得

AI

量子コンピューター

再生医療

自動運転

ブロックチェーン

サイバーセキュリティ

仮想現実（VR）

ドローン

導電性高分子

リチウムイオン電池

順位（2017）

4位 1位

4位 2位

2位 1位

5位以下 1位

4位 1位

4位 1位

4位 1位

2位 1位

4位 1位

3位 1位

主要中国プレイヤーの動向

AI

DRONE

LiB

• 政府が期待するAi主力企業5社「BATIS」を中心に
グローバル特許出願数で中国企業が上位に

– Baidu（自動運転）、Alibaba（スマートシティ）、
Tencent（医療における画像認識）、
Iflytek（音声認識）、Sense Time（顔認識）など

• 世界最大手ドローンメーカーのDJI社が存在、
世界の民生用ドローン市場で推定シェア7割越え

– 2012年に代表モデル「Phantom」第一弾の発売
を皮切りに、ドローン実用化を牽引

– 自動回避・自動追従機能等、先進技術を搭載

• CATL社が世界電池市場シェアで首位、
中国国内では約5割、世界で約3割のシェア

– コスト競争力を背景に、フォルクスワーゲン、
BMW、TESLA、トヨタ、日産ルノー等、
主要自動車メーカー各社へLiBを供給
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また、政府が技術拡充を推進するハイテクや医療ではスタートアップ投資が伸張

中国国内のスタートアップへの投資額[兆円]1) 特に投資が集中している領域

19.4

201820162013 2014 2015 2017 2019

25.1

2020 2021

24.1

14.1

+33%

Source: 匠新、各種二次情報

3 R&D拠点としてAIやEVで先進する中国

1) 1元＝20円として計算

投資件数(2021) 投資集中要因 被投資企業例と事業内容

1,296件

1,103件

1,026件

ハイテク
機器製造

医療
健康

デジタル
サービス

• 海外依存度の高い半導体や
センサー等の領域での政府
主導の国産化

• COVID-19や米中関係による
半導体チップ不足も後押し

• 少子高齢化による高齢者
産業の成長への期待

• COVID-19流行による医療品
や感染症対策ソリューション
に対する需要の増加

• COVID-19を受け、あらゆる業
界に急速な変化が起きる中
でSaaSなどのデジタルソ
リューションへの期待が伸長

• 自由に論理を書換可能な
自動車向けICチップ提供

• 光量子チップと小型の
光量子コンピューターを
開発・製造

• 世界初のAl駆動の薬品
伝達・製剤開発自動化
製品を提供

• 自動化された細胞低温保
存装置を開発・製造
(260件以上の特許取得) 

• AIによる無人小売店ソフ
ト・ハードウェアを提供

• 越境EC事業者向けにERP
のSaaSを提供、マーケ等
を支援

2019年は中国スタートアップの経営不振が相次ぎ投資が冷
え込んだが、コロナ禍に関わらず投資額は伸長、かつ巨額

スタートアップへの投資状況

GOWIN

Qutronix

Origincell

Cloudpick

店小秘
Dianxiaomi

剤泰医薬
（METiS）
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中国企業との

提携

特定分野にて中国企業から他国企業への技術流出を防ぐ規制がある中、
外資系各社はグローバル展開を見据えた協業スキームを模索

3 R&D拠点としてAIやEVで先進する中国

技術獲得を目的とした買収/JV設立および提携事例

Source: 各社HP、各種二次情報

技術獲得手段 取組み詳細

中国企業との

JV設立

中国企業の

買収

取組み企業 対象企業

特定分野での50%以上の株式取得の禁止、特許買取の制限など、中国企業から他国企業の技術流出に関する法的規制が存在

顧客基盤獲得・技術基盤獲得に向けたEV充電プロバイダーの買収
• Chargedotは自動車充電ステーション・ソフトウェアプラットフォームを保有

• 買収を通した現地顧客基盤に加え、Chargedotの技術基盤を確保する狙い

• 100か国以上に展開しているABBのeモビリティポートフォリオ拡大が期待される

燃料電池システムの開発・組立・販売に向けたJV設立
• Boschは、中国高級商用車メーカーのQingling Motors社と共同でBosch Hydrogen 

Powertrain Systems（Chongqing）を設立

• Qingling Motorsの商用車開発技術と、Boschの燃料電池の技術を掛け合わせ、
燃料電池システム開発を目指す。ドイツ等ヨーロッパ拠点にも横展開の可能性

EV展開に向けた中国バッテリーセルメーカーとの提携
• Volkswagenは、Gotion High-Tech社とバッテリーセルの量産に向けて提携

(その後VolkswagenはGotion株を取得し筆頭株主に)

• Gotionは最先端の電池技術/ノウハウを基に、セル工場のレイアウト~製造プロセス
を支援し、 VolkswagenグループのEV戦略を包括的にサポートする意向

ABB Chargedot

BOSCH
Qingling

Motors

Volkswagen Gotion



23

中国からの技術獲得に向け、現地人材・学生優秀層の採用を推進する企業も

3 R&D拠点としてAIやEVで先進する中国

各企業の人材確保を目的とした取組み事例

1) 2022年2月、Mercedes-Benz Groupに名称変更

Source: 各社HP、各種二次情報

確保対象人材 取組み詳細

上海研究開発センターにて大量の技術スタッフ採用の実施

• 2022年に新設した上海の研究開発センターにて、
エンジニアを中心に100近いポジションでスタッフを募集

• EV技術の最先端を担う中国人エンジニアの獲得を企図

北京での約1,000人に及ぶエンジニア人材の大量採用

• 2021年、Daimler1)は北京にDaimler R&D Tech Center Chinaを設立

• 特に自動運転・AI活用等において先進的な中国の技術活用を企図し、研究・エンジニアリン
グ・シミュレーション・テストと幅広い分野に従事する約1,000人のエンジニアを採用予定

卒業生獲得を企図したワークステーションの設置

• 2021年度末までに南京大学を含めた5つの大学と協力し、ワークステーションを設置

• 科学研究成果の商業化、学生の専門能力の開発、企業訪問、インターンを通して、
先進的な研究に知見を持つ卒業生の獲得を狙う

取組み企業

先端技術者

優秀な学生層

AstraZeneca

Mercedes-Benz

TESLA



終わりに
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巨大なマーケット・拡大する内需を支える生産拠点・先進技術の獲得の場として、中国は魅力的な投資先

終わりに

• コロナ禍にて中国小売市場は世界首位のアメリカに並ぶ3.7兆ドルを記録、中間層は7億人まで成長する等、無視できない大きさの中国市場。
中国独自の商習慣や消費者の嗜好に対応するべく、M&Aによる迅速なローカライゼーションが鍵。一方で越境ECも有力オプション

• 人件費の高騰、コロナ禍におけるロックダウンにより、「世界の工場」としての魅力は減少傾向。
一方で、内需向けの生産拡充の必要性は高まりつつあり、技術流出に留意しつつも「Made in China for China」推進が求められる

• LiB、ドローン、AI等、先進領域での目覚ましい成長が見られる。加えて、コロナ禍でもハイテクや医療を中心にスタートアップ投資は拡大傾向。
中国企業の保有する先端技術獲得に向け、グローバル展開を見据えた協業スキーム構築や、現地人材の獲得などの方法が存在

• 一定経済規模を有する欧州、北米の市場はこれまでのグローバルサプライチェーンから地域内サプライチェーンへの移行による
地域経済圏の強化を進めている。莫大な内需とあらゆる分野で強くなった中国市場も同様の地域経済圏を確立し始めている

• 経済規模として中途半端な位置づけにある日本市場を中心に戦う多くの日系企業はスケールを確保できないだけでなく、
サプライチェーンをコントロールできる経済圏の外側にいるためにグローバル競争力がさらに低下するリスクを抱える

• 中国が地域経済圏に匹敵する大きさと競争力を持った今、日系企業はそれぞれの産業内においてどの地域経済圏において
競争力のある事業サプライチェーンを築くべきか再考する必要がある

欧米に並ぶ中国市場の台頭・デカップリング動向を考慮し、自社の産業内での立ち位置強化を改めて考える必要
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各種お問合せやご質問は、お気軽に下記までご連絡下さい

Disclaimer

This study has been prepared for general guidance only. The reader should not act on 

any information provided in this study without receiving specific professional advice. 

Roland Berger Strategy Consultants GmbH shall not be liable for any damages resulting from the 

use of information contained in the study.
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