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概況

主要華僑系資本の動向
華僑系資本参入の特徴
今後の研究課題

１．概況
1.1華僑系資本の参入動向

現時点において、中国小売市場に参入している代表的な華僑系資本は､表１の通り香港、
台湾、マレーシア、タイの４系列１０グループを挙げることができる。

香港系資本としてはスーパーマーケット「華潤超市」と総合量販店「万佳百貨」を展開
する華潤万家、スーパーマーケット「百佳超市」を出店する和記黄浦、「セブンーイレブン」
（探り||・広州）を展開するデアリー・ファーム（牛妬公司）の３グループがある'･

台湾系資本では総合量販店「大潤発」やコンビニエンスストア「喜士多便利商店」を擁
する潤泰、総合量販店「好又多」を出店する誠泰・宏仁、総合量販店の「楽購」および「上
海ファミリーマート」のチェーン化を進める頂新・味全、カルフールの数店舗に出資し、

自らスーパーマーケット「統森」の展開を図る統一企業、近代的な百貨店「太平洋百貨」
を各地に開いている遠東・太平洋ＳＯＧＯ百貨店の５グループが代表的である。

東南アジア系では高級百貨店「百盛（パークソン)」を出店するマレーシアのライオン・

パークソンと、「易初蓮花（ロータス)」を出店するタイのチヤロン・ポカパン（CP）の２
グループの動きが活発である。

有力華僑系資本１０グループの中国小売市場参入実態を調査し、参入パターン、母国市場
総合量販店とはフランスを中心に発展したハイパーマーケット、アメリカで開発されたスーパーセンタ
ー､日本の総合スーパー等の衣食住３商品を扱うセルフサービス販売方式主体の大型店舗を総称する言葉
として用いられている。
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との事業の関係性、および小売事業の展開状況を分析するのが本稿の目的である。

最初に、中国小売市場の概況を理解するため、全国２７ケ所の県庁所在都市および特別計
画都市を対象に中国経済貿易委員会が行った調査を紹介する。それによると、百貨店分野

における華僑系（統計上の定義で、香港、マカオ、台湾系華僑を指す）および外資系企業
が総売上高に占める割合は2002年、６％に達する一方、大型スーパーでは同２３％の占有率

にのぼっている。また、合計22社の主要華僑系資本と外資の総売上高は1,010億元（１元
＝12.8円）と推定され、消費財小売総売上高の2.5％を占めている（『2003中国零筈業白皮
書』)。

また、国家統計局が行った小売企業の関連調査によると、２００２年末、中国小売市場の企
業数は前年度比10.3％増、小売店舗数は実同３２％増であった。そのうち中国系企業数の増
加率は同10.1％、店舗数の増加率は同30.3％であった。他方、日米欧等の外資小売企業数

の増加率は同27.3％、店舗数の増加率は90.1％と極めて高い水準を記録した。また華僑系

資本（同）の小売企業数の増加率は約15％、店舗数の増加率は98.5％を記録し、企業数と
店舗数の増加は国内系を上回り、店舗数では外資系をしのぐ成長力を示した。この統計デ

ータは中国のＷＴＯ（世界貿易機関）加盟後の１年目に当たる２００２年の数字であり、華僑

系、外資系企業の参入と出店動向は国内企業を上回る勢いをみせている（『2003中国零筈業
白皮書』)。

さらに、小売企業の参入別動向をみてみよう（表２)。「一定限度額以上」（小売企業の売
上高合計が一定の限額（基準）に達した場合に、「限額以上連鎖小売企業」と呼ばれている）
の華僑系企業（香港、マカオ、台湾）の参入件数は１１５件と、日米欧等の外資系企業の同
140件に迫っている。参入方式では華僑系資本の場合、全体の５８％が資本提携と、外資系
の同５４％を上回っており、100％出資の独立資本企業（独資企業）も同１８％と外資系の同

14％より高く、華僑系資本の直接投資に対する積極的な投資態度をうかがわせている。し
かし、店舗数の動向でみると、外資系小売企業が４７９店と華僑系の２６６店を大きく上回っ
ている。とくにフランチャイズ・チェーン方式を含む業務提携による出店が外資系企業は

多く、全店舗数の５１％を占めているのが目立つ。大雑把にいって、華僑系資本は直接資本
を投下してチェーン展開しているのに対して、欧米等の外資系小売企業はフランチャイズ
方式や経営技術の供与といった柔軟な参入方式で店舗数を増やしている傾向が示されてい
る。

華僑系企業の成長は著しい。中国商務部商業改革発展司が集計した『2003年全国上位３０

位のチェーンストア経営状況統計表』（文末附表参照）によると、香港系の華潤万佳が売上
高103億元で第９位にランクされているほか、台湾系の好又多超市が同47億元で第22位
に食い込んでいる。同上位30社にはカルフール、ウオルマート、メトロの欧米系３社が名
を連ねているが、日本企業は１社も見当たらない。スーパーマーケット、ハイパーマーケ
ット、専門店等の量販店市場で華僑系資本は日本企業以上に健闘している。なお中国連鎖

経営協会『2003.2004中国連鎖経営年鑑』によると、香港系の百佳超市が2002年売上高
18億元で総合量販店とコンビニエンスストアの総合ランキング（百貨店、家電専門店、外
食産業を除く）の第25位に入っている。
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表１主要華僑系資本の参入動向
中国での店舗数
(2003年末）

1992年(深tlll）

467

華潤超市

SＭ

万佳百貨

総合量販店

和記黄哺グループ

百佳超市

SＭ

1984年(深#'１）

２０以上

デアリー･ファーム(牛扮
公司)グループ

セブンーイレブン

ＣＶＳ

1992年(深＃||）

150

総合量販店
総合量販店
総合量販店

1998年(上海）
2001年(上海）
1997年(広州）
1998年(上海）

CVS

2004年(上海）

SＭ

2000年(広州）

５

総合量販店

1997年(天津）

３

ＳＭ＆ＯＶＳ

2004年(山東）

華潤万家グループ

香港

参入時期

営業形態

チェーン名

国(地域)名／企業グループ名

潤泰グループ
誠泰・宏仁グループ
頂新・味全グループ

台湾
統一企業グループ

(深｣jll・広州）
大潤発
喜士多
好又多
楽購

CＶＳ

上海ファミリーマ
_卜

統布法宝
家楽福(天津、重
慶、広州）
統一銀座

酒の専門店

88優質連鎖

遠東･太平洋ＳＯＧＯ百貨
店グループ

マレーシア

ループ

タイ

チャロン･ボカパン(ＣＰ）
グループ(正大グループ）

ライオン・パークソング

からＣＶＳへ

4０
150
8０
2５

2002年(福建）

２０以上

康是美

ＤＳ

2004年(深｣;'１１）

太平洋

百貨店

1994年(上海）

８

百盛(パークソン）

百貨店

1994年(北京）

4０

総合量販店

1997年(上海）

1４

易初蓮花(ローダ
ス）

(出所）各種資料から筆者作成。
(注）①ＳＭ＝スーパーマーケット、CVS＝コンビニエンスストア、ＤＳ＝ドラッグストアの略。
②参入時期は基本的に１号店の開店時期。

表２－定限度額以上の中国小売企業概況（2002年末時点）
現地資本
香港、マカオ、台湾（華僑系資本）
資本提携企業
業務提携企業
独立資本企業
投資股扮有限公司

外国資本(香港､マカオ、台湾以外）
外資と中国資本の資本提携企業
外資と中国資本の業務提携企業
外資独立資本企業
外資投資股扮有限公司

企業数
11,088
115

店舗数
28,006

266

6７

201

2４

2９

2１
３

3２
４

140

479

7６

198

4３

242

1９

3５

２

４

合計
11,343
28,751
(出所）中国商業聯合会『2003中国零曽業白皮書』、５頁。
(注）「一定限度額以上」とは従業員６０人以上、年間売上高500万元以上の企業。
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中国連鎖経営協会『同年鑑』の百貨店売上高ランキング（文末附表参照）では、第２位

に台湾系の太平洋百貨（2002年売上高約１１０億元)、第３位にマレーシア系の「百盛（パ
ークソン)」旧約68億元）と、上位に顔を出している。
統計上の制約もあり、華僑系小売企業の位置を正確に把握することはむずかしいが、華
僑系資本が中国小売市場において日米欧企業に対抗する有力な勢力を形成している様子は
おおよそ確認できる。

1.2市場開放政策の推進

中国小売市場の開放は1992年７月から始まった。国務院は、北京、上海、天津、大連、
青島、広州の６都市と５つの経済特区に１社ないし２社の外資合弁事業を試験的に許可す
る方針を決定した。その結果、1998年末までに主要１１都市で２０社の合弁企業の設立が認
可され、そのうち１３社が事業を開始した。ただし、100％外資の独資事業は引き続き認め

られなかった。その間、中央政府とは別に､地方政府が独自の市場開放を進めた｡98年末、
地方政府許可による中外合資小売企業数は実に、２７７社にのぼった（『能力雑誌』２００３年

１０月号)。中央と地方の間に生じたこの政策的「隙間」を突いて、外資は積極的に合弁事
業を設立した。
表１で集計した華僑系資本の中国市場参入動向をみると、1984年、和記黄哺グループの

「百佳超市」が深ijll市へ進出した例が最も早い。ついで、市場開放政策の導入された９２
年から９４年にかけて、香港系の華潤万家とデアリー・ファーム、台湾の遠東．太平洋百貨

店、マレーシアのライオン・パークソンが相次いで最初の店舗を開設した。この時期に華
僑系資本の中国市場参入が本格的した｡これは95～96年にかけて中国本土１号店を開設し
たカルフール、ウオルマート等の欧米総合量販店より若干早く、９６～97年にかけて同１号

店を開業した日本のイオン、イトーヨーカ堂より数年早い。
台湾の統一企業､タイのＣＰグループによる中国小売市場への参入時期は９７年とやや遅
い。両グループとも食品関連事業ではいち早く生産拠点を構築したが、小売業へは消費ブ
ームが東部沿岸部を中心に本格化する９０年代後半に進出した。

1990年代､華僑系資本が設立した合弁事業の多くは地方政府による認可事業で占められ
ていた。上述した地方政府認可企業277社をみると、約６９％に当たる191社は香港、マカ

オ、台湾の華僑系資本と中国資本との合弁事業で占められていた。加えて、中央政府が認
可した試験的小売合弁事業のリストをみても、華僑系資本の進出は活発である。９８年まで
に中央政府が認可した小売合弁事業リストに挙がっている１８件のうち､半数以上が香港系

を中心とした華僑系資本で占められており、そのなかには華潤､百盛の名がみられる(胡、
2001)。

華僑系資本が日米欧系企業に先んじて中国本土に進出したのは、華僑資本の中国市場参
入に対する強い関心を反映している。華僑資本の中国市場に対する積極的な参入態度は、
第１に、地理的、文化的、歴史的に近接しており、中国市場の将来性を理解しやすく、投

資リスクを抑制する術を知っていたからと推測される。第２に、母国市場である台湾や香
港の市場は狭く、競争圧力も増していた。それに対して、中国市場は未開発かつ膨大であ
った。第３に、日米欧企業と違って、華僑系企業の多くは後に述べるように、母国市場で
製造業から小売業まで多角的に事業展開をしている点に関連している。中国の市場開放は
製造業から始まっており、統一企業や頂新、ＣＰグループのように製造業で中国市場に進
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出し、その後小売業に進出する例もあった。小売業のみを展開する日米欧系企業より、市
場理解等の点で参入しやすい条件にあったといえよう。

９９年６月、中国国家経済貿易委員会と対外貿易経済合作部はＷＴＯ（世界貿易機関）加
盟を控えて、「外資系企業による商業企業の投資試行規則」を発表し、小売業の市場開放地
域の拡大と合弁事業の審査基準（合弁事業主体の資格、資本金、出資比率、合弁期間等）
の明確化を図った。

０１年１１月、中国はＷＴＯに加盟し、「04年までに外資小売企業による参入地域と出資制
限を全面的に開放する」と国際的な約束を行った。０４年４月、ＷＴＯ加盟時の公約を履行
するため、新しい外資投資政策を公表し、０４年６月時点で外資系中小企業の参入規制を撤
廃し、ついで同年１２月、出資比率と出店地域の制限を撤廃した。外資による中国小売市場
への参入が大幅に開放されることになり、外資の参入攻勢は一段と活発化した。
一連の市場開放策のなかで華僑系資本は外資と同様の扱いを受けているが､０４年４月の
新規則の実施に当たっては０４年の初めから中小企業規制や出店地域･出資比率の制限撤廃
措置を、香港、マカオ企業に対してやや早い時期から与えている。
２．主要華僑系資本の動向

表３は、企業グループ別に、１０の有力華僑系企業の中国および母国市場での小売事業展
開をまとめたものである。各企業グループは母国において小売事業を運営しているが、必
ずしも母国と中国ではまったく同じ事業展開をしているわけではない。台湾系の頂新グル
ープは台湾で傘下グループの味全グループを通じて、おもにスーパーマーケットを展開し
ているが、中国においては総合量販店事業を展開し、今後はコンビニエンスストア事業を
重視する方針である。また、統一企業グループの場合は、台湾での小売事業ではおもにコ
ンビニエンスストアの「セブンーイレプン」を展開してきたが、中国ではカルフールの現地

法人への資本参加に始まり、その後スーパーマーケット等の展開に乗り出した。誠泰・宏
仁グループは中国で総合量販店を展開しているが、台湾では小売業から撤退している。以
下、各グループの概況を順次、説明する。

2.1華潤万家グループー華潤超市、万佳百貨一

華潤万家（ChinaResourcesVanguardCoLtd.，略称ＣＲＭ）は華潤グループの流通部
門である。華潤グループの前身は香港の聯合行（Liow＆ＣＯ.）であり、1938年の設立とい
う歴史のある企業である。聯合行は1983年、華潤（集団）有限公司として再編成され、本
部を香港･湾仔港湾道に置いた｡2003年末､グループ全体の資産総額は816億香港ドル（１
香港ドル＝１４円）で、小売業のほか、不動産、酒類、食品ｶﾛｴ・販売、紡績、電子関連、
石油、化学製品、電力、セメント、保険、情報関連、建設産業と多岐にわたる事業を手掛
けている。華潤万家は香港の華潤超級市場有限公司と深ill市万佳百貨股扮有限公司が統合
し誕生した会社である。まずその経緯を説明しておこう。

華潤超級市場有限公司（ChinaResourcesSupermarket（HongKong）ＣＯ・Ltd.）は香
港でスーパーマーケットや卸売事業を行い、８０年代には香港で「百佳（パークン・ショッ
プ)｣、「恵康（ウエルカム)」につぎ、売上高第３位のスーパーマーケットとなった。９２年
深＃１１市に１号店を出し、その後、蘇州、天津、北京、徐ｌ１ｌ､lなどの地域で、「赤色の看板」が
目印の店舗を展開した。
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表３主な華僑系企業グループの中国小売業進出概況（2004年１０月時点）
企業グループ名
華潤万家グループ

香港系

和記黄捕グループ

デアリー・ファーム

(牛妬公司）グルー

中国での展開
華潤
万佳
百佳超市

業態

本国・本地域での展開
華潤

SＭ

総合量販店
SＭ

百佳超市

SＭ

屈臣氏

ＤＳ

屈臣氏

ＤＳ

豊澤電器

電器量販店

セプンーイレブン

CＶＳ

セプンーイレブン

CＶＳ

(深j;lll・広州）

プ

潤泰グループ

誠泰・宏仁グループ
頂新・味全グループ

業態
SＭ

大潤発

総合量販店

喜士多

CＶＳ

好又多

総合量販店
総合量販店

楽購（2004年７

ＳＭ
Welcome（恵康）SM
Welcome（恵康）
ＤＳ
Mannings（萬寧）ＤＳ
Mannings（萬寧）
IｋｎＡ
家具店
大潤発、亜太、大買家
総合量販店
(2001年２月仏オーシ
ヤンと提携）

松青、丸九

SＭ

総合量販店

家楽福（カルフール）
(資本提携のみ）

総合量販店

酒中心の

セプンーイレブン統一
超商

ＣＶＳ

ＣＶＳ
ＤＳ

康是美

ＤＳ

月英テスコと提

携）
上海ファミリー

CＶＳ

マート

統一企業グループ

台湾系

統窓(2003年仏．
法宝グループ

SＭ

(Aubergine）と

提携）、統一銀座
家楽福（天津、重
慶、広州）（資本
提携のみ）
88優質連鎖（福
建省）
康是美（深fIll）
、

遠東・太平洋ＳＯＧＯ
百貨店グループ

マレーシア系
タイ系

ライオン・パークソ

太平洋

百貨店

遠東（計画中）
愛買吉安（計画
中）

百貨店
総合量販店

Parkson(百盛）

百貨店、ＳＣ

ングループ

易初蓮花（ローダ

(ＣＰ)グループ(正大
グループ）

ス）

、

総合量販店

広州・正大万客隆

ホールセー

(マクロ）（０４年
ロータスに転換）

ルクラプ

(出所）各種資料から筆者作成。
(注）Ｓｃ=ショッピングセンター、その他の略称は表１に同じ。
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百貨店

＝代（DreamMall）
夢時代（DreamMall）

Ｓｃ

オニＳＯＧＯ二
太平洋ＳＯＧＯ
百貨店
速東
百貨店

SＭ

チャロン・ポカパン

高島屋

愛買吉安（2001年２月
仏カジノと提携）

総合量販店

遠企購物中心

Sc

ParksonGuPand
ParksonR 1ａ

百貨店､総合
麓販店

SouthClDin2Sea

専門店

TescoLotus(テスコ・ロ
ータス）（1998年英テス
．と提携）
マクロ（オランダのSHV
グループ）との提携

総合量販店、

セブンーイレブン

ＣＶＳ
CＶＳ

ＳＭなど
ホールセー
ルクラプ
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一方、探り||市万佳百貨股扮有限公司（ShenzhenVanguardSuperDepartmentCo､Ｌｔｄ
の前身となる深＃'１万佳連鎖商業有限公司）は９１年１２月、設立された中国系国内企業であ
る。当初の業績はあまりかんばしくなかったが、経営陣がアメリカを視察した後、９４年７

月、ウォルマートのサムズ・クラブを手本に、深｣blll・福田で倉庫型店舗「華強店」を開店
した。この店舗はたちまち繁盛店となり、経営好転のきっかけとなった。しかし、９６年、
ウォルマートが深jjllで中国１号店を開き、同地域に集中出店したこともあり、競争が厳し
さを増した。万佳百貨は苦戦しながらも、つぎつぎと新店舗を開設し、２００１年売上高は

20.01億元に伸ばし､広東省小売売上高ランキングで第１位となった(中国連鎖経営協会、
2002)。
０２年３月、華潤グループは万佳百貨股扮有限公司の株式をすべての株式を購入し、０２

年７月、新会社の華潤万佳有限公司が誕生した。本部は深#||に置き、店舗名は「華潤万佳」
に統一した。なお華潤グループを統括しているのは持ち株方式会社の華潤創業有限公司で
ある。02年８月、華潤創業有限公司は華潤万佳有限公司の株式の６５％を取得し、華潤万佳
有限公司を直接管理している。また０２年９月には江蘇省最大のスーパーマーケット、蘇果
超市有限公司の株式39.25％を買収した。

華潤万家の中国戦略は、「多地域、多業態」路線を特徴としている。現在、中国の南部、
東部、北部で、３つの小売業態を同時に展開している。１つは、大型の総合量販店であり、
平均売場面積１．５万平方メートルで､顧客にワンストップ･ショッピング機能を提供する。
２つ目は、4,000～6,000平方メートルのコンパクトな総合量販店であり、衣食住の一般消

費財を中心に販売している。３つ目は、売場面積2,000平方メートル以下のスーパーマー
ケットであり、食品主体に毎日の生活に必要な商品と利便性を提供している。

０２年、華潤万佳は中国で７５店舗を一挙に開設したが、あまりにも急速な店舗展開の反

動から、売上高は増加しているものの、収益的には苦しい状況に陥った。０３年には新規出

店数を１１店舗に抑え、０３年９月には企業イメージを一新するため、社名を「華潤万佳」
から「華潤万家」に変更した（『超市周刊』2003年１１月１７日付)。
出店地域は南部を重視している。南部は香港と地域的に距離が近く、消費習慣もある程
度香港と共通している。９２年以来、深tlll市広東省の主要都市に相次いで店舗を設けた。０３
年１１月時点、華潤万佳は大型総合量販店１８店舗を持っているが、その大半が広東地域に

ある。また華南で総合量販店13店舗､スーパーマーケット170数店舗を展開している(『璽
港信息日報』2003年１１月１１日付)。1990年代半ばには東部の蘇州で１号店を開き、０３年
末、漸江、蘇り''１|、上海の３都市で９０数店舗のスーパーマーケット、１０店舗の総合量販店
を展開している。華北では９６年、天津に進出したのを皮切りに、９８年には北京に進出し、

2003年末時点、天津・北京の華北地区でスーパーマーケット９０店舗、総合量販店６店舗
を出店し、全国的なチェーン組織を形成した。華僑系資本で最大規模だが、積極的な出店
に見合った経営体質の強化が課題となっている（（『超市周刊』2003年１１月１７日号、『新
快報』2003年11月１１日付)。
04年５月、われわれは深川・羅湖店と広州・東銀店を見学した。２店舗とも大型総合量

販店であり、「万佳百貨」の看板が掲げられていた。深｣;111．羅湖店の売場面積は約２万平方
メートル、広州・東銀店は16,000平方メートルである。食品から日用雑貨、家電品まで揃
っている。商品構成は日本の総合スーパーと似ているが、レジは１箇所に集中されている
ハイパーマーケット方式が採用されていた。食品売場には伝統的な市場を坊佛とさせる精

－１２１－
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肉・惣菜売場が設けられ、活気が溢れている。われわれが香港・銅鍵湾で見学したスーパ
ーマーケットの「華潤超級市場」とは明らかに異質な売場であり、カルフールをはじめと
したハイパーマーケットに特徴的な「マルシユ」（市場）的イメージの創出を狙っていた。

2.2和記黄哺グループー百佳超級市場、屈臣氏一

香港の和記黄浦有限公司（HutchisonWhampoaLimited（ＨＷＬ））は４２ケ国で事業
を展開する巨大国際企業である。事業領域は、（１）港湾関連、（２）テレコミュニケー
ション、（３）不動産・ホテル、（４）小売業・飲料水製造、（５）エネルギー・建設事
業の５部門で構成されており、2003年度売上高は186億６，０００万ＵＳドルに上っている。

子会社の屈臣氏グループ(ＡＳ・Watson＆Company）がアジアにおいてドラッグストア
の「屈臣氏｣、スーパーマーケットの「百佳超級市場（パークン・ショップ)｣、家電専門店
の「豊澤｣、免税店の「Nuance-Wbltson｣、食品と調理器具を集めた専門店「Great」の５
事業を運営している。このうち０４年現在、「パークン・ショップ」は200店舗以上を展開

し、香港最大のスーパーマーケット・チェーンであり、「豊澤」も６０店舗以上を有し香港
最大の家電専門店チェーンである。屈臣氏グループが和記黄哺グループの傘下に入ったの
は８１年のことである。８７年ドラッグストアの「屈臣氏」が台湾に、８８年マカオとシンガ
ポール、９４年マレーシア、９６年タイと、順次出店を拡大した。また家電専門店チェーンの

「豊澤」も９８年、台湾に進出し、現在５店舗を展開している。

中国における和記黄浦グループの小売事業は、大きくドラックストアの「屈臣氏」とス
ーパーマーケットの「百佳超級市場」の２つに分けることができる。「百佳超級市場」が
中国南部の深#||市蛇口で中国１号店を開いたのは1984年である｡これは外資系小売業とし
て最も早い進出例であり、中国におけるスーパーマーケットの黎明期に当たる。当初、深

＃１１地域を中心に､売場面積800平方メートル前後の中小型スーパーマーケットを出店した。
その後、００年には広州で最初の大型店舗を開いたのを皮切りに、広東省中心に売場面積

6,000平方メートルから２万平方メートルの総合量販店を出店した。
2003年現在、「百佳超級市場」は南部の広州、深｣ﾘ'１，束莞を中心に20店舗以上を出店
している。われわれは０４年５月に、広州・富景店を見学した。広州・富景店は「メガスト
ア」と呼ばれるハイパーマーケツト型の大型総合量販店であり、通常のスーパーマーケッ
ト業態の「百佳超級市場」とは規模や品揃えがまったく異なっており、低価格訴求も徹底
して行われていた。取扱商品は食品のほかに、生活用品、雑貨、衣料品、家電製品などを
揃えており､高層ピルの１階から４階までを使用した店舗規模は16,000平方メートルと広

州最大級である。価格政策では「至抵価（低価格）」、「破抵価（低価格をさらに破る劇
的低価格）」、「長期至抵価（長期間な低価格）」、「時時最抵価（常時低価格）」と４
種類の低価格プログラムを導入し、自店価格が他店より高い場合、他店との差額を５倍に
して返却する最低価格保証制度を実施していた。この制度を実行するため、フリーダイヤ
ルのホットラインを提供し、自店より安い価格で提供している店舗の価格情報を知らせて

くれるように、顧客に呼び掛けている。また「メガストア」では「百佳超級市場」が開発
したＰＢ（プライベート・ブランド）商品の「百佳牌」、「超値牌」を提供している。な
おスーパーマーケットの｢百佳超級市場｣の場合､最低価格保障制度は採用されていない。
低価格の表示も「破抵価」、「長期至抵価」の２つのみであった。

JoumaloflnncMaliOnManagemenWo２
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さて、もう１つの事業展開の柱であるドラッグストア「屈臣氏」の前身である広東薬局
は１８２８年、中国・広州で設立された。その後、事業展開の重心は香港へ移転され、１９１０

年、いったん中国市場から撤退したが、1989年、「屈臣氏」という店名で、中国でのドラ
ックストア事業を再開した。04年６月時点、「屈臣氏」は上海、広州、北京およびその周
辺都市の計１５都市で４０店舗を展開している。香港や台湾で低価格戦略が著しい成果を挙

げおり、最近、中国においても最低価格保証制度を導入した（『新華網』２００４年６月２５
日付）。
2.3デアリー・ファームーセプンーイレプンー

デアリー･ファーム（DaiIyFarmlntemationalHoldingsLimited）は1886年、香港で
設立された。創立者は、スコットランド出身の外科医１名と香港出身のビジネスマン５名
である。中国語の名称は牛妬公司（牛乳会社という意味）である。１８８６年、英国から８０
頭の乳牛を輸入して、香港で乳業を開始した。1904年に冷凍食肉の輸入を始め、同年香港

の中央駅で最初の小売店舗を開いた。1928年、食品小売店舗数は６店舗に増加し、その後

1964年、香港の食品小売店チェーン「ウエルカム」を買収し、成長路線へと踏み出した。
1976年までに香港島と九龍で１９店舗のスーパーマーケット「ウエルカム」を展開した。
その間、1972年にイギリスの怡和集團（JardineMathesonLtdjグループ傘下の香港地

産グループ（TheHongkongLandCompanyLtd.）入りしたが、デアリー･ファームの公
式ホームページによると依然としてデアリー・ファームは経営上の独立性を保っていると
述べている。

表４はデアリー・ファームの小売事業の国際展開をまとめたものである。スーパーマー

ケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアを中心に東アジア全域で際立った存在感

を示している。表には記載されていないが､香港でレストランチェーン「美心(Maxim，s)」
などを擁している。日本でも９５年、西友と合弁会社を設立し、価格訴求型スーパーマーケ
ットを出店したが採算がとれずに撤退した経験をもつ。０３年１２月末現在、総売上高は４５

億ＵＳドルを挙げ､総小売店舗数は2,570店舗､従業員数は56,800人の規模に達している。
表４デアリー・ファームの小売事業の国際展開状況
業態
スーパーマーケット

ハイパーマーケット

ドラッグストア

各地における店舗名（地域・国、出資率）
1.Welcome（恵康、頂好）－香港（100％)、台湾（100％)。
２.ColdStorage-シンガポール（100％)、マレーシア
３.Giant－マレーシア（100％）
４.Hero－インドネシア（業務提携）
５.Foodworld-インド(49％）

Giant－マレーシア、シンガポールとインドネシア

1.Mannings（萬寧）－香港（100％）
２.Guardian-シンガポール（100％)、マレーシア（100％)、
インドネシア（業務提携）

コンビニエンスストア

３.ＨｅａｌｔｈａｎｄＧｌｏｗ－インド（50％）
４.O1iveYbung-韓国（50％）
1.Seven-Eleven-香港(100％)､シンガポール(100％)､中国南部(65％）

家具専門店

IKEA-香港（100％)、台湾（100％）

２．Starmart-インドネシア

(出所）2003年末現在同社ホームページを基に作成。
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デアリー・ファームは東アジア全域では積極的な出店が他の華僑系資本以上に目立つが、
中国市場に関してはやや慎重な姿勢がうかがえる。中国で展開している事業の中心はコン
ビニエンスストアである。同社は８９年、親会社のJardineMathesonが香港で展開してい

る「セブンーイレブン」(228店舗)の経営権を取得し､03年には480店舗以上に増やした。
最初に中国でセブンーイレブンを出店したのは９２年、広東省探り11市においてであった。そ
の後、９６年７月にはアメリカのセブンーイレブン本社から広東省におけるセブンーイレブン

の事業展開権を獲得し、広州市対外経済貿易委員会と合弁企業を設立し、９６年１年間で５０

店舗のセブンーイレブンを開設した。しかし、９７年、国家経済貿易委員会はデアリー・フ
ァームに対して同委員会の許可が必要として､一時的に広東省におけるセブンーイレブンの
出店を中止した｡９９年に､国家経済貿易委員会はコンビニエンスストアを規制対象外とし、

外資出資比率は６５％まで可能とするとの方針を公表した。それを受けて、同社は新たに設
立許可を申請し、０１年広東省におけるセブンーイレブンの出店を再開した。これは最初に

中国の中央政府から設立許可を得た外資系コンビニエンスストアのチェーンである。０３年

末、セブンーイレブンの店舗数は南部中心に１５０店舗を超えた。（『中国経営報』２００１年９
月８日付)。
香港と広州でセブンーイレブンの店舗を見学した。品揃えの基本は日本のコンビニエン
スストアと類似しており、食品から雑誌、日用雑貨、ファーストフード、弁当などを扱っ
ていた。しかし、軽食ができるスペースを設けているなど、日本では見られないレイアウ

トもあり、全体的に店舗面積は日本より小さめだった。とくに、駅やホテルに付属してい
る店舗は５～１０坪前後のミニ店舗であった。

2.4潤泰グループ－大潤発、喜士多一
台湾の潤泰グループは中国と台湾で総合量販店チェーン「大潤発」を運営している。た
だし、本業は建設と紡績であり、1996年９月台湾で大潤発流通事業股扮会社（以下、略称

「大潤発」）を設立して、流通産業に参入した。「大潤発」は97年、総合量販店チェーン
の大買家を合併し、続いて９８年には同じく総合量販店チェーンの亜太量販を買収した。そ
れにより､台湾総合量販店市場でフランスのカルフールについでナンバー２の座についた。

しかし、潤泰グループの本業である紡績と建設分野は不景気の影響を受けて、不振に陥
った。２０００年以降建設・紡績部門を縮小し、流通分野に比重を置く方針を打ち出したが、

グループ全体の負債額が大きく、「大潤発」の店舗拡大のために必要な資金調達が困難と
なった。当時、「大潤発」はすでに中国に出店しており、店舗の運営方式は現地の人々に
受け入れられており、業績は順調に推移していた。そこで、01年フランス第２位のハイパ
ーマーケットのオーションと資本、業務提携した。具体的には、０１年２月、オーシャンは

台湾の「大潤発」の株式67％を購入し、中国事業も共同化することになった（『経済日報』
2001年２月２３日付）。
潤泰グループが中国に進出したのは台湾で「大潤発」を設立した直後であった。９７年４
月、上海で上海大潤発有限公司を設立し、翌98年７月に１号店を開店した。店舗面積は３

万平方メートルであり、初日の売上高は450万元と記録的な好成績を挙げた（『経済日報』

1998年１１月１６日付）。
９９年、出店範囲は上海から蘇州へと拡大し、４店舗となった時点で、単年度決算で黒字
転換した。当時の中国事業の責任者によると、当時､客単価は台湾の２分の１ぐらいだが、
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来店客数は台湾の２倍で、数量増で利益を上げていた（『聯合報』2000年７月３日付）。
01年、オーシヤングループ入りすることになり、中国で共同出資会社の康成公司を設立し
た。潤泰グループが３分の２，オーシヨンが３分の１をそれぞれ出資した。その時点で、

「大潤発」は中国で１１店舗を展開していた。０１年の提携後には４０億元近くを投入して、

10店舗前後を新規出店する意欲的な計画を打ち出した(『経済日報』2001年２月８日付)。
提携後も、これまで通りオーシャンと大潤発という個別名称で店舗は運営されているが、
商品調達や経営管理は統一された。

ちなみに、オーシヨンによると、中国戦略は店舗の数を競うのではなく、出店した地域

でナンバー１の店舗となることを目標としている。０３年１２月、オーシヨンは北京市四環
道に接する住宅地に、中国で７番目の店舗を開いた。業績は順調に推移していると報じら

れている（『経済日報』2003年１２月２４日付）。両チェーンを合計すると、03年時点総店
舗数は40店舗以上に達した（『聯合報』2003年８月２日付）。
潤泰グループの中国戦略で忘れることができないのは、コンビニエンスストアの「喜士

多（C-store）」事業である。０３年８月現在、上海で150店舗を擁しており、2003年末か
らは南部の広州・深;Ijll・東莞から東部の昆山や杭州などの地域にも出店地域を拡大した。
昆山や杭州などの都市の店舗費用は上海より安く、発展速度はより速くなるとの見通しを

立てている（『聯合報』2003年８月２日付、中国連鎖経営協会ホームページ）。
2.5誠達・宏仁グループー好又多一

広東省を中心に、総合量販店の出店攻勢をかける好又多超市連鎖グループは1997年８

月、広州で設立された台湾系小売チェーンである。台湾最大級の企業グループ台湾プラス

チックグループ会長の息子である主文洋が率いる宏仁グループ（30％）と、台湾の誠達グ
ループ（45％）が共同で出資した現地合弁会社が運営している。中国において、宏仁グル
ープは電子関連およびプラスチック関連事業を、また誠達グループは靴製造業を、それぞ

れ主力事業としている。なお、好又多連鎖グループの呼称は複数あるが、ここでは文末附
表の商務省資料にしたがっている。

１９９０年代、宏仁グループは台湾で「亜太量販」という総合量販店を展開していたが、９８
年に「亜太量販」の持ち株70％を「大潤発」を持つ潤泰グループへ売却し、撤退した。そ
の代わりに、流通事業の展開可能性を中国に見出し、「好又多（Trust･Mart）」の店舗展

開に挑戦した（印、2003）。「好又多」は当初、正式な営業許可を得ないまま出店され、
02年末、広り''１|政府の指導に応じて、広り'１１|・信和グループと提携して現地合弁企業である好
又多商業広場有限公司を設立し、はじめて正式な営業許可を獲得した（『財経時報』２００４
年２月２３日付､『聯合報』2003年１２月３日付、『２１世紀経済報道』2003年１月１０日付)。
04年、日本の野村證券とアメリカのシテイバンクにそれぞれ５％の株式を売却し、０５年に
香港と中国での株式上場を計画している。

このように好又多超市連鎖グループの店舗展開は中国南部を起点に展開している。中国
１号店は、９７年広州で開店した天河店であり、その後、広東省から福建省へ出店地域を拡

大した。現在は上海、杭州、北京、天津など出店地域は全土に広がり、０３年末、店舗数は
80数店舗に達した。04年の計画目標は「百店百億」（百店舗を出店し、百億元の年間売上
高を達成）である。なお北京は営業許可の問題から、やむを得ず「旺市百利」という店名
で出店している（『南方都市報』2003年１２月２０日付、『聯合報』2003年８月７日付）。
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われわれは04年５月、広ﾘﾄ|市にある天利店を見学した。この店舗は広州の新興高級住

宅地域である天河区に立地し､売場面積17,000平方メートルのハイパーマーケット型大型

店舗である。02年６月に設立された店舗で、入り口近くにはきれいに整理されたＣＤ売場
が配置され、試聴コーナーも設けられている。食品売場は現地の生鮮食品が豊富に取り揃
えられ、中華食材も充実である。また店外には店内で買った食品を食べられるスペースが
あり、平日午後にもかかわらず、にぎわいをみせており、空席はほとんど見当たらなかっ
た。

2.6頂新・味全グループー楽購、上海ファミリーマートー

頂新グループの本業は食品製造業であり、中国即席麺市場で「康師傅」というブランド
で４０％のシェア（占有率）をもつトップメーカーである。また中国では大型総合量販店の
「楽購（ハイモール）」を出店し、上海ではファミリーマートの運営に参加している。
頂新グループの前身は１９５８年、台湾で設立した鼎新製油工場であり、後に頂新製油に
社名変更した。８８年、頂新グループは中国の開放改革政策を受けて、食用油事業の生産を
中国で始めたほか、クッキー工場を建設したが、業績はあまりかんばしくなかった。そこ
で、即席麺市場に着目し、９２年７月天津で生産工場を設立し、「康師傅」という銘柄の即
席麺を開発した（劉・封、1996）。９８年には台湾の大手食品メーカー、味全を買収し、流
通事業への進出を果した。続いて、０２年には「康師傅」ブランドを台湾市場に逆輸入し、
台湾での食品事業の拡充を図った゜

９８年、頂新グループは中国事業分野を製造業から流通分野へ拡大した。上海で現地企業
と資本提携し上海康仁楽購超市貿易有限公司を設立し、「楽購」という名称で総合量販店
を展開し始めた。即席麺の販売経験から、中国では流通経路が未成熟で、自ら販売経路を
構築することが重要であると判断したためである（『工商時報』2003年１１月１日付）。

「楽購」１号店は開店１年目から利益を出し、その後も好調な業績を維持した（『遠見雑
誌』2002年７月１日号）。しかし、経営形態は初期の総合量販店方式から、近年には大型
ショッピングセンター方式へと転換した｡直営売場面積は平均8,300平方メートルである。

03年時点、「楽購」の出店地域は上海を中心に天津から藩陽へと拡大し、店舗数は２５店
舗に達し、売上高６．１３億ＵＳドル、純利益1,O10USドルを記録した（『経済日報』２００４
年７月１５日付、『信報』2004年６月２日付）。
03年末に発表した将来計画は極めて野心的である。０４年、ショッピングセンター方式
の大型店舗を１３店舗新設し、０５年には中国総合量販店業界で５指にはいることを目指し
ている（『工商時報』2003年１１月１日付）。04年７月、この拡大路線を維持するため、
イギリス最大のスーパーマーケット、テスコと資本、業務提携すると発表した。テスコは

「楽購」の現地法人企業（上海康交楽購超市貿易有限公司等）の株式50％を取得し慣収
金額２．６億ＵＳドル）、共同経営権を獲得する。テスコはサプライ･チェーンや商品開発、
そして店舗運営に関する経営ノウハウを提供する代わりに、中国市場での出遅れを一気に
取り戻すことができる（『経済日報』2004年７月１５日付、『日経流通新聞』2004年７月
２０日付、FHnan函jZImeSbJulyl5,2004）。
頂新グループが手掛ける、もう１つの小売事業はコンビニエンスストアである。04年４
月、上海で現地法人の福満家便利有限公司の設立が許可され、「ファミリーマート」の出
店が始まる。出資比率は中国便利店公司が65％（うち頂新グループが50.5％、伊藤忠・日
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本ファミリーマートと台湾全家便利商店の３社が計49.5％）、現地パートナーの中信信託
が３５％という構成である（『聯合報』２００４年４月６日付）。０４年６月、上海で１号店を
開き、2006年までに300店舗を開設する。頂新グループが経営管理全般と物流システムを

担当し、伊藤忠商事は惣菜などの製造工場の技術提供を担当する。日本のファミリーマー
トは商標の使用権を提供し、物流システムの構築にも協力する。なお台湾ファミリーマー

トの全家便利商店は日本ファミリーマート、伊藤忠商事、台湾・泰山グループ、台湾・三
洋薬品グループの合弁事業で､88年から04年12月までに1,600店舗以上を展開している。

上海では合弁会社設立に先駆けて、「全佳便利商店」（発音は台湾ファミリーマートの
「全家便利商店」と同一）という名称の実験店舗を１７店舗開いた。実験店舗ではファース

トフード類の売れ行きが上海には屋台が少ないため､好調であった｡平均客単価は６元(日
本円で約77円）で、平均日販は8,000元から10,000元と、台湾の５万元台湾ドル（日本
円で155,000円）より少ないが、今後消費水準の向上を見込むと、コンビニエンスストア
の発展は期待できると、頂新グループの関係者は述べている（『工商時報』２００３年１２月
２１日付）
2.7統一企業クループーカルフール、統窓、統一銀座、８８優質連鎖、康是美一
台湾の統一企業は、台湾最大の民間食品メーカーであると同時に、台湾最大の小売チェ
ーン､セブンーイレブン統一超商の親会社でもある｡経営多角化によって流通､物流､薬品、
金融、保険、証券などの分野にも参入している。中国を中心に、海外にも多数の工場と子
会社を有している。

統一企業グループの中国における最初の流通分野への投資はカルフールの天津店である。
９５年１１月、統一企業グループはカルフールと提携して中国の天津でカルフールの店舗を

出店すると発表した。当初の資本金は１５００万ドルで、カルフールが５０％を出資し、統一
企業が40％出資し、残り１０％は現地の天津野菜公司が出資し、さらに店舗の敷地を提供し

た（『工商時報』1996年11月２２日付)。現地資本の出資比率が10％と極端に低いカルフー
ル天津店は、地方政府の特例措置による出店であった。統一企業グループはそれまでに中
国の１２の都市で５０億元以上を投資して１７のエ場を設立していた｡その貢献が中国政府に

評価されており、カルフール天津店の投資案件は特別に許可されたと報道されている(『経
済日報』1996年８月２日付、１２月１９日付）２．
統一企業はその後も、９７年カルフール重慶店に４５％、０１年同広州店に２０％出資してい

る（『経済日報』1998年１２月２４日付、2001年１１月１０日付)。ただし、2003年現在、統
一企業グループが出資しているカルフールの店舗は上記３店舗にとどまっている。また経

営執行権はすべてカルフールが握っている。統一企業は台湾でカルフールと合弁会社を設
立し、ハイパーマーケットの出店に協力しているが、中国における両社の関係は台湾と同

様であり、統一企業の役割は資本出資と店舗開発面の協力が主である（鐘・矢作、2003)。
近年、統一企業は新たな小売事業の展開を図っている。０４年９月、山東省の山東銀座商
２２００４年１２月１１日までに、外資系企業が中国で小売チエーンを展開するには原則として３５％以上の
中国資本が必要であった。２００３年にこの政策の実行が強化され、２００３年の年末に統一企業グループは
中国の重慶でカルフールとの提携の店舗である重慶家楽福超市有限公司の３５％の持ち株を－部処分し、
持ち株率は10％に減少した。また、天津や広州でカルフールと提携しているほかの２つの店舗の持ち株

の処分も考えているという（『経済日報』2003年１２月６日付)。
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城股扮有限公司と共同出資で、山東統一銀座商業有限公司を設立することが決まった。合

弁会社の設立資本金は6,000万元であり、統一企業が５５％を出資した（『連鎖超市報道』
2004年９月２４日付、『財経時報』2004年９月２０日付)。山東省は華南等と比べると、小売
競争がそれほど激しくない。山東省で拠点を構築できれば東北部から中部へと店舗網が拡
大する可能生が出てくる（『聯合報』2003年１０月３０日付)。
スーパーマーケット事業では00年､統衣（中国）股扮有限会社を設立し、「統蕪超市（統

禿スーパーマーケット)」の出店を始めた。最初の店舗は南部の汕頭で開設したが、出店速
度は鈍かった（『聯合報』2000年８月１６日付)。０３年１月、フランスでスーパーマーケー

トを運営している法宝グループ（Aubergine）と提携し、山東省青島で「統亦法宝超市」
の１号店を開店し、業務のてこ入れを図った（『青島新聞網』２００２年１月１４日付、『中華
資訊網』2003年８月２３日付)。

04年初め、統一企業は北京の糧食グループ、およびフランスの法宝グループと共同出資
で合弁会社を設立した。北京で中型スーパーマーケットを、５年以内には18店舗展開する
予定である（『中国新聞網』2004年２月１９日付)。しかし、０４年中国南部の汕頭で設置し
ていた２店舗の統森超市は経営不振のため、店舗を閉鎖した。０４年１１月末、法宝グルー

プと提携後の「統森法宝超市」の店舗数は北京と青島の両地域で、合計６店舗となってい
る（『２１世紀経済報道』2004年１１月３０日付)。

統一企業ループは台湾で子会社のセブンーイレブン統一超商を通じて、3,600店舗以上を
展開しており、その経営技術を中国に移転させ、事業開発したいとの意向をもっている。
過去、アメリカのセブンーイレブン本社と交渉してきたが、中国市場におけるセブンーイレ

ブンの展開は他社も関心を示しており、いまのところ統一企業の出番はない｡香港､深川、
広州では香港のデアリー・ファームが、また北京ではセブンーイレブン・ジャパンが出店を
担当している。

コンビニエンスストアに代わる事業分野としてドラッグストアの展開に取り組んでい

る。台湾でドラッグストアの「康是美」を110店舗展開しているが、０４年４月、広東省の
麗珠医薬グループと提携し、深｣ﾘ１１に統一康是美深#||公司（統一企業グループの出資比率

65％）を設立した。最初の店舗を04年中に深jilllで開店する（｢経済日報」2004年４月６日
付、および『中央社』2004年４月１１日付)。

さらに、０４年９月、福建省屡門市で「８８優質連鎖」という酒を中心とした便利店（コ
ンビニエンスストア類似の店舗）を展開すると発表した。統一企業グループの傘下にある

南聯国際貿易股扮会社の子会社が台湾では有名な高梁酒ブランド「88坑道」の販売促進を
目的に、福建省で展開している酒類専門店チェーンがあった。「８８優質連鎖」はその酒類
専門店を業態転換したものであり、０４年９月出店した店舗は売場面積約100平方メートル

と従来の酒類専門店と比べて大きく、営業時間も２４時間と延長した。商品構成の５割以上
は酒類であるが、統一企業が扱う加工食品などの商品の取扱いも増やしたほか、新聞雑誌
やファーストフード類の販売､公共料金の支払い､写真の現像､宝くじなども扱っている。

酒類を中心とした一種のコンビニエンスストアである。07年までに福建省屡門市で、この
タイプの店舗を５０店舗出す。

統一企業は台湾でのセブンーイレブンの事業展開に際して、アメリカのセブンーイレブ
ン・インクと統一企業グループは２つ目のコンビニエンスストア事業を展開することがで

きないという契約上の制限を課せられている。このため統一企業は「88優質連鎖」をあく
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まで酒中心の便利店として、業態概念を暖昧にしているといわれる（『経済日報』2004年
９月１０日付、『厘門晩報』2004年９月２４日付）。
また、2004年１１月、統一企業グループは中国諾衡グループ企業の諾璃特（ノーマート）
控股有限公司と資本・業務提携の契約を結んだ。諾衡グループ企業はアメリカの会員制ホ
ールセールクラブ、プライスマートから中国における事業展開権を得て、「プライスマー

ト」を運営している。また、ハイパーマーケット形態の「ノーマート」を独自で運営して
いる。統一企業グループとの資本・業務提携を機に、西部新彊省における「ノーマート」

の出店を拡大するという（『新京報』2004年９月３０日付、『２１世紀経済報道』2004年１１
月３０日付、『新彊経済報』2004年１１月２９日付）。
2.8遠東・太平洋ＳＯＧＯ百貨店グループー太平洋百貨店、遠東百貨、愛買吉安一
太平洋百貨有限会社の事業展開には、台湾の２つの流通グループが関わっている。１つ
は、太平洋ＳＯＧＯ百貨店グループであり、もう１つは遠東グループである。

太平洋ＳＯＧＯ百貨店グループは、台湾では「太平洋SOGO」という店名で百貨店を展
開し、他方中国では「太平洋」という店名で出店してきた。太平洋ＳＯＧＯ百貨店グループ

は元々、日本のそごう百貨店との提携に基づき運営され、台湾の太平洋建設グループに属
していた。しかし、２００２年１０月、太平洋ＳＯＧＯ百貨店グループの親グループであった太

平洋建設グループが経営困難に直面し、台湾の大手企業グループ遠東グループ傘下の企業
となった。０３年末、台湾で６店舗を運営している。

遠東グループは１９４２年、紡績事業からスタートし、流通、金融、石油、観光、病院、

運輸、建築、通信など多角的な事業に参入している。流通分野では、１９６７年遠東百貨とい
う百貨店チェーンを設立し、９０年には総合量販店チェーンの愛買を設立した。さらに、９４

年には台北で、台湾における最初のショッピングモール「遠企購物中心」を開設した。そ
の後、００年、傘下の愛買がフランスの有力小売企業カジノと資本提携し、店舗名を「愛買

吉安」に改称した。０２年、遠東グループは太平洋ＳＯＧＯ百貨店グループを買収した。こ

れにより、遠東グループは台湾を代表する有力流通企業集団となった。『天下雑誌』２００３
年売上高調査によると、台湾百貨店業界で太平洋ＳＯＧＯ百貨は新光三越につぎ第２位､遠

東百貨は同３位を占めている。なお、「愛買吉安」はカルフール、大潤発に続いて、台湾
総合量販店業界で第３位の座を占めている。

太平洋ＳＯＧＯ百貨店グループは94年、香港で太平洋中国持株会社を設立し、上海で太

平洋百貨店の１号店を開業した。その後、上海、成都、重慶、北京、大連で合計９店舗を
出店した。そのうち、９５年に重慶で出店した店舗と、０１年北京で出店した店舗は、香港の
百佳超級市場やドラッグストアの屈臣氏を擁する和記黄哺グループとの共同出資による出

店だった。上海・太平洋百貨店は、高収益店舗としてつとに知られている。北京の盈科店
は01年１１月の開幕以来、赤字が続いており、同市での出店計画にブレーキがかかってい

る（『遠見雑誌』2001年１０月１５日号、『中国時報』2002年７月１１日付、『財経時報』
2003年３月１７日付）。

太平洋ＳＯＧＯ百貨店グループを買収した遠東グループは今後の中国戦略について、「中
国と台湾の両地域に太平洋ＳＯＧＯ百貨店と遠東百貨という２つの系列の百貨店を同時に
展開する」と発表している（『中央社』2004年４月７日付）。中国での出店地域は、今後、
都市規模の大きさを基準にする。最初は、省都や直轄都市といった１級都市に３店舗を設
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置する。各店舗の売上高目標は３億元程度であり、３年以内に黒字転換するのが目標とな

る。顧客層は太平洋百貨店が中流階層をターゲットとして、遠東百貨は高級な路線を目指
す。

2.9ライオン・パークソングループー百盛一

パークソングループの親会社はマレーシアのライオングループ（金獅集団）である。ラ
イオングループは1930年代、香港で菓子の製造・販売を始め、同時にベトナムで砂糖関連

商品の製造を手掛けた。その後、シンガポールやマレーシアを中心に経営多角化を進め、
1980～90年代には日本のスズキ自動車と提携し、バイク・自動車産業にも進出した。ライ
オングループが小売関連事業のパークソンを設立したのは１９８７年であった。現在、マレー

シアで、百貨店やスーパーセンター、ハイパーマーケツト、専門店などの事業を展開し、
マレーシア小売業界のリーダー的な存在となっている。

パークソングループの中国事業は欧米有力小売企業との直接的な競争を避け、百貨店事

業に重点を置いている。最初に店舗を開設したのは１９９４年である。ライオングループは
93年、北京でチョコレートを製造・販売する会社と製薬会社を設立し、翌年北京と成都に
それぞれパークソン百貨店を開いた。０３年末時点、百貨店２０店舗以上、スーパーマーケ
ット１０店舗以上を出店している｡パークソンの長期目標は百貨店やショッピングセンター

を合計100店舗以上出店することである。この目標を確実に達成するため、近年、各地の
中国企業との提携を積極的に進めている。
９９年９月、広州の憶安企業と業務提携し、初めて南部に進出した。パークソンは憶安に

対して、「百盛」という店名を提供し、百貨店は「百盛憶安」として広州で開設された。し
かし、提携後の両社は店舗管理や資金調達の面で意見が合わず、２年後の０１年末、提携は

解消された（『南方都市報』2003年９月３０日付)。その後、広州の中泰企業と資本提携し、
2002年１月、広lI1lil駅東口に「広州中泰百盛」を開いた。「百盛憶安」と道路１つ隔てた距
離にあった。パークソンは店名の提供だけではなく資本投入もし、ファッション商品を中
心に業務指導にも注力した。売場面積は４．８万平方メートルと大規模であったが、開業以

来、「広州中泰百盛」の業績は伸び悩み、03年１０月閉鎖に追い込まれた。損失額は1,000

万元（１元人民幣＝12.8円）以上と見込まれている（『南方日報』2003年１０月９日付､『化
粧品報』2003年１２月２６日付)。
広州進出の失敗はパークソンの中国戦略にとって痛手となった。０３年１１月、出店戦略
の重点を北部・東北地域へ移転するため、大連の万達グループと業務提携した。万達グル

ープは中国で不動産産業を手広く経営し、長春、長沙、青島、済南、南京、南昌、天津、

藩陽、北京、上海、南寧、武漢、大連などの大・中都市に、「万達商業広場」という名のシ
ョッピングセンターを設けている。建設計画中のショッピングセンターも十数箇所にのぼ
っている（大連万達グループのホームページ)。
万達グループは、ウォルマートやカルフールをはじめ、多くの外資大手小売業と共同出

店している経験を有している。百貨店分野では他社と共同出資し、「大洋百貨」という百貨
店を展開していたが､０３年末｢大洋百貨｣から撤収し､不動産産業に専念すると発表した。
その代わり、ショッピングセンター内の百貨店の出店は、パークソンに任せるとの方針を

示した。これにより万達グループのショッピングセンター内の「大洋百貨」は徐々に「百

盛」に切り替わり、パークソンは長春、藩陽、天津、武漢、北京、上海、西安など10都市
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で出店することができた（『新京報』2003年１１月２８日付)。
パークソンは内陸地方にも布石を打った｡03年８月､新彊の友好グループと共同出資で、

新彊に「友好百盛」を設立し、新彊蒙族自治区内で初の外資系店舗を店舗面積７万平方メ

ートルの規模で開設した（『中国産経新聞』2003年８月５日付)。各地における多様な提携
路線により、パークソンの店舗数は２００４年末、５０店舗近くに達する見通しである。
０４年８月、われわれは北京・復興橋にあるパークソンが１９９４年に中国で設立した１号

店を見学した。この店舗の立地は地下鉄駅のすぐ横であり、売り場は北と南の２つの建物
に分けられている。店全体は高級ブランドが中心であり、本館の７階には中国の高級工芸

品を販売する専門のフロアもある。地下にはパークソンの直営方式の「百盛超市」が入っ
ていた。

2.10チヤロン・ポカパン（CP）グループー易初蓮花（ロータス）－

チャロン・ボカパングループ（CharoenPokphandGroup、卜蜂グループ）はタイを代
表する華僑資本グループであり、中国では正大グループ（ChianliGroup）という名前を
使っている。
チヤロン・ポカパングループは、１９２１年に華僑の謝易初と謝少飛の兄弟がバンコクのチ

ャイナタウンで種子と野菜などの対中貿易会社、ChiaThaiCoSeedShopを設立したの
が始まりであった。１９５０年代に入り、若い後継者が事業に参画し、新たな事業展開に目を

向け始めた。そして、５４年にCharoenPokphandFeedmill社を設立し、飼料事業に参入
したのを契機に、チヤロン・ボカパン（CP）という会社名がグループ名になった。１９６０
年代、ＣＰグループはタイにおける最大の飼料生産企業に急成長し、経営多角化は農畜関
連の事業から水産、食品、貿易、流通、通信、石油、不動産、自動車産業などの分野へと

拡大した。０４年、ＣＰグループは２０数カ国に400社以上を展開し、社員数は２０万人近く
にのぼっている。０２年グループ全体の総売上高は１３兆ＵＳドルであった。中核事業は、
農業関連事業､小売業､通信事業の３つであり、現在のＣＥＯ(経営最高責任者）はターン・

チャラワノン（謝国民）である。
ｃＰグループのタイにおける小売事業は「セブンーイレブン｣、「テスコ・ロータス｣、「マ
クロ」の３つが代表的である。セブンーイレブン（タイ）は89年に設立され、０４年９月時

点でタイに2,690店舗を展開している。「テスコ・ロータス」の前身である「ロータス・ス
ーパーセンター」は９５年、元ウオルマート社役員らの経営指導で設立され、９８年イギリ
スのテスコと合弁会社に切り替わり、店舗名も「テスコ・ロータス」に変更した。04年１２
月現在、「テスコ・ロータス」の店舗数は４９店舗と、総合量販店でトップの座にある。

他方、キャッシュ．アンド・キャリー・ホールセラー（現金持ち帰り問屋）の「マクロ」
はオランダの流通大手ＳＨＶグループとの合弁企業であるサイアム・マクロ（SiamMakro

PublicCompanyLimited）の下で運営されている。１号店は89年に設立され３，０４年に
は23店舗を展開している（ＣＰグループの関連ホームページ、マクロ・アジアのホームペ
３１９８９年の１２月に、台湾におけるマクロの１号店が設立され、オランダのＳＨＶグループ55％、台湾
の豊群グループ３５％とタイのチヤロン・ボカパン（CP）グループ（ト蜂グループ）9.87％の合弁企業
であった。しかし、２００３年２月に、マクロは突然、台湾での６店舗をすべて営業停止し、台湾市場から
撤退した（『東森新聞』2003年２月１２日付)。
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_ジ、『日経産業新聞』1988年４月１３日付、『日本経済新聞』1989年８月１５日付)。
ＣＰグループが中国市場に参入したのは1979年であり、飼料生産や養鶏事業などの農業
関連事業を手掛け、０４年現在、中国においてタイと同様、多角的な事業を展開している。
中国における投資金額はこれまでに４０億ドルを超え、子会社は２１３社を数えている。青海
省以外のすべての地域に生産や販売、物流等の何らかの拠点を構築している。

中国における小売事業は97年６月、上海・浦東地区で開設した「易初蓮花(ロータス)」
が最初であった。「易初蓮花」は取扱品目数約３万品目であり、売場面積は平均12,000～

20,000平方メートルである。生鮮食品のほかに、生活用品、雑貨、家電製品、衣料品など
を総合的に販売しており、商品の95％は現地仕入れで占められている（中国・正大グルー
プのホームページ）。

上海で「易初蓮花」を開設した時期と相前後して、オランダのＳＨＶグループと広州で
合弁企業の広州正大万客隆有限公司を設立し、華南地域における「マクロ」（広東省での店
舗名は「正大万客隆｣）の出店に着手した。９６年９月、広東省広州市で１号店を開き、そ
の後、同省で計４店舗を出店した。しかし、０３年に、ＳＨＶグループは広東省から撤退す
ると発表し、広州正大万客隆有限公司の持ち株をすべてＣＰ・正大グループに売却した。
04年の４月、広州正大万客隆有限公司は中国商務部の許可を得て、社名を広州易初蓮花超
市有限公司に変更すると同時に、広東省の４店舗を「正大万客隆」から「易初蓮花」に変

更した。（『中国経済周刊』2003年１２月２３日号、『新快報』2003年３月１４日付）
「易初蓮花」は上海で４鋪と１つの配送センターを設立した後、０１年１０月杭州に進出
し、０４年９月現在、武漢、広州、北京、西安などの地域にも出店し、全土３３店舗を展開
していた。そのうち、天津には２００３年９月、北京には2003年１２月、それぞれ１号店を出

店した（『京華時報』2003年４月１６日付、『天津日報』2003年９月１５日付)。
ＣＰグループ（タイ）がホームページで発表している「中国における易初蓮花の出店計
画｣によると､将来的に中国全土で120店舗以上を出店する意向で､上海周辺地域63店舗、
北京周辺地域35店舗、広州周辺地域26店舗等の計画である。そのほか、ＣＰ・正大グルー
プは０２年１０月、上海・浦東で総床面積243,200平方メートルの巨大なショッピングモー

ル「正大広場」（theSuperBrandMau）も開設した。地下には「易初蓮花」、１階から
４階には「正大百貨」を出店し、大部分の売場はテナントを入居させて運営している。
３．華僑系資本参入の特徴

有力華僑系資本の参入地域、参入時期、参入方法の特徴をまとめよう。また華僑系資本
企業グループの小売技術の国際移転過程についても、若干の議論を行いたい。
3.1参入地域・時期

まず参入地域について、本稿で取り上げた香港系企業３グループは、いずれも深』|lを中

国での最初の参入地域に選んだ。探り１１は香港に隣接している経済特区で最初に市場開放策
が導入された地域である。地理的に近く、交通の利便性や商品調達、経営管理の面で比較
的リスクの少ない地域であった。そこに香港企業は素早く進出した。台湾系企業５グルー
プでは、潤泰、誠泰・宏仁、頂新・味全、遠東の４グループが最初に進出先として上海な

いし広州の沿岸部の拠点都市を選んでいる。両都市の所得水準は他の都市より高く、人口
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密度や社会資本の整備の面でも進出しやすいことが影響していると考えられる。タイの
ＣＰグループも上海を選んだ。他方で、台湾の統一企業グループによる最初のカルフール

ヘの投資、またマレーシアのパークソングループによる最初の出店地域は北京・天津地区
である。

華僑系資本の最初の進出先は以上のように、広州・深jilllを中心とした珠江デルタ、上海
を拠点とした長江デルタ、北京・天津の環渤海という３大経済圏にわたっていることにな
る。

参入時期については、香港系企業の参入が早いのが特徴である。とりわけ和記黄浦グル

ープの「百佳超級市場」は１９８４年、外資系小売業として最初の進出例であるといわれてい

る（和記黄浦グループのホームページ）。華潤万家、デアリー・ファームの香港系企業も
９２年と参入時期は早い。台湾系の遠東、マレーシアのパークソンの進出が９４年だから、
それと比べると、２年以上早い。他方、台湾系の進出時期は遠東グループを除くと、９７～

９８年であり、日本のイオン（９６年）やイトーヨーカ堂（９７年）の中国１号店開店とほぼ
同時期である。

香港系企業の場合、かなり先発者優位の原則が作用する可能性のある早期進出だったが、
台湾企業やタイのＣＰグループが参入する９０年代後半となると､相当数の欧米日系企業が

一斉に進出しており、先発者優位の原則は全国的には簡単には作用しにくい競争状況とな
ったと推察できる。

華僑系資本の早期参入や単独進出は、外資規制政策の不徹底や地方政府の「特例措置」
から実現した例が少なからずみられた。９６年、上海・浦東に当時、アジア最大規模といわ
れた百貨店、上海第一八百半を開設した和田一夫・元ヤオハン代表は、ヤオハン側が過半

数を超える出資比率等の例を挙げて、「規制があっても中国当局は柔軟な対応をしてくれ
た」と証言している（『週刊東洋経済』2004年４月１０日号）。今回の調査では、９７年開
店した好又多・広州１号店は当初、地方政府の正式な認可を得ていなかった。広東省にお
けるデアリー・ファームのコンビニエンスストア事業も当初、中央政府の正式な認可事業
でなく、再審査を受けた。統一企業が資本参加したカルフール天津店の場合は、「特例措

置」で、統一企業とカルフール合わせて、外資出資比率90％が実現した。またカルフール
重慶店の出資比率は統一４５％、カルフール５５％、同広州店は統一２０％、カルフール80％
であり、中央政府の定めた出資比率規制に反していた。
中央政府は９７～99年にかけて、こうした各地における外資進出実態を見直し、再審査

を行い、カルフール等の件に対して改善命令を出している（黄、2003）。
3.2事業展開パターンの比較
本国市場との関連において、有力華僑系資本の中国小売市場における事業展開は、大き
くつぎの３パターンがある。
パターンＩ：本国（製造業、小売業）→中国（製造業、小売業）台湾系企業に多い

パターンⅡ：本国（製造業）→中国（製造業、小売業）－部台湾系企業

パターンⅢ：本国（小売業）→中国（小売業）香港系企業が多い
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本国で製造業・小売業を兼業し、中国でも同様に両事業を展開する企業グループが最も

多い。台湾系のうち、誠泰・宏仁グループ以外は潤泰、頂新・味全、統一企業、遠東の各
グループは台湾と中国で製造業と小売業を兼業するパターンＩを選択している。タイの
ＣＰグループも同様である。台湾系は誠泰・宏仁グループのみが本国での小売事業から撤
退し、中国で総合量販店「好又多」を展開しているパターン、に該当する。このグループ
は資本自由化の時期が早かった。製造業から進出し、後に小売業に出ていく例が散見され
た。

香港系企業３社はグループ構成に微妙な違いがみられるが、香港で展開している小売事
業を中国でいち早く移転し展開している点で共通している。華潤グループのスーパーマー
ケットとハイパーマーケット、和記黄哺・屈臣氏グループのスーパーマーケットやハイパ

ーマーケット、ドラッグストア、デアリー・ファームのコンビニエンスストアの各事業は

典型的なパターンH1の形態である。マレーシアのパークソンの中国小売事業も基本的には
香港系企業と同様、本国市場での事業の新興市場への移転によるものである。
もう少し詳しく母国・中国市場間の事業展開関連性をみてみると、複雑な相互作用と関
係性がみられる。香港系企業のスーパーマーケット事業は基本的には香港での経営技術を
中国に移転するかたちで進んでいるが、市場条件の違いによる「部分的な適応」が起こっ
ている。百佳超市や華潤超市は地価が高く地権も入り組んでいる香港では大型店舗を展開
しにくいため、食品主体の中小型スーパーマーケットをおもに展開していたが、小売市場

が未成熟で出店用地の供給可能性のある中国では衣食住の３部門を扱う大型店舗の成長が
急であり、現地市場に合わせてハイパーマーケット指向の総合量販店の開発を重視する傾
向がみてとれる。

台湾系では台湾・中国市場間の、より一層ダイナミックな相互作用が確認できた。潤泰
グループが運営する総合量販店の大潤発は台湾と中国の両市場でほぼ同時に出店が開始さ
れ、現在でも両市場を同じように重視して事業に取り組んでいる。それとは対照的に、誠

達・宏仁グループは台湾での総合量販店事業から徹底したが、中国では現地資本と組んで
「好又多」を積極的に出店し、チェーンストア業界で上位30社入りを果している。また頂
新グループは台湾では元来、小売事業を手掛けていなかったが、進出先の中国では事業機
会の多角化と販路確保の観点から、総合量販店とコンビニエンスストアの展開に取り組ん
でいる。また頂新が買収した台湾・味全グループはスーパーマーケットを運営しており、
それにより台湾での小売事業にも進出し、将来的には中国での小売事業との緊密な関連性
が強まる可能性がある

潤泰、誠達・宏仁、頂新の台湾系３グループはホームマーケット（母国・地域市場）で
確立した事業を新興市場の中国に移転する単純な国際化戦略ではなく、台湾・中国を１つ
の市場とみなし､より有利な戦略を構想し実現しようとしている｡タイのＣＰグループも、
その点では同様である。母国市場で通貨危機に直面した時期に、総合量販店の「ロータス」
の株式をイギリスのデスコの売却し、小売事業については経営資源を中国に集中する方針
を打ち出し、中国において野心的な出店計画を立てている。

しかし、すべてのグループが中国戦略を同じように重視し、また同じように順調に事業
展開しているわけではない。デアリーフアームはアジア全域でみると、最も国際化した小

売企業の１社だが、現状では中国市場においてコンビニエンスストアや飲食業と、やや限
定した事業展開にとどまっている。主力のスーパーマーケット事業は中国では展開してい
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ない。また統一企業は台湾で大成功したコンビニエンスストア事業がエリア・フランチャ
イズ権の問題から中国での展開がむずかしく、スーパーマーケットやドラッグストア、さ
らに「擬似コンビニエンスストア」という事業開拓に取り組んでいる。
3.3提携、買収・合併の重要性

華僑系資本の中国市場参入において特徴的なのは、資本提携およびＭ＆Ａ（企業買収・
合併）の積極的な活用である。とりわけ内部成長を重視している日本の総合スーパー各社
と比較すると、そういえる。

第１に、華僑系資本においては日米欧資本との連携による中国市場の積極的な開拓と競
争優位性の確保が意図されているようにみえる。この傾向は資本基盤の弱い台湾系企業に
多くの例がみられた。潤泰グループは台湾と中国で並行して総合量販店、大潤発を起業し
展開したが、フランスのオーシヤン傘下に入ることにより、両市場における事業展開のて
こ入れを図った。中国市場における総合量販店、大潤発の店舗展開の資本を確保し、出店

範囲の拡大を果している。頂新・味全グループの総合量販店である楽購は野心的な事業計
画を達成するため､中国市場への参入機会を模索していたイギリスのテスコと資本･業務提
携した。遠東グループの総合量販店である愛買吉安はフランスのカジノと資本提携したこ
とで、今後中国での総合量販店事業に参入する可能性が出てきた。

中国における新規事業展開においても、台湾資本は外資の資本力や経営技術を活用して
いる。統一企業グループは、台湾で事業経験のないスーパーマーケットのチェーン展開の
ため、フランスの法宝グループと資本・業務提携し、経営資源を補完した。頂新グループ
は日本のファミリーマートと提携し、中国でのコンビニエンスストアの展開を実現した。
以上の事実は、日米欧にとって、華僑系資本は中国市場開拓のよきパートナーとなる－

面をもっていることを示唆している。しかしながら、同時に、母国市場や中国で有力外資
と組み、経営技術を習得し、その後中国で当該小売事業に単独で取り組む華僑系資本もあ
った。統一企業は台湾でセブンーイレブン、カルフールの事業に投資したが、中国ではライ
センス契約上、コンビニエンスストア事業を展開できないため、酒類を中心とした便利店

の開発に着手した。ＣＰグループはタイで開発した総合量販店事業をテスコに売却し、一
時期、合弁会社のパートナーとして共同運営していたが、タイの総合量販店事業から事実
上、撤退した後、中国で同一業態の事業展開に単独で取り組んでいる。また太平洋ＳＯＧＯ

百貨店も日本のそごうと台湾で合弁会社を設立し、百貨店経営のノウハウを取得し、それ
を中国での事業展開に、いかんなく活用している。

第２に、中国および華僑系資本間の提携や企業買収・合併を活用した中国戦略の推進も

活発である。華潤万家は探り||市を中心に総合量販店を展開する万佳百貨を買収し、華南で
の拠点拡大、とりわけ大型店舗網とその運営ノウハウを取得することができた。高級百貨

店を出店するパークソンは中国でのショッピングセンター開発で定評のある万達グループ

と業務提携し、同グループが運営していた大洋百貨の事業を継承し、同時に今後万達グル
ープが開発するショッピングセンターに優先的に入居することで合意した。外資規制があ

る現状では、優れた中国側パートナーと手を結ぶのは事業成功のための必須の条件だが、

華潤万家やパークソンの例は単なる合弁会社の共同出資者という以上に、戦略的観点から
の提携関係の構築と評価できる。

また遠東グループは中国で積極的に出店してきた太平洋ＳＯＧＯ百貨店を買収したこと
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により、中国戦略が一気に加速した。遠東百貨は台湾百貨店業界の老舗だが、台湾での事
業多角化に追われて、国際化は遅れていた。ところが、太平洋ＳＯＧＯ百貨店の買収でライ
バルのパークソンが展開する百盛を追い抜く売上高規模を確保した。
3.4経営技術の国際移転

華僑系資本の中国市場参入による経営技術の移転効果を定量的に測定する手段は見当た
らない。しかし、合弁会社設立をはじめとした公式ルートにおいても、人材の流動化等の

非公式ルートにおいても、経営技術のスピルオーパー（流出）は起こっていると推察でき
る。今回の文献、現地聞き取り調査で印象的であったのは、企業間の人材流動性の高さで

ある。小売業のように労働集約的な産業では経験則に裏づけられた小売業務や商品調達、
商品供給システムの構築が重要な競争力の源泉となる。その意味から、人材の流動化を示
すいくつかのエピソードを紹介して、経営技術の移転状況を推し測ることにする。

国際移転の面で活発なのは、言語、文化面で共通性のある台湾・中国間の人材交流であ
る。台湾現地からの報道によると、台湾での役職の上のポストが１．５倍から２倍の給与で

オファーされるため、台湾小売業関係者がつぎつぎに中国で転職しているという。また台
湾系企業の場合、台湾で育てた人材を中国本土の事業に振り向けることが一般的であると

いう。具体的には､2001年当時、中国に１４店舗ある大潤発の店長はすべて台湾人であり、
他の管理職を含めると台湾から６０人前後が中国事業に派遣された。また、頂新グループは
台湾の味全グループを買収した後、味全グループ傘下のスーパーマーケット、松青丸久の
人材を、中国で展開する楽購に派遣し事業強化を図った゜また台湾でも統一企業と資本提
携しているカルフールの場合０１年時点で中国で設立した２７店舗において、その上級管理

職は外国籍の社員を含めて、すべて台湾のカルフールから呼ばれた（『工商時報』2001年
７月２５日付、『経済日報』2001年８月１６日付）。

引き抜きによる経営技術の移転も頻繁に起こっている。『工商時報』（1997年１２月１日
付）によると、当時、太平洋百貨店が現地で育てた５名の台湾籍社員が当地の新聯華百貨
店に引き抜かれた。また02年頃､上海の太平洋百貨店の現地責任者が本社と報酬問題から

部下２０名前後を引き連れて、大連・万達グループに転じる事件も起きた。こうした引き抜
き事件は百貨店業界のみならず総合量販店業界でも起こっている（『中国時報』２００２年７

月１１日付、『財経時報』2003年３月１７日付)。
人材流動化は直接的に経営技術に移転効果を発揮するが、取引先経由の場合は間接的な
情報の流出が起こる。上海の大手コンビニエンスストア、可的便利商店によると、台湾の
統一企業、頂新、龍鳳企業などの食品メーカーは緊密な取引関係のあるサプライヤーであ
り、台湾のコンビニエンスストアの品揃えなど必要な情報はかなり正確に入手可能である

という（『零筈市場』2002年８月２５日号）。
４．今後の研究課題

中国小売市場で活発に事業展開している華僑系資本１０社のプロファイルおよび参入
状況、参入戦略を述べてきた。華僑系資本の中国小売市場の参入実態に関する調査がほと

んどない。主要企業グループとはいえ、華僑系資本の参入実態をある程度把握でき、中国
小売市場におけるプレゼンス（存在感）の大きさを知ることができた。華僑系資本の動向
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は今後の中国市場における小売競争分析に対して、多角的な視点を与えてくれるだろう。

実際、華僑資本の参入状況は日本企業以上に活発であり、欧米企業にも負けない意欲的な
出店が行われている｡参入時期の早さや事業規模の大きさから、そう指摘できる。しかし、
なぜ華僑系資本は中国市場において活発な事業展開をしているのか、に関して、確固たる
分析はできなかった。第１章で指摘したように、地理的、文化的近接'性や民族的な愛着と
いった理由が一般的には考えられるが、聞き取り調査等でその点の検証が課題として残さ
れた。

各企業グループにおける参入動向の相違は、それぞれの企業戦略や所有する経営資源の

違いから説明できると考えられる。香港系華僑が比較的早く隣接する珠江デルタ経済圏に
出ていったのは当然ではあり、資本力の弱い複数の台湾系企業が外資と手を結んで急成長
路線を維持しようとするのも理解できる。しかしながら、事業展開パターンの違いで十分
な説明が不可能な問題も少なくなかった。たとえば、アジア各地で大きな存在感を示すデ
アリー・ファームが中国で主力のスーパーマーケット関連事業ではなく、コンビニエンス

ストア等に限定して事業展開しているのは中国小売市場の特性を分析した結果なのかどう

かという問題がある。また、食品メーカーとしても強力な頂新・味全、統一企業の台湾系
企業グループ２社は台湾においては食品分野において製販統合型戦略を採用し成功してい
るが、今後、中国においても販路確保を理由に、同様の路線を進むのか否かという興味深
いテーマも未検討である。日米欧では頂新・味全、統一企業グループのような製販統合型
企業はまれである。最後に、日米欧の有力小売企業との競争において優位を築き、維持す
ることができるのか否かという大問題が残されている。かりに小売経営技術や資本力の点
で欧米有力企業の競争優位性があったとしても、中国市場の理解力、人的関係、現地語に
基づく業務展開能力や管理能力では華僑系資本の優位性は抜きん出ている。
このように、中国小売市場を分析するうえで重要な研究課題が数多く残されている。今

後、個別企業グループの発展プロセスをさらに詳しく分析し、進出後の現地化と成果に関
する分析を深めていきたい。

く付記＞

この調査研究は文部科学省平成１６年度科学技術研究費補助金「基盤研究（Ｂ）」による成果
の一部である。
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附表１２００３年中国上位30位のチェーン・ストアの経営状況統計表
2004.2

’

2003年の売上高（万元）
企業名

上海百聯（集団）有限会社

総計

去年
同期

2002年 2003年
末のラ 上半期

2003年の店舗数（店）

比率の

変化(%）

総計

去年 比率の ンキン のラン
同期 変化(%） グ
キング

4,851,666

3,980,305

21.9

4,357

3,462

25.9

２ 大連大商集団有限会社

１ 818 260

１ 278 802

4２ ２

9６

5１

88.2

３

３ 北京国美電器有限会社

１ 779 235

１ 089 647

6３ ３

139

109

27.5

４

３

４ 北京華聯集団投資有限会社

１ 360 000

１ ０３０ 000

3２ ０

6２

5３

５

６

１ 343 682
家楽福（カルフール）
１ 238 000
上海農工商超市有限会社
１ 209 765
蘇寧電器集団
１ 067 560
三聯商社
１ 032 359
華潤万佳有限会社
958 000
蘇果超市有限公司
876 018
上海永楽家用家電有限会社
850 451
北京物美投資集団有限会社
703 096
武漠武商集団株式有限会社
656 892
重慶商社（集団）有限会社
590 020
新一佳超市有限会社
585,329
沃爾馬（ウオルマート）中国有限

１ ０６９ 345

2５ ７

4１

3５

1７．１

873 000

4１ ８

Ｌ２１３

702

7２ ８

６

５

841 843

4３ ７

148

8４

7６ ２

1０

７

843 060

2６ ６

202

132

5３ 0

859 107

2０ ２

467

456

２ ４

７

８

705 400

3５ ８

1．１６２

931

2４ ８

９

９

486 212

8０ ２

5５

3２

7１ ９

1３

1０

506 725

6７ ８

518

357

4５ １

1２

1２

585 886

2０ ０

3１

1９

6３ ２

530 668

2３ ８

8１

7７

５ ２

380 172

5５ ２

4６

2８

6４ ３

473,958

23.5

3３

2５

32.0

１

５

６
７

８
９

1０

1１

1２
1３
1４
1５

1６

1７

1８

1９

2０

2１

2２

2３

４

1１

1９

2０

会社
436,375
571,736
31.0
326
125
160.8
1５
1４
江蘇文峰大世界連鎖発展有限株式
有限会社
53ＬＯ２９
5.8
562.064
1８
1６
1２．５
1１
1３
錦江麦徳龍（メトロ）現購自遠有
限会社
440,390
1９．７
4９
4０
22.5
1４
1６
527,204
家世界連鎖商業集団
1９ １
524 279
440 261
156
102
5２ ９
1６
1５
北京京客隆超市連鎖集団有限会社 ■祠■、■Ⅱ■、■、-ｍ■、■、ｎ回
510 688
323 339
5７ ９
9６
2６ ３
2１
7６
1７
江蘇五星電器有限会社
■而而､■厩匪、■祠－回￣雨四四
-12 ３
470 054
536 232
2７
2７
0 ０
好又多超市連鎖有限会社
■Ⅵ百ｍ■語、、■、－回
465.616
-2.5
1１
453.974
９
22.2
北京 王府井百貨（集団）株式有限
会社

2４ 武漢中百集団株式有限会社
2５ 重慶百貨大棲株式有限会社

北京超市發連鎖株式有限会社
2７ 利群集団株式有限会社
2８ 深iJIl市人人楽連鎖商業有限会社
2９ 江蘇時代超市有限会社
3０ 北京新燕莎（集団）有限会社
2６

合計

L藤Til塾ド
452,302

336.490

34.4

286

189

51.3

2０

446 580

402 325

1１ ０

3３

3６

-８ ３

1７

1８

406 457

394 000

３ ２

112

103

８ ７

1８

2１

1９

343 429

263 068

3０ ５

318

115

176 ５

2３

2２

321 360

263 140

2２ １

1５

９

6６ ７

2２

2３

271 000

203 000

3３ ５

5２

4８

８ ３

2８

2７

260 758

242 685

７ ４

171

189

－９ ５

27,042 218 20,812 080

2９ ９

7,637

3５ １

10,321

2９

(出所）中国の商務部商業改革発展司。
(注)：1.2002年のランキング第１位と第２位の聯華超市株式有限会社と華聯集団有限会社は同じく上海百聯(集
団）有限会社に属しているため、この２社の合計は上海百聯（集団）有限会社の売上高に含まれた。
２.今回のランキングには家楽福（カルフール)、沃爾鴫（ウオルマート）や好又多などの外資企業を対象
にしたため、2002年のランキングに入っていた一部の国内企業はランキングから外れた。
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附表２２００２年中国主要百貨店のランキング

［

企業名

2002年の売上高(億元）

2002年の店舗数(店）

１

大連商場集団会社

127.9

5１

２

太平洋百貨

110.0

８

３

百盛（Parkson）

68.0

2８

４

武商集団株式有限会社

58.6

2０

５

北京市王府井百貨（集団）株式有限会社

47.6

８

６

重慶百貨大棲株式会社

40.2

3１

７

北京新燕莎（集団）有限会社

29.2

８

深｣hⅡ|市銅鍵湾百貨有限会社

20.0

６

９

成都人民商場（集団）株式会社

1９．８

5１

1０

合肥百貨大棲集団株式有限会社

1８．１

９

(出月
所）中国連鎖経営協会『2003-2004中国連鎖経営年鑑』中国商業出版社、３０１頁。
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