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――中国における日中合弁企業の計量分析――
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Ⅰ 文献レビューと問題提起

企業が海外へ進出する際に，現地企業と国際

合弁企業（International Joint Ventures ; IJV）

を組むケースが多い。企業は持続的競争優位を

獲得するために，IJV を通じて海外進出を行っ

てきた（Harrigan［1988a］; Kogut［1988］;

Parkhe［1991］）。しかし，IJV は国境を越えた

文化間，組織間の複雑性があるため，管理が非

常に厄介であるとされている（Parkhe［1993］）。

よって，IJV を巡っては，さまざまな議論が行

われてきた。例えば，戦略対称性（Barney and

Hansen［1994］; Harrigan［1988b］），企業間多

様性（Parkhe［1991］），資産補完性（Geringer

［1991］），シナジー効果（Buckley and Casson

［1988］），パートナー選択の問題などである。

パートナー選択の問題については，特に，現地

パートナーの選択と IJV のパフォーマンスと

の関係に焦点が当てられてきた。Geringer

［1991］は，現地パートナーの選択基準をタス

ク関連基準とパートナー関連基準に分ける。

Luo［1997］によれば，現地パートナーの吸収能

力，マーケットパワー，産業経験，規模，外国

パートナーとの提携経験は，パフォーマンス全

体に影響を与えるだけではなく，パフォーマン

スの個々の要素にも影響を与える。さらに，現

地パートナーが企業グループであるかどうか，

あるいは全国的な企業グループであるかそれと

も地方的な企業グループであるかによっても，

IJV のパフォーマンスは異なる影響を受ける

（Lu and Ma［2008］）。

本稿では，親会社と IJV との製品関連性
1)
の

側面から，パートナー選択の問題を取り上げる。

どのような製品関連性を持つパートナーを選択

すれば，IJV のパフォーマンスが向上するかを

考察する。IJV の研究では，製品関連性につい

ていくつかの研究がなされてきた。Luo［1997］

によると，IJV は現地パートナーと製品関連性

のある方が，より高いROI，現地市場の拡張，

海外輸出の成果を得る。Delios and Beamish

［1999］は，製品関連性と IJV パフォーマンス

との関係を直接調べるのではなく，外国親会

社-IJV 製品関連性と外国親会社の出資比率と

の関係を調べたが，有意な関係は見られなかっ

た。出資比率と IJV パフォーマンスとの間に

は因果関係が存在すること（Geringer and

Hebert［1989］）から，製品関連性と IJV パ

フォーマンスとの間接的な関係を調べた研究と

言える。一方，Amit and Livnat［1988］は，外

国親会社と製品関連性のある方が関連性のない

方よりパフォーマンスが高いとする。Hennart

et al.［1998］によると，子会社は親会社と異な

る製品を生産する場合，つまり，製品関連性が

ない場合，売却される確率が高い。売却をパ

フォーマンスの一つの側面だと考えると，これ

も製品関連性と子会社のパフォーマンスとの間

の関係性を調べた研究と言える。
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１）製品関連性（product relatedness）は，企業の異な

るビジネスラインのつながりである（Luo［2002］）。



上述した既存研究では，IJV と現地パート

ナーとの製品関連性，もしくは外国企業と IJV

との製品関連性について議論されたが，いずれ

も外国親会社，IJV，現地親会社，この３社間の

製品関連性に関しては議論されていない。

Luo［2002］は，外国親会社，IJV，現地親会

社の３社間の製品関連性を取り上げ，製品関連

性があるかどうかを分析したが，親会社の主力

事業を行う IJV と親会社の事業と関連してい

る事業を行うが主力事業ではない事業を行う

IJV を同一視したことに問題がある。そこで，

本稿では親会社の主力事業を行っている IJV

とそうでない IJV に分けて議論する。本稿で

「主力事業同一性」というのは，IJV が親会社

の主力事業と同じ事業を行うこととする。ま

た，「主力事業と同一でない」というのは，IJV

が親会社の事業と関連している事業を行うが主

力事業ではない事業を行うことと，親会社の事

業とまったく関連のない事業を行うことの両方

を含める。よって，IJV が行っている事業は「主

力事業」，「非主力・関連事業」，「非主力・非関

連事業」の３グループに分けられる。本稿では

「非主力・関連事業」と「非主力・非関連事業」

の２グループを合わせて非主力事業とする
2)
。

また，製品関連性についての既存研究は，ほ

とんどがスタティックな分析であり，ダイナ

ミックな分析はあまり見当たらない。IJV が成

功するには，両親会社から投資された経営資源

に大きく左右される（Buckley and Casson

［1988］）。よって，IJV の操業開始当初は，リ

ソース・ベースト・ビュー（Resource Based

View ; RBV）に基づいて論じるのは妥当であ

る。Barney［1991］の RBVは，企業の個々の

経営資源に着目し，価値があり希少で模倣コス

トが大きい経営資源が企業の持続的競争優位を

生み出すという考え方である。このように

Barney の RBV 理論は基本的にスタティック

な観点に立ったものである。

こうした伝統的な RBV の観点に対して，ダ

イナミック・ケイパビリティは，既存の能力を

リニューアルする組織能力であり（Teece and

Pisano［1994］），その既存能力をリニューアル

し続けるためには組織学習が非常に有効な手段

である。組織学習によって，リソースが形成さ

れ，構築され，蓄積される考え方である。IJV

研究についても，もう一つの論点として，組織

学習（パートナーからの知識獲得）が論じられ

てきた。Hamel［1991］によると，IJV はパート

ナーから特有な知識を得られる理想的な学習

ルートであるとされる。

そこで，本稿では RBV と組織学習の観点か

ら，日本親会社と IJV の主力事業同一性，中国

親会社と IJV の主力事業同一性，そしてこの両
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２）なぜここで「非主力・関連事業」と「非主力・非

関連事業」を分けて分析しないかというと，特に，

外国親会社の場合，本国本社で行っている事業と

まったく関係のない事業で海外進出する企業はな

かったからである。「主力事業」「非主力・関連事業」

「非主力・非関連事業」のデータ分布をみると総デー

タ数 175の中で 132，43，０である。外国親会社（日

本親会社）にとっては，本稿での「非主力事業」と

「非主力・関連事業」は結果的には同じことになる。

しかしながら，現地親会社（中国親会社）にとって

は，「主力事業」「非主力・関連事業」「非主力・非関

連事業」のような分類をすることができない。現地

親会社の情報に関する主な収集源として使用した

データベースはWANFANGデータベースである。

このデータベースには事業別の売上比率が記載され

ておらず，「取り扱っている主要製品」という項目が

あったので，これをベースにして作成した。外国企

業の合弁パートナーとしての現地企業はすべてが上

場しているわけではなかったので，データを作成す

る際に日本企業のデータ作成時とは別の方法をとら

ざるを得なかった。よって，本稿では，IJV の事業

と親会社の主力事業が同一であるかどうかの説明に

関しては，表現上の便宜のため主力事業と同一でな

い事業を非主力事業とする。その結果，日本親会社

の場合は主力事業と同一でない事業が「非主力・関

連事業」であり，中国親会社の場合は「非主力・関

連事業」「非主力・非関連事業」この両方を含めた形

になる。



者の交互作用が，IJV のパフォーマンスに与え

る影響を考察した。そのうえで，その影響が時

間の経過とともにどのように変化するかを分析

した。

その結果，初期においては，主力事業同一性

が IJV のパフォーマンスにプラスの効果を与

えるものの，IJV の操業年数が増えることにつ

れて，その影響は弱まっていくことが確認でき

た。RBVによると，IJV の成長プロセスの初期

段階では，親会社からコミットされた資源に

よって高いパフォーマンスが得られるが，中長

期では組織学習の影響を考えると，親会社から

持ち込まれた経営資源のみに頼るだけでは，高

いパフォーマンスに繋がらなかった。つまり，

最初に適合的な現地パートナーを選び，親会社

からコミットされた経営資源に頼るだけでは，

IJV は成長し続けられないことが明らかになっ

た。

Ⅱ 仮説提示

１ RBVの観点

1.1 外国親会社からの観点

RBV 理論によれば，高いパフォーマンスが

得られるのは，その企業が特有の資源を持って

いるからであり（Wernerfelt［1984］; Prahalad

and Hamel［1990］; Barney［1991］），そのよう

な戦略的資源は，さまざまな関連製品あるいは

関連市場に応用することができる（Barney

［1991］）。また，Bartlett and Ghoshal［1989］

は，本国で開発・発展したコアコンピタンスは，

他の国でも応用できるとする。外国企業は，関

連製品多角化戦略を通じて，コアコンピタンス

を子会社に持ち込むことができ，現地パート

ナーの戦略的資源と組み合わせることも可能で

ある。外国親会社の主力事業と同一の事業を行

う海外子会社は，外国企業の優れた技術が持ち

込まれる可能性が高くなり（Brouthers and

Bamossy［1997］），そのような親会社のコアコ

ンピタンスを利用することによって，高いパ

フォーマンスが得られる。したがって，IJV が

外国親会社の主力事業と同一の事業を行うと，

IJV設立初期には外国親会社からコミットされ

たコアコンピタンスを使用することによって，

IJV は高い利益を獲得する。

仮説１：IJV設立初期には，外国親会社と

の主力事業同一性が IJV のパフォーマンス

に正の効果を与える。

1.2 現地親会社からの観点

IJV の主力事業同一性は，現地親会社の事業

との関連性も問題となる。発展途上国への進出

において，現地企業との関連性は，IJV にとっ

て非常に重要である。製品関連多角化戦略を通

じて，IJV は，現地親会社のバイヤー，サプラ

イヤー，政府との関係（Luo［1997］），既存の流

通販売ルート（Yan and Gray［1994］）等から利

益が得られる。Luo［1997］によると，産業経

験，マーケットパワー，顧客のロイヤリティ，

組織の評判（reputation）等は，IJV のパフォー

マンスにプラスの影響を与える。IJV が現地親

会社の主力事業と同一の事業を行うと，IJV設

立初期には IJV に対してこのような経営資源

の貢献度が上がると考えられる。

仮説２：IJV設立初期には，現地親会社と

の主力事業同一性が IJV のパフォーマンス

に正の効果を与える。

1.3 両親会社からの観点

IJV が成功するには，両親会社から移転され

た資源に大きく依存する（Buckley and Casson

［1988］）。これまで議論してきた IJV と外国

親会社との主力事業同一性と，IJV と現地親会

社との主力事業同一性は，互いにトレードオフ

の関係ではなく，同時に成立しうる。IJV の

行っている事業が双方の親会社にとって重要な
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事業である以上，自らの国で開発・発展したコ

アコンピタンスが IJV に持ち込まれることに

なる。IJV が両親会社の主力事業と同一の事業

を行うと，IJV設立初期にこのようなコアの経

営資源が両親会社から持ち込まれることによっ

て，高いパフォーマンス効果が予想される。

仮説３：IJV設立初期には，両親会社との

主力事業同一性が IJV のパフォーマンスに

正の効果を与える。

２ 組織学習の観点

製品関連があるならば，非関連の場合より，

高い吸収能力を持っている（Luo［1997］）。高

い吸収能力は，相手の持っている知識と似たよ

うな知識を事前に十分持っていることによって

形成される。Prahalad and Hamel［1990］は，

企業は，製品と市場の統一体（product-market

entities）のポートフォリオではなく，コアコン

ピタンスとディシプリン（discipline）のかたま

りであるとする。企業のコアコンピタンスや

ディシプリンといった知識は，提携相手の吸収

能力が高いと，吸収されやすくなる。

IJV は，パートナーから特有な知識を得られ

る理想的な学習ルートである（Hamel［1991］）。

IJV を組む際，企業は互いの必要としている知

識を相手が持っているため，組む当初は相互依

存すると考えられる。しかしながら，相手の知

識を習得してしまうと，相手との提携を続ける

必要性が低くなる。Parkhe［1991］によると，

IJV を通じての学習によって，パートナーは提

携形成段階では互いに持っていなかったスキル

と技術を獲得することができる。しかし，相手

のスキル，技術を習得してしまうと，提携を続

けるモチベーションは低くなるから，より早く

習得した方がパートナー関係を支配する可能性

が高くなる。

主力事業同一型の場合，高い吸収能力によっ

て学習が進み，パートナーの知識を習得してし

まうと，IJV は不要になる可能性が高くなる。

したがって，パートナーのモチベーションの低

下により，IJV のパフォーマンスにマイナスの

影響を与えると考えられる。一方，パートナー

間の学習は IJV の不安定さ（Instability）に対

する主要な原因であるとされ（Hamel［1991］;

Inkpen and Beamish［1997］），Yan and Zeng

［1999］はその不安定さを IJV の終了と解散で

定義し測定する。パートナー間の学習によっ

て，終了あるいは解散に向かっている IJV に対

して親会社が追加的な資源の投入を行う可能性

は低く，コミットメントを減らすことによって

IJV のパフォーマンスが低下していくことも考

えられる。

主力事業同一型の場合，親会社からコアの経

営資源が投入され，IJV のパフォーマンスにプ

ラスの影響を与えるだけではなく，学習による

マイナスの影響も与える。IJV設立から時間が

経つにつれて学習が進み，IJV のパフォーマン

スに与える主力事業同一性の影響が弱まってい

くと推測する。したがって，仮説 4∼6は以下

のとおりである。

仮説４：IJV設立からある程度時間が経過

すると，外国親会社との主力事業同一性が

IJV のパフォーマンスに与える影響は弱ま

る。

仮説５：IJV設立からある程度時間が経過

すると，現地親会社との主力事業同一性が

IJV のパフォーマンスに与える影響は弱ま

る。

仮説６：IJV設立からある程度時間が経過

すると，両親会社との主力事業同一性が IJV

のパフォーマンスに与える影響は弱まる。
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Ⅲ 研究方法

１ 実証分析の対象

中国は急速に経済発展が進んでいる新興国で

ある。中国は新興国の中では FDI 吸収額が最

も大きく，アメリカに次いで第二位の FDIホ

スト国である。中国に対する FDI の総額は，

全世界の FDI総額の 20％を占め，発展途上国

の FDI 総額の半分を占める（World Invest-

ment Report［1999］）。中国の市場開放政策と

急速な経済発展は，多国籍企業にとっては非常

に魅力的で，急速な勢いで中国市場に進出を

行ってきた。中国への進出モードとして，完全

子会社，ジョイント・ベンチャー，技術ライセ

ンシング，輸出，リース，フランチャイズなど

が挙げられるが，ジョイント・ベンチャーと完

全子会社は特に重要な形態で圧倒的な割合を占

めている。この２タイプだけで，1995 年には

FDI総額の 99.26％，1996 年には 99.41％を占

めていて，1996 年には同 50.26％が IJV の形態

を取った（Bulletin of MOFTEC［1997］）。

本稿では中国における日中国際合弁企業を研

究対象とする。1996から毎年日本の FDI額の

40％を中国が受け入れていて，そのうちの 70％

は中国企業とパートナーを組んで IJV形態に

なっている（Beamish et al.［1997］; Lu［2000］）。

２ データ収集

本稿では，中国における日中合弁企業とその

日本親会社，及び中国親会社に関するデータを

収集した。合弁企業に関する主な情報源は，海

外進出企業総覧国別篇であり，1992 年から

2009年までの時系列データベースを作成した。

日本親会社の情報に関しては，株式会社イー

オーエルが提供している総合企業情報データ

ベース eol から検索した。データベース eol で

企業有価証券報告書を検索して，有価証券報告

書の会社の概況，事業の概況，営業の状況をデー

タ化した。中国親会社の情報に関しては，

Wanfang Data Company（www.wanfangdata.

com.cn）が提供しているWanfangデータ
3)
か

ら検索した。

３ 測定変数

3.1 従属変数

従属変数には売上成長率（IJV sales growth）

を採用する。IJV の売り上げは海外進出企業総

覧から得られる。売上成長率としては，３年目

の売り上げを１年目の売り上げで割った値とす

る。つまり，仮説 1∼3 の中での設立初期のパ

フォーマンスは，IJV が操業を始めてから最初

の３年間
4)
の売上成長率である。

主力事業同一性が IJV のパフォーマンスに

与える影響がどのように変化するかを考察する

ために，主力事業同一性が最初の３年間と７年

間
5)
の売上成長率（７年目の売り上げ /１年目

の売り上げ）に与える影響を比較する。
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３）このデータベースを使った研究は学術雑誌に現れ

た（Li and Wong［2003］; Lu and Xu［2006］）。

４）最初の３年間に限定した理由は，企業は年を経る

につれて学習をする。特に，IJV は，パートナーか

ら特有な知識を得られる理想的な学習ルートである

ことが Hamel［1991］によって指摘されている。

Parkhe［1991］によると，IJV を通じての学習によっ

て，パートナーは提携形成段階では持っていなかっ

たスキルと技術を獲得することができる。相手のス

キル，技術を学習してしまうと相手を放棄し，パー

トナーシップを解消する可能性が出てくる。他方，

学習と適用（adaptation）は，パートナーキャラク

ターの違いがパートナーシップに与える影響を緩和

することができ，生存期間と効率性を促進する。こ

のように，IJV という文脈の中では，学習がパフォー

マンスに非常に大きな影響を与える。このために，

学習の影響を排除するために，３年間のパフォーマ

ンスに限定した。Luo（1998）も，現地での操業年数

による学習効果を排除するために，当初の３年間で

のパフォーマンスを測定している。このように，３

年間というパフォーマンスの測り方はしばしば使わ

れている（Nohria and Ghoshal［1994］）。



3.2 独立変数

独立変数として主力事業同一性を用いる。

IJV の事業と日本親会社の主力事業が同一であ

るかどうかは，日本企業の有価証券報告書の事

業の概況から判断した。事業の概況には，企業

の事業別の売り上げ比率が記載されている。売

上全体比
6)
の最も大きい事業を，その企業の主

力事業とした。そして，それぞれ事業別の売上

率を，最も大きい売上率で割った値が 0.8 より

大きい事業を主力事業とし，それ以外は主力事

業ではないとした。IJV設立の時点で，IJV の

事業と日本親会社の主力事業が同一であれば

１，そうでなければ０である。この指標で，日

本親会社と IJV の間の主力事業同一性を測る

（日本親会社-IJV主力事業同一性）。

中国親会社の主力事業の操作は，日本親会社

の場合と異なる。日本親会社は，ほとんどが上

場企業であり，上場企業でなくても財務諸表が

公表されるケースが多い。一方，中国親会社は，

ほとんどが上場されておらず，財務諸表は公表

されていないので，事業別の売上率のデータを

手に入れるのは難しい。そこで，Wanfangデー

タベースの企業プロフィール紹介，企業名，生

産製品，経営項目から主力事業が何かを判断し

た。また，中国企業の場合は重要な製品の名前

を企業名にするケースが多い。このような情報

をもとにして，企業の主力製品，あるいは主力

事業であるか判断した。IJV 設立の時点で，

IJV の事業が中国親会社の主力事業と同一であ

れば１，そうでなければ０である。この指標で，

中国親会社と IJV の間の主力事業同一性を測

る（中国親会社-IJV主力事業同一性）。

日本親会社-IJV主力事業同一性と中国親会

社-IJV主力事業同一性との交互作用について，

IJV が両親会社の主力事業と同一の事業を行う

場合は１で，片方または両方の主力事業と同一

でない事業を行う場合は０である。（日本親会

社-IJV主力事業同一性×中国親会社-IJV主力

事業同一性）。

3.3 コントロール変数

合弁企業についての変数は以下のように設定

した。合弁企業の業種別（industry）はダミー

変数として，製造業は１，サービス業を０とし

た。合弁企業の所在地（location）
7)
もダミー変

数として，経済開発区域に位置していれば１，

その他は０とした。合弁企業サイズ（IJV size）

は，合弁企業の従業員数で測定した（Luo

［1997］; Lu and Ma［2008］）。

日本親会社についての変数は以下のように設

定した。日本親会社の年齢（Japanese parent’s

age）は，合弁企業設立年から日本企業設立年

を引いた数値で表す。日本親会社の出資比率

（Japanese parent’s equity ownership）は，合
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５）７年目を採用した理由は，海外進出企業総覧に

IJV の売り上げデータが全部記載されておらず抜け

が多かったので，データの数を確保しながら期間を

長めに取ったためである。

６）ある事業が企業の主力事業であるかどうかを判断

するとき，用いる基準として売上高の全体比と利益

の全体比がよく使われる。本稿では，利益全体比で

なく，売り上げ全体比をとったことには二つの理由

がある。一つ目は，データの制限である。日本親会

社は，ほとんどが上場企業であり，有価証券報告書

から利益の全体比データを入手することができる。

しかし，中国親会社はほとんど上場しておらず，非

上場企業の有価証券報告書は公表されていないの

で，利益の全体比データを手に入れることが困難で

あった。二つ目は，データの整合性を保つためであ

る。本稿では，IJV のパフォーマンスを売上成長率

で測っているが，その最大の理由は，IJV 関する情

報の主なデータ源である海外進出企業総覧に売上高

しか記載されていないためである。IJV のパフォー

マンスを売上成長率で測定したので，IJV の事業と

親会社の事業の関連性に関しても売り上げで測定し

た方が，データの整合性が保たれると思われる。

７）海外進出企業総覧の IJV の住所に基づいて，IJV

の住所の中に経済開発区域が入っていれば，経済開

発区域に立地すると判断する。



弁企業の資産の中で日本親会社が投資した資本

の占める比率である。日本親会社の R&D強度

（Japanese parent ’s technological intensity）

は，研究開発費用を売り上げで割った値を取っ

た。日本企業の派遣率（Japanese expatriates）

は，IJV への派遣社員数を合弁企業従業員数で

割った値を取った。

中国親会社については，以下のように設定し

た。企業集団
8)
はダミー変数として，中国親会

社が企業集団であれば１，その他は０とした。

企業性質もダミー変数として，中国親会社が国

有企業あるいは集団企業であれば１，その他は

０とした。

ここで，すべての説明変数とコントロール変

数は，合弁企業の設立年のデータで測定してい

ることを再度強調したい。つまり，パートナー

選択時のデータを取っている。

3.4 作成されたデータセットの性質

仮説 1∼3 を分析するのに必要な，IJV の最

初の３年間の売上成長率が得られるサンプルは

175社であり，設立年の構成は表１のとおりで

ある。また，仮説 4∼6を検定するために必要

な，IJV の最初の３年間の売上成長率と，最初

の７年間の売上成長率の両方が得られるサンプ

ルは 45社である。すなわち 130 社の IJV にお

いて７年目の売り上げのデータが得られず，サ

ンプル数は 45社に減少した。設立年の構成は

表２のとおりである。最初の７年間の売上成長

率を用いる際に，175社のサンプルの中で，分

析に用いた 45社と用いなかった 130 社の間で

t検定を行った結果，すべての変数において統

計的に有意な差は見られなかったので，サンプ

リング・バイアス問題は小さいと考えられる。

表１と表２から，サンプルは 1990年代中ご

ろに集中していることが見て取れる。その頃の

中国進出において，外国企業は IJV を通じて学

習するのが大きな課題であったと既存研究では

主張されてきた。したがって，その時期におい

て，本稿で学習を重要なポイントとして捉える

のは適切である。本稿では，標準的な最小２乗

法による重回帰分析を行った。

Ⅳ 分析結果

表３は，分析に使われた変数の記述統計と変

数間の相関を示している。日本親会社と IJV

との主力事業同一性の平均値は 0.75であり，

中国親会社と IJV との主力事業同一性の平均

値は 0.71 である。日本親会社と中国親会社の

双方とも，主力事業同一型の方が圧倒的に多い。

つまり，日本企業が中国に進出する際に，自ら

の主力事業から投資するだけではなく，パート

ナーも主力事業に同一するように合弁を組んだ

ケースが圧倒的に多いことが分かる。つまり，

日本企業は両親会社の主力事業に関連するよう
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８）Wanfangデータの現地パートナーの企業名に基

づいて，企業名の中に集団が付いていれば，企業集

団であると判断する。

表１

設立年 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

企業数 6 9 13 31 37 21 14 7 5 7 3 10 9 3

表２

設立年 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

企業数 2 2 2 10 13 10 4 1 1
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表
３

分
析
に
使
用
し
た
変
数
の
記
述
統
計
と
相
関

変
数

平
均
値

標
準
偏
差

１
２

３
４

５
６

７
８

９
10

11
12

１
．
当
初
３
年
の
IJ
V
売
上
成
長
率

1.
95
E
＋
00

1.
88
E
＋
00

２
．
日
本
親
会
社
-I
J
V
主
力
事
業

同
一
性
×
中
国
親
会
社
-I
J
V

主
力
事
業
同
一
性

0.
55

0.
49
9

.2
02

＊
＊

３
．
日
本
親
会
社
-I
J
V
主
力
事
業

同
一
性

0.
75

0.
43
2

.1
88

＊
.6
29
＊
＊

４
．
中
国
親
会
社
-I
J
V
主
力
事
業

同
一
性

0.
71

0.
45
3

.1
24

.6
97

＊
＊

.0
50

５
．
産
業

0.
85

0.
36
2

.0
83

−
.0
38

−
.0
60

.0
10

６
．
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

0.
2

0.
39
8

.0
18

.0
71

.2
15
＊
＊
−
.0
39

.0
11

７
．
日
本
親
会
社
の
年
齢

60
.7
5

21
.9
64

.2
64
＊
＊
−
.0
66

−
.0
35

−
.0
52

.0
47

.0
49

８
．
日
本
親
会
社
の
出
資
比
率

0.
47
04

0.
17
28
4

.0
38

−
.1
82
＊

.0
34

−
.2
29
＊
＊

.0
35

.0
12

.1
80
＊

９
．
日
本
親
会
社
の
R
&
D
強
度

0.
03
24
51

0.
02
41
96

.0
28

.0
59

.0
03

.1
57

.1
36

.1
29

.2
00

＊
.1
98
＊

10
．
企
業
集
団

0.
54

0.
5

−
.0
58

−
.1
03

.0
12

−
.1
88
＊

−
.1
21

.1
57
＊

−
.0
73

.0
49

−
.1
82
＊

11
．
企
業
性
質

0.
59

0.
49
3

−
.0
37

−
.0
87

−
.0
37

−
.1
33

−
.2
11
＊
＊
−
.0
28

−
.0
65

.0
09

−
.0
77

.2
26
＊
＊

12
．
IJ
V
サ
イ
ズ

21
1.
01

29
7.
12
9

−
.1
05

.0
44

.0
36

.0
17

.2
37
＊
＊
−
.0
32

.1
01

−
.1
12

−
.1
01

−
.0
66

.0
63

13
．
日
本
親
会
社
の
派
遣
率

0.
03

0.
04
5

.0
58

−
.0
12

.0
70

−
.0
91

−
.3
13
＊
＊

.0
57

.0
60

.3
63
＊
＊

.0
30

.1
57
＊

.0
90

−
.2
73
＊
＊

＊
p
＜
.0
5（
両
側
検
定
）

＊
＊
p
＜
.0
1（
両
側
検
定
）

サ
ン
プ
ル
数
＝
17
5



に投資活動を行ってきたと考えられる。

次に，回帰モデルを推計することによって仮

説を検証した。ただし，推計に際して，日本親

会社-IJV主力事業同一性，中国親会社-IJV主

力事業同一性の各変数と，それらの交差項との

多重共線性が大きいことが判明したため，これ

ら３変数を同時に説明変数として入れることが

できず，日本親会社-IJV主力事業同一性と中

国親会社-IJV主力事業同一性の２変数だけを

用いた場合と，交差項の１変数だけを用いた場

合に分けた。これら以外の多重共線性に関して

は，すべてのモデルにおいて VIF 値が３以下

であったので，問題はないと考えられる。

IJV の最初の３年間の売上成長率を従属変数

とした重回帰分析を行った結果が表４のモデル

１とモデル２である。表４では，コントロール

変数の中で，日本親会社の年齢と IJVサイズが

すべてのモデルで統計的に有意である。IJV を

組む時点で，日本企業の操業年数は IJV のパ

フォーマンスにプラスの影響を与える。一方，

IJV の従業員数で測った規模は IJV のパフォー

マンスにマイナスの影響を及ぼす。

次に，仮説 1∼3 を検証しよう。仮説１に関

する変数である日本親会社-IJV主力事業同一

性については，モデル１では５％水準で有意で

あった。また，仮説３に関する変数である日本

親会社-IJV主力事業同一性と中国親会社-IJV

主力事業同一性との交互作用について，モデル

２では１％水準で有意であった。しかし，仮説

２に関する変数である中国親会社-IJV主力事

業同一性については，モデル１で有意な結果が

得られなかった。したがって，仮説１と仮説３

は支持され，仮説２は支持されなかった。

仮説 4∼6を検証するために，IJV の最初の

３年間の売上成長率と，７年間の売上成長率に

分けて重回帰分析を行った結果が，表５のモデ

ル３とモデル４である。仮説４の日本親会社-

IJV主力事業同一性について，モデル３で３年
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表４ IJVの最初の３年間での売上成長率に関する重回帰分析

変 数

IJV売上成長率

Model 1 Model 2

３年 t値 ３年 t値

（定数） −1.014 −.708 −.606 −.438

産業 0.271 .268 .537 .534

ロケーション −0.454 −.864 −.349 −.673

日本親会社の年齢 .034
＊＊＊

3.698 .034
＊＊＊

3.667

日本親会社の出資比率 −0.413 −.314 −.050 −.039

日本親会社のR&D強度 −9.624 −.953 −9.476 −.959

企業集団 −0.122 −.286 −.097 −.230

企業性質 0.226 .537 .235 .557

IJVサイズ −.001
＊

−2.129 −.001
＊

−2.070

日本親会社の派遣率 −1.233 −.234 −1.121 −.212

日本親会社-IJV主力事業同一性 1.194
＊

2.379

中国親会社-IJV主力事業同一性 0.758 1.645

日本親会社-IJV主力事業同一性×

中国親会社-IJV主力事業同一性
1.090

＊＊
2.709

R2乗 .193 .181

調整済みR2乗 .105 .101

F値 2.211
＊

2.274
＊

＊
p＜.05（両側検定）

＊＊
p＜.01（両側検定）

＊＊＊
p＜.001（両側検定）

サンプル数＝175



の方は５％水準で有意であるのに対し，７年の

方は有意でなかった。つまり，「日本親会社の

主力事業と同一の事業を行う IJV」と「そうで

ない IJV」を比べると，最初の３年間の売上成

長率においては前者が統計的に有意に高いが，

最初の７年間の売上成長率においては両社に統

計的に有意な差が認められなかった。IJV設立

から７年が経つと，日本親会社との主力事業同

一性が IJV のパフォーマンスに与える影響は

弱まっていくことが分かる。したがって，仮説

４は支持された。IJV における組織学習につい

ての議論を踏まえると，IJV のパフォーマンス

に与える組織学習のマイナス効果は主力事業同

一型の方が非主力事業関連より大きいためであ

ると解釈できる。以下では組織学習によるマイ

ナスの効果について，「日本親会社主力―中国

親会社主力」，「日本親会社主力―中国親会社非

主力」，「日本親会社非主力―中国親会社主力」，

「日本親会社非主力―中国親会社非主力」，の

四つのグループに分けて説明する。

「日本親会社主力―中国親会社主力」では，

IJV の事業が両親会社の主力事業と同一である

ため，互いに高い吸収能力を持っている。この

ような高い吸収能力によって学習が進み，互い

のパートナーの知識を吸収してしまうと，IJV

は不要になる可能性が高くなる。これによって

両親会社から IJV の不要の力が働く。「日本親

会社非主力―中国親会社主力」では，外国親会

社のほうは非主力事業関連で，吸収能力は主力

事業同一型よりは低いが，ある程度学習は進む。

現地親会社は主力事業同一型であるため，高い

吸収能力を持っているが，外国親会社が非主力

事業関連である以上，IJV に持ち込まれた経営

資源はコア資源ではない可能性が高く，外国親

会社の中核知識を学習するまで至らない。した

がって，両親会社から IJV の不要になる力をま

とめると，「日本親会社主力―中国親会社主力」

よりは弱いだろう。したがって，「日本親会社

主力―中国親会社主力」は「日本親会社非主力

-中国親会社主力」より IJV を不要にする可能

性が高く，パートナー同士の手抜きにより，

IJV のパフォーマンスに与えるマイナスの影響
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表５ IJVの最初の３年間と７年間での売上成長率に関する重回帰分析

変 数

IJV売上成長率

Model 3 Model 4

３年 t値 ７年 t値 ３年 t値 ７年 t値

（定数） 1.557 .908 4.521 .433 2.159 1.262 6.123 .586

産業 −1.973† −1.724 3.093 .444 −1.596 −1.395 2.833 .406

ロケーション −.639 −.605 2.571 .400 −.035 −.042 8.143 1.601

日本親会社の年齢 .023† 1.780 .064 .809 .022 1.684 .070 .864

日本親会社の出資比率 .375 .181 −9.926 −.786 −.075 −.036 −12.046 −.942

日本親会社のR&D強度 8.015 .501 43.044 .442 2.861 .218 −34.099 −.426

企業集団 −1.179† −1.804 −3.822 −.960 −1.256† −1.884 −4.213 −1.035

企業性質 .208 .368 .646 .188 .298 .511 .735 .206

IJV size −.001† −1.992 −.006 −1.549 −.001† −1.751 −.004 −1.083

日本親会社の派遣率 3.489 .491 20.753 .479 4.631 .648 33.871 .775

日本親会社-IJV主力事業同一性 1.511† 1.980 5.792 1.247

中国親会社-IJV主力事業同一性 .453 .549 −5.852 −1.165

日本親会社-IJV主力事業同一性×
中国親会社-IJV主力事業同一性

1.219
＊

2.177 −.456 −.133

R2乗 .499 .283 .458 .219

F値 1.995† .789 1.946† .644

†p＜.10（両側検定）
＊
p＜.05（両側検定）

サンプル数＝45



が強いと考えられる。

「日本親会社主力―中国親会社非主力」では，

学習パターンとして上述した「日本親会社非主

力―中国親会社主力」と同じ説明の仕方で解釈

できる。「日本親会社非主力-中国親会社非主

力」では，両方の非主力事業に関連し，互いに

さほど高い吸収能力を持っていないため，学習

の進展は緩やかであろう。しかも，両方とも非

主力事業関連であって IJV に持ち込まれた経

営資源が親会社にとってコアになる資源ではな

い可能性が高く，互いに相手の中核知識を学習

するに至らない。したがって，両親会社から

IJV の不要になる力をまとめると，他の群より

は弱いだろう。よって，パートナー同士の手抜

きにより，IJV のパフォーマンスに与えるマイ

ナスの影響が最も弱いと考えられる。

以上をまとめると，組織学習によるマイナス

の影響において，「日本親会社主力―中国親会

社主力」が「日本親会社非主力―中国親会社主

力」より強く，「日本親会社主力―中国親会社非

主力」が「日本親会社非主力―中国親会社非主

力」より強いので，日本親会社主力事業同一型

が日本親会社非主力事業関連より強い。よっ

て，日本親会社-IJV主力事業同一性は，最初の

３年間の売上成長率に対してプラスの影響を与

えるが，７年間にはその影響が確認できなかっ

た。操業年数が増えるにつれて，日本親会社-

IJV主力事業同一性が IJV のパフォーマンスに

与える影響は弱まっていく。

仮説５の中国親会社-IJV主力事業同一性が

IJV のパフォーマンスに与える影響について，

モデル３では，３年と７年両方とも有意でな

かったので，仮説５は支持されなかった。

仮説６の日本親会社-IJV主力事業同一性と

中国親会社-IJV主力事業同一性との交互作用

が，IJV のパフォーマンスに与える影響につい

ては，仮説４と同じく，モデル４で３年の方は

５％水準で有意であるのに対し，７年の方は有

意でなかった。したがって，仮説６は支持され

た。仮説４での説明と同じく，「日本親会社主

力―中国親会社主力」のグループで，IJV は高

い吸収能力によって学習が最も進み，それによ

るマイナスの効果が最も高いことが考えられ

る。これに比べて，ほかのグループの学習はあ

る程度進むが，「日本親会社主力―中国親会社

主力」のほどではないため，マイナス効果にお

いても「日本親会社主力―中国親会社主力」が

ほかのグループより高い。これによって，最初

の３年間の売上成長率においては「日本親会社

主力―中国親会社主力」が統計的に有意である

が，最初の７年間の売上成長率においては他の

グループと比べて統計的に有意な差が見られな

かった。よって，交互作用は，IJV の最初の３

年間でのパフォーマンスにはプラスの影響を与

えたが，７年間にはその影響が確認できなくな

り，その影響が弱まる傾向が見られた。

Ⅴ 考察

本稿は，リソース・ベースト・ビュー（RBV）

理論と組織学習理論に基づいて，親会社と IJV

との主力事業同一性が IJV のパフォーマンス

に与える影響を考察した。仮説１，３，４，６

は支持されたが，仮説２，５に関しては支持さ

れなかった。日本親会社-IJV主力事業同一性

は，IJV のパフォーマンスに与える影響が有意

であったが，中国親会社-IJV主力事業同一性

は有意でなかった。ただし，モデル１で有意水

準は 10.3％であったので，弱い影響は認められ

る。IJV のパフォーマンスに与える中国親会

社-IJV主力事業同一性の影響は大きくはない

が，ある程度はあったと考えられる。以下では，

仮説２が支持されなかった理由に関して解釈し

ていく。

1990年代，外国企業が中国で海外子会社を設

立することには，中国を低コスト生産拠点とし

て位置づけた背景がある。当時，中国は世界の

工場と言われ，外国企業の子会社は輸出志向が
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強く，売り上げの 50％程度を輸出していた。そ

の理由の一つとして，中国政府の制限が挙げら

れる。FDI を受け入れる前提条件として，一定

割合の輸出が義務付けられた。第二に，中国市

場の見通しが付かなかったためである。90年

代当時は，経済環境が非常に不安定で，さらに

政府の干渉もしばしば起こったので，外国企業

にとって中国市場を開拓するよりも，既存の自

らの販売ネットワークを通じて売り上げを伸ば

す方がリスクは小さかった。輸出志向の企業

は，中国市場志向の企業より，外国企業である

ことによる不利性（liability of foreignness）に

影響されにくく，現地企業の販売ルートなどへ

の依存度も低い。

現地市場志向であれば，より現地環境のコン

ティンジェンシーと密接に関連する。発展途上

国で，このようなコンティンジェンシーは制御

困難で，しばしば企業の能力を超えている

（Shenkar and Von Glinow［1994］）。現地企業

は，経済移行期（economic transformation）に

おけるあいまいな情報を正しく解釈する能力を

提供できる。また，物流，マーケット・チャネ

ルはしばしばホスト国の中央政府や地方政府に

コントロールされている（Rawski［1994］）ケー

スが多いので，現地企業が持っている既存の物

流ルートやマーケット・チャネルに依存せざる

を得ない。

発展途上国でビジネスを行う際，個人間の関

係あるいは組織間の関係が非常に大きな役割を

果たす（Xin and Pearce［1996］）。しかし，こ

のような関係と能力を構築するには多大な時間

とコストがかかるので，現地市場志向であれば，

現地企業の資源への依存度が高くなる。一方，

IJV が輸出志向であれば，現地企業の貢献はさ

ほど重要ではなくなる。本研究のデータは主に

90年代の中ごろに集中しており，当時の合弁企

業は輸出志向が強かったため，現地企業による

サポートの必要性が低かったと考えられる。

コントロール変数については，以下のように

解釈できる。日本親会社の年齢（Japanese pa-

rent’s age）の売上成長率に与える影響に関し

て，モデル１，２では，0.1％水準で有意であっ

た（表４を参照）。つまり，IJV を設立する時点

で，日本親会社の操業年数は IJV のパフォーマ

ンスにプラスの影響を与える。企業の年齢は，

外部のステークホルダーによって，企業の生存

能力が高いとか，威信（reputation, prestige）

を持っているとか，あるいは信頼性が高いと解

釈されがちである。これらはある種の正当性

（legitimacy）を企業に与え，また，このような

正当性はスピルオーバー（spillover）効果によっ

て，子会社にも影響を与える。

また，IJVサイズの売上成長率に与える影響

について，モデル１，２では，５％水準で有意

で，売上成長率にマイナスの影響を与える。つ

まり，企業規模の小さい方がより高いパフォー

マンスをあげる。表４で，売上成長率を操作す

る際に，IJV の最初の３年間に限定したため，

初期段階では小規模企業の方が大規模企業より

成長しやすいと解釈できる。

Ⅵ 結論

本稿では，日本親会社-IJV主力事業同一性，

中国親会社-IJV主力事業同一性，及び交互作

用が IJV のパフォーマンスに与える影響を，３

年と７年に分けて考察した。分析結果から，

IJV の最初の３年間では，日本親会社-IJV主力

事業同一性と交互作用が IJV のパフォーマン

スに与える影響は有意であるものの，７年にな

ると，その影響は確認できなくなった。つまり，

IJV の操業年数が増えることにつれて，主力事

業同一性が IJV のパフォーマンスに与える影

響は弱まっていくことが確認できた。

本稿での RBV と組織学習を以下のように評

価する。最初の３年間において，IJV は親会社

から投資された経営資源によって，高いパ

フォーマンスが得られたが，最初の７年間では，
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その影響が有意でなかった。RBV によると，

IJV の成長プロセスの初期段階では，親会社か

らコミットされた資源によって高いパフォーマ

ンスが得られるが，中長期では組織学習の影響

を考えると，親会社から持ち込まれた経営資源

のみに頼るだけでは，高いパフォーマンスに繋

がらなかった。つまり，良い現地パートナーを

選び，親会社からコミットされた経営資源だけ

で，IJV は成長し続けられない。

本稿では，データ上の制限により，主力事業

同一性と IJV の最初の３年間及び７年間のパ

フォーマンスとの関係を検証したが，長期的に，

主力事業同一性が IJV のパフォーマンスにど

ういう影響を与えるのかを考察する必要があ

る。IJV では，操業年数が増えれば，学習が増

え，その学習によって IJV のパフォーマンスに

与えるマイナスの影響を考察してきた。長期に

なると，主力事業同一性が IJV のパフォーマン

スに与えるマイナスの影響が，プラスの影響を

はるかに上回り，片方の主力事業同一性の方が，

両親会社との主力事業同一性より，高いパ

フォーマンスに繋がる（Lu and Xu［2006］）と

推測する。

もっとも，主力事業同一性によって親会社か

ら投資されたコンピタンスはどのような内容で

あり，どのように学習が行われ，主力事業同一

性の違いによってその学習がどのように異なる

かは，国や産業，企業によってさまざまである

と考えられるので，一般論を展開することは難

しい。しかし，中国における日中合弁企業を見

る限り，その傾向は確認できた。主力事業同一

性の IJV のパフォーマンスに与える影響につ

いては，個別事例研究などによって定性的に検

討を行った方が好ましいと考えられる。
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