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要約
韓国企業・経済にとって中国の存在は極めて大きい。かつて韓国企業に
とって中国は輸出向けグローバル生産拠点の中心だった。その後、中国の生
産コスト上昇を受け、韓国企業の狙いは成長する巨大な中国内需市場の取り
込みに移った。しかし、中国企業の競争力向上により中国市場での競争が激
化、中国市場の取り込みに失敗し、中国事業を縮小する韓国企業が相次いで
いる。
韓国企業にとって輸出向け生産拠点としての中国の位置づけは従前から低
下していたために、昨今の米中貿易摩擦激化を契機にして生産拠点を中国か
ら他の国に移管するサプライチェーン見直しの動きがとりわけ顕著になって
いるという状況にはない。しかし、多くの在中韓国系企業や対中輸出する韓
国企業は中国企業向けに中間財を生産・供給しているため、米中貿易摩擦激
化により中国企業が生産を縮小すると、韓国企業は間接的な打撃を免れな
い。
他方、幅広い主力製造業で韓国企業は中国企業のキャッチアップを受けて
おり、韓国は製造業の一段の高度化の必要に迫られている。韓国政府や財閥
トップのサムスングループはその一環としてバイオ産業の育成に注力してい
る。
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はじめに
米中貿易摩擦の激化により対米輸出拠点としての中国のポジションが揺ら
いでいる。米国向け生産拠点を中国からベトナムをはじめとした東南アジア
や、台湾、メキシコなどに移す各国企業の事例が相次いで報道されている。
太平洋をまたぐサプライチェーンはまさに変容しつつある。
ところで、
米中貿易摩擦を契機にした中国生産拠点見直しの動きに関して、
日本のメディアでは日米中台企業などの動向はしばしば報じられているが、
韓国企業についてはあまり報じられていない。実際には韓国企業は中国生産
拠点をどのように見直そうとしているのであろうか。
そもそも韓国経済・企業にとって中国の存在は極めて大きい。その象徴の
一つが韓国の対中輸出依存度の高さである。2018 年の韓国の輸出総額に占
める対中輸出の割合は 26.8％、韓国の名目 GDP に対する対中輸出の比率は
10.0％に達しており、対中輸出の好不調が韓国の経済状況を決定づけている
といっても過言ではない。
その一方で、韓国企業の中国に対する視点は重層的である。かつて、韓国
企業は中国を輸出向け生産拠点として位置づけていたが、その後、拡大する
巨大な中国内需市場をどのように取り込むかに関心が移った。さらに、昨今
では中国企業が韓国企業の強力なコンペティターに成長したことで、いかに
中国企業のキャッチアップを振り切るかが大きな課題になっている。
以上のような問題意識の下、本稿では韓国企業の中国進出の変遷、近年に
おける韓国企業の中国事業の狙いと「脱中国」の動き、米中貿易摩擦の影響
についての韓国側の認識、中国企業の競争力向上に対する対応策などについ
てみていくこととする。
なお、文中のウォン表示については、1 ウォン＝ 0.093 円（2019 年 6 月末、
韓国銀行）で円換算した値を参考値としてカッコ内に示した。
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1.

韓国の対中直接投資の変遷

1.1.

対中直接投資は拡大局面から停滞局面へ

韓国の対中直接投資は 1992 年の韓中国交樹立を機に立ち上がった。当初
は中国の低廉な労働力を活用した輸出向け生産拠点の色彩が濃く、韓国の中
小企業による労働集約的な軽工業分野の直接投資が多かった。
2000 年代に入ると、それまでの中小企業に加え、エレクトロニクス産業
や自動車産業などの大手財閥企業による大規模生産拠点の建設も相次ぎ、対
中直接投資が急増した（図 1）
。輸出向け生産拠点構築、中国の所得上昇や
2001 年の世界貿易機関（WTO）加盟などによる中国内需向け販売を狙った
生産拠点構築の動きも相次いだ。しかし、2000 年代後半以降、人件費をは
じめとした生産コストの上昇や、中国の外資優遇措置の縮小を受けて、輸出
拠点向け生産拠点としての中国の限界が明らかになり、韓国の対中直接投資
は伸び悩んでいる。特に、新規設立法人数ベースでみると、こうした傾向が
はっきりと確認できる。なお、詳細は割愛するが、近年、韓国企業の新規の
輸出拠点向け生産拠点構築は、中国に代わって、ベトナムを中心とする東南
アジアで活発に行われている。
図1

韓国の対中直接投資の推移（実行ベース）
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出所：韓国輸出入銀行データベースにより作成
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1.2.

生産拠点構築から内需獲得狙いに変化

とはいえ、対中直接投資が大きく減少していないのは、輸出向け生産拠点
としての中国の位置づけこそ低下したものの、拡大する巨大な中国内需の獲
得を目的とする対中進出が続いているからである。実際、韓国輸出入銀行に
よると、
「低賃金活用」を目的とした対中直接投資の割合が低下した半面で、
「現地市場進出」を目的とした対中直接投資の割合が急上昇している（図 2）
。
図2

投資目的別対中直接投資構成比の推移（実行金額ベース）
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出所：韓国輸出入銀行データベースより作成

中国拠点の位置づけの変化は、在中韓国系企業の販売先構成の変化をみて
も明らかである。売上高全体に占める中国国内販売の割合が着実に上昇した
一方で、2007 年に 31.3％だった第三国向け輸出の割合は大幅に低下し、10
年後の 2017 年にはわずか 5.1％にとどまっている（表 1）。第三国向け輸出
用の生産拠点としての中国拠点の役割はすでに、
かなり限定的となっている。
ちなみに、韓国貿易協会国際貿易研究院［2019a］によると、韓国の対中輸
出のうち中国が最終需要先の財の割合は 2007 年 61.4％から 2014 年に 75.1％
に上昇しており（残りの最終需要先は中国以外）、対中直接投資のみならず
対中輸出でも中国内需への依存度が高まっている（なお、韓国の対中輸出の
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うち米国が最終需要先の割合は 2007 年の 8.9％から 2014 年の 5.0％に低下し
ている）
。
表１

在中韓国系企業の販売先構成比（2007 年、2017 年）
（単位：％）
中国国内販売

韓国向け輸出

第三国向け輸出

合計

2007 年

51.5

17.3

31.3

100.0

2017 年

60.1

34.8

5.1

100.0

出所：韓国輸出入銀行「海外直接投資経営分析」（2007会計年度、2017会計年度）

2.

中国企業向け市場の獲得を狙う韓国企業
韓国の対中直接投資は製造業が中心である。2015 ～ 18 年の対中直接投資

額（実行ベース）全体のうち、81.3％が製造業だった。製造業の内訳をみると、
「電子部品、コンピュータ、映像、音響、通信装置製造業」が 33.6％を占め、
エレクトロニクス関連の割合が最も高くなっている。それでは、近年はどの
ようなエレクトロニクス企業が韓国から中国に進出しているのであろうか。
韓国輸出入銀行では個々の投資事例を公表していない。そこで各社発表資料
や韓国メディアの報道を基にみると、大型投資は車載電池、半導体、フラッ
トパネルディスプレイといった「中国製造 2025」の重点分野、今後成長が
見込まれる分野における中間財に集中しているようである。つまり、今後拡
大が予想されている中国企業向け中間財市場の取り込みを狙った直接投資が
続いているわけである。各分野における最近の主要韓国企業の中国進出状況
は次のとおりである。
車載電池では、LG 化学、サムスン SDI、SK イノベーションの韓国の車
載電池メーカー 3 社すべてが将来の中国電気自動車市場の拡大を見越して中
国での生産拠点の構築・拡充に動いている。LG 化学は 2013 年 8 月、中国
の投資会社 2 社と江蘇省南京市に合弁会社を設立、
2015 年に車載電池工場
（第
一工場）を竣工した。また、同社は 2018 年 4 月、正極材、同コア材料の前
駆体の生産会社 2 社を浙江華友鈷業との合弁で設立することを発表した。原
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材料から電池までの垂直統合体制の構築を図るのが狙いで、
生産品は南京市、
ポーランドの LG 電子の車載電池工場に供給する。また、同社は 2018 年 10
月、南京市で車載電池第 2 工場の起工式を行った。2023 年までに 2 兆 1,000
億ウォン（約 1,953 億円）を段階的に投資、2019 年下半期の量産開始を目指
すとしている。さらに、同社は 2019 年 6 月、吉利汽車と車載電池生産の合
弁会社の設立契約を締結した。両社がそれぞれ 1,034 億ウォン（約 96 億円）
を出資、2022 年の生産開始（生産品は吉利汽車・同子会社に供給）を目指す。
ついで、サムスン SDI は、陝西省西安市に車載電池工場を建設、2015 年 9
月に本格稼働に入った。工場竣工時の同社の発表によると、2020 年までに 6
億ドルを投資、売上高 10 億ドルの達成を目標とするとした。また、韓国の
各メディアは、同社が西安市に車載電池第 2 工場建設を決定、細かな条件を
検討中と伝えている。さらに、LG 化学、サムスン SDI の 2 社に遅れたものの、
SK イノベーションも中国での車載電池生産に乗り出している。同社は 2017
年に江蘇省常州市に北京汽車などとの合弁会社の 100％子会社を設立、総額
8,200 億ウォン（約 763 億円）を投じ、2020 年上半期量産開始を目標に車載
電池工場を建設中である。また、同じ常州市に約 4,000 億ウォン
（約 372 億円）
を投じ、車載電池用などの分離膜工場を建設中である。さらに、2019 年 5
月に 5,799 億ウォン（約 539 億円）を投じ、現在建設中の工場とは別の車載
電池工場を建設すると発表した。
「韓国経済新聞」
（2019 年 6 月 16 日、
電子版、
韓国語）は、6 月に当該工場を着工したとの報道の中で「この金額は初期の
投資費用である。工場建設には 2 兆ウォン（約 1,860 億円）
余りが投資される」
「
（工場は）2022 年に本格的に生産を開始」と報じている。
半導体では、サムスン電子が陝西省西安市に大規模投資を行っている。同
社の西安の半導体メモリー工場は 2012 年 9 月に起工式を行い、2014 年 5 月
に完成した。各韓国メディア報道によると当初の投資総額は 70 億ドルにも
達した（ちなみに、前掲の図 1 で 2013 年の対中直接投資額が突出している
のは本案件によるところが大きい）
。同社はプレスリリース（2014 年 5 月 9
日）で投資目的として中国市場の取り込みと製品の安定供給体制の構築の 2
点を挙げ、前者については「中国は世界の IT 企業の生産拠点であり、世界
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の NAND 型フラッシュメモリー需要の 50％を占めている。中国で NAND
型フラッシュメモリー製品を直接、生産し供給することで、市場と顧客にさ
らに効率的に対応できる」と説明している。さらに、同社は中国半導体市
場の取り込みを狙い、半導体第 2 ラインを建設している。これは、2017 年
8 月に陝西省人民政府と締結した覚書（MOU）に基づくもので、3 年間で
70 億ドルの投資を行う大規模なプロジェクトである。他方、SK ハイニック
スは江蘇省無錫市で 2006 年に DRAM 生産ラインを完工、生産に入ったが、
その後の工程微細化に伴う工程数の増加、製造装置の大型化に対応すべく、
2017 年 6 月から総額 9,500 億ウォン（約 884 億円）を投資し、
拡張ファブ
（C2F）
建設を開始、2019 年 4 月に新工場を竣工している。
フラットパネルディスプレイでは、LG ディスプレイの動きが目を引く。
同社は 2018 年 7 月に中国政府から有機 EL 合弁法人設立の承認を得た。世
界の大型テレビ用有機 EL パネル業界で独占的な地位にある同社にとって初
の海外有機 EL パネル工場で、総投資額は 5 兆ウォン（約 4,650 億円）以上
に達する。
「毎日経済新聞」（2019 年 7 月 9 日、電子版、韓国語）は「工場
は 2019 年 8 月に本格稼働に入る」と報じている。中国テレビメーカーが有
機 EL テレビ市場に相次いで参入しており、今後の中国の有機 EL テレビ市
場の拡大を睨んだ動きである。
3.

中国拠点の縮小・撤退を進めつつある韓国企業

3.1.

中国の最終消費財市場で苦戦するサムスン電子、現代自動車

前述のように人件費などの生産コストの上昇を受けて新規の対中直接投資
は停滞しているが、それにとどまらず、既存の在中韓国系企業が規模を縮小
したり、撤退する事例が相次いでいる。その原因となっているのが「中国の
生産コスト上昇」に加え、「中国企業の競争力向上」、「地上配備型ミサイル
迎撃システム（THAAD）配備問題による中韓関係の悪化と中国政府の『報
「
『中国製造 2025』に代表される中国の国産化政策」
、「米中
復』措置」注 1、
貿易摩擦の激化」である。
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「中国の生産コスト上昇」は過去 10 年間、韓国企業が輸出向け生産拠点を
中国から他の国に移管する大きな要因であった。実際、前述のように、在中
韓国系企業の売上高に占める（米国を含めた）第三国向け輸出の割合は 5.1％
（2017 年）に過ぎない（前掲の表 1 参照）
。さらに近年では、「中国企業の競
争力向上」
、
「
『中国製造 2025』に代表される中国の国産化政策」をきっかけ
に中国拠点の見直す動きが多かった。つまり、米中貿易摩擦が問題化する前
から韓国企業の間に「脱・中国」の動きが広がっていたため、「米中貿易摩
擦の激化」をきっかけとして中国拠点を他国に移管する動きはさほど目立っ
ていない注 2。言い換えると、米韓貿易摩擦激化を契機として中国の生産拠点
の見直しを図っている他のグローバル企業に比べ、韓国企業の「脱中国」の
動きは先行していたといえよう。
具体的な企業の事例をみると、製造業では、「ビッグ 2」とも呼ばれる韓
国の二枚看板企業であるサムスン電子、現代自動車が中国事業の見直しに動
いている。いずれも中国企業の競争力向上により自社の優位性が低下したこ
とによるところが大きい。2 社の事例は、中国の最終消費財市場での韓国企
業の苦戦を象徴している。
サムスン電子は半導体では中国事業を拡大している半面、スマホでは中国
事業を縮小している。同社のスマホ事業にとって中国はかつて、グローバル
生産の中心地ともいえる重要拠点で天津市、広東省恵州市の 2 か所に工場を
構えていた。しかし、中国の生産コストが上昇すると、中国一極集中リスク
を回避すべく、ベトナム、さらにはインドに大規模生産拠点を設けた。同社
が生産コスト上昇にもかかわらず中国での生産を続けてきたのは中国内需
市場向け販売があったからである。しかし、2013 年に 2 割に達していた中
国スマホ市場での同社のシェアは華為技術（ファーウェイ）、vivo、OPPO、
小米といった中国メーカーの伸長により激減し、現在は 1％前後で推移して
いる。そのため、中国生産の意義が低下し、2018 年 12 月に天津工場でのス
マホ生産を終了、さらに残りの恵州工場も人員削減を検討中と韓国メディア
は報道している。
一方、現代自動車（グループ傘下の起亜自動車を含む。以下同様）は世界
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の主要メーカーの中で最後発に近いかたちで中国市場に参入したにもかかわ
らず、参入直後から着実に販売を伸ばした。2000 年代前半の中国乗用車市
場は高価格の外資系メーカーと低価格の中国地場メーカーの市場に二分して
いたが、現代自動車は両者の間の市場（価格は他の外資系よりも安く、高品
質）にターゲットを絞り、これが奏功した。しかし、順調だったのは 2014
年までである。2015 年は販売不振を値下げで凌ぎ、2016 年は「購置税」
（車
両取得税）減免で販売台数を維持したものの、2017 年以降は販売不振に陥っ
ている（図 3）
。その理由として、中国自動車市場の伸びの鈍化や「THAAD
報復」もあるが、最も大きな理由はサムスン電子のスマホ事業と同様、中国
地場メーカーの伸長である。中国地場メーカーの品質が飛躍的に向上したこ
とで、現代自動車は中国地場メーカーと外資系メーカーとの間に挟まれ、市
場ポジションを失うことになった。また、ユーザーの SUV 志向が高まる中で、
中国地場メーカーが魅力的な SUV モデルを市場に投入したのに対し、現代
自動車は製品投入で後れを取ったことも大きく影響した。現代自動車は将来
図３

現代・起亜自動車の中国現地生産台数の推移
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注：中国生産分は基本的に中国国内で販売され、また、韓国などからの完成車の輸入も限
定的であることから、中国現地生産台数が中国市場での販売実績の傾向を示している
とみて差し支えない。
出所：韓国自動車産業協会
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の販売拡大を見越して中国で生産能力を増強したものの、
これが裏目に出て、
工場稼働率の低下に見舞われる事態となった。その結果、2019 年 5 月に北
京現代汽車（現代自動車の合弁企業）北京第 1 工場は操業停止、同年 6 月に
東風悦達起亜汽車（起亜自動車の合弁企業）塩城第 1 工場は閉鎖に追い込ま
れた。
中国事業の縮小・撤退事例ではないが、前述した車載電池では中国政府の
産業政策が大きな障壁となっている。具体的には、中国政府が認定した電池
を搭載した電気自動車に対して中国政府が補助金を支給する制度で、韓国車
載電池 3 社の中国現地法人は政府認定を受けられない状況が続いている。そ
のため、これら企業は稼働率がかなり落ち込むなど、苦戦を強いられている。
こうした状況は韓国では「THAAD 報復」や中国政府の自国企業育成策の
一環とみられている。ただし、中国政府は 2020 年に補助金支給を終了する
方針で、韓国車載電池 3 社は補助金問題解消後の中国市場での販売拡大に備
え、中国生産分を欧米などに輸出することなどで工場稼働を支えている。
3.2.

米中貿易摩擦激化を受けた中国生産拠点見直しの動き

米中貿易摩擦激化を受け、米国向け輸出拠点を中国から他の国に移管する
事例は、日本のメディアはもとより韓国メディアでもあまり報じられていな
い。これは前述のとおり、韓国企業が米中貿易摩擦以前から「脱中国」を進
めていたからである。
そのような中でも、米中貿易摩擦激化を受け、既存のサプライチェーンを
見直し、米国向け生産拠点を中国から他の国に移管する韓国企業の動きが時
折報じられている。例えば、
「聯合ニュース」
（2019 年 5 月 27 日、
韓国語）
は
「LG
電子は中国で生産し米国に輸出していたフレンチドア冷蔵庫の生産ラインを
韓国の昌原工場に移管したことが分かった」、「韓国経済新聞」
（2019 年 6 月
5 日、
電子版、
韓国語）は「サムスン電子は中国で生産してきた冷蔵庫（年産）
10 万台分を 5 月にタイの工場に移管した」とそれぞれ報じている。
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3.3.

一般消費者向けサービス分野での中国撤退の動き

製造業分野において中国事業で苦戦する韓国企業の事例は前述のとおりで
あるが、非製造業分野でも一般消費者を顧客とするビジネスで苦戦している
韓国企業の事例も少なくない。その一例が小売業である。例えば、1997 年
に上海市に中国 1 号店を開設、2010 年には 26 店にまで店舗網を拡大した大
型スーパー大手のイーマートは、2010 年代に入ってから、中国・地場系のスー
パーの伸長やネット販売の攻勢などで業績が悪化した。業績回復が難しいと
みた同社は、タイ・CP グループへの店舗売却などを通じ 2018 年 1 月に中
国から全面撤退している。
イーマートと並ぶ韓国大型スーパー大手のロッテマートは、2008 年にオ
ランダ系マクロの 4 店舗を買収してスタートし、地場系スーパーマーケット
買収などで中国国内での店舗数を増やしてきた。しかし、THAAD 配備の
ために所有地を提供したロッテ・グループに対する中国側の「報復措置」を
受け、中国の全 112 店舗（ロッテスーパー 13 店舗を含む）のうち、87 店舗
が消防法による当局の営業停止命令や不買運動による自主休業によって営業
停止に追い込まれた（「イートゥデイ」2017 年 3 月 20 日、電子版、韓国語）
。
結局、ロッテ・グループは中国の店舗売却を決定、2018 年に華北法人 22 店舗、
華東法人 74 店舗を中国・地場企業に売却した。
4.

米中貿易摩擦激化が韓国経済に及ぼす影響
米中貿易摩擦激化に伴い中国事業の縮小、撤退を行った事例は前述のとお

りであるが、そもそも米中貿易摩擦激化は韓国経済にどのような影響を及ぼ
すとみられているのであろうか。
韓国メディアの報道によると、例えば、現代経済研究院では「米国の対中
輸入が 10％減少する場合、韓国の対中輸出は 282 億 6,000 万ドル減少する」
（
「聯合ニュース」2019 年 5 月 10 日、韓国語）
、
「関税賦課に伴う直接的な打
撃よりは中国の対米輸出減少などによる経済成長の鈍化で韓国が受ける間接
的打撃が大きい。中国の経済成長率が 1 ポイント低下すると、韓国の経済成
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長率は 0.5 ポイント低下する」（「聯合ニュース」2019 年 5 月 12 日、韓国語）
とみている。
また、韓国貿易協会国際貿易研究院は 2019 年 5 月に公表した報告書の中
で、
「
（韓国の対中輸出は中国の内需向け輸出の割合が上昇しているが、）そ
れにもかかわらず、韓国は中国経由の迂回輸出の割合が（韓国、日本、台湾、
ドイツ、米国の）5 か国・地域中、台湾に次いで 2 番目に高い」「米中間の
貿易摩擦長期化に伴う中国の成長鈍化に対する憂慮が高まっており、中国の
輸入需要減少による対中輸出減少の可能性が高まっている」と警戒感を示し
ている（韓国貿易協会国際貿易研究院［2019a］
）
。さらに、同研究院は 2019
年 6 月に公表した報告書の中で、
「米・中貿易紛争により韓国が期待できる
利益は輸出競合度が高く、韓国製品のシェアが高い品目が中心」とした上で、
対米輸出では自動車、半導体、家電、スマホ、プラスティックなどが、対中
輸出では化学製品、鉄鋼製品、機械類、エレクトロニクス製品、化粧品など
を貿易転換効果（例えば、米国市場では中国製品が韓国製品に転換）による
輸出増が期待できるとした（韓国貿易協会国際貿易研究院
［2019b］
）
。しかし、
同報告書は「米・中貿易紛争の韓国の輸出に対する影響は、関税の直接的影
響のみならず、金融市場の動揺、企業投資の縮小、実質消費の鈍化などの間
接的影響を勘案すると、
（韓国の輸出に対しては）否定的影響がはるかに大
きい」と結論付けている。
企業ベースでみても同様で、特に、中国での売り上げへの依存度が高い企
業にとって悪影響が懸念されている。例えば半導体関連では、
「聯合ニュース」
（2019 年 5 月 27 日、韓国語）が「SK ハイニックスは 2019 年第 1 四半期の
売上高のうち、中国が半数近い 47％を占めた」「サムスン電子の中国売り上
げは華為技術に限定されないが、2018 年の全売上高のうち 17.7％を中国で
上げた」と報じ、こうした中国依存度が高い企業が業績悪化に陥る可能性が
あるとして警戒感を強めている。
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5.

中国企業のキャッチアップに対して新産業育成を模索する韓国
中国企業の競争力向上は、在中韓国系企業にとどまらず、韓国企業、韓国

製造業全体にとっての脅威となっている。韓国では従来から各機関が専門家
アンケートや貿易統計を用い両国の製造業の競争力比較に関するさまざまな
分析を行ってきた。その結論はおおむね、韓国の製造業のほぼすべての主力
業種において中国との競争が激化しているというものである。最近の一例と
して、政府系シンクタンクの産業研究院（KIET）が世界の輸出統計を基に
2019 年 5 月に発表した論文によると、製造業 12 業種のうち、現在、中国製
品の脅威をあまり受けていないのは半導体、コンピュータ、化学製品の 3 業
種のみで、残りの 9 業種（石油製品、繊維類、鉄鋼製品、機械類、家電、ディ
スプレイ、通信機器、自動車、造船）では多くの品目が中国製品の脅威を受
けているとしている（産業研究院［2019］）。さらに、現在、中国製品による
脅威をあまり受けていない業種でも、中国政府が「中国製造 2025」でメモリー
半導体の育成を目標としているなど、今後、世界市場で競合度が増す恐れが
あるとしている。
中国製造業のキャッチアップに対する対策の 1 つとして、韓国政府は製造
業の高度化を図ろうとしている。一例がバイオ産業である。政府は「次世代
三大主力産業」として、非メモリー半導体、未来型自動車とともに「バイオ
ヘルス」注 3 を挙げ、バイオ産業の育成に国を挙げて取り組む姿勢を明らか
にしている。産業通商資源部は 2019 年 5 月、バイオヘルス産業育成政策を
発表し、2030 年までに「製薬・医療機器の世界市場シェアを 3 倍に拡大」
「バ
イオヘルス輸出 500 億ドル達成」「30 万人分の雇用の創出」といった目標を
掲げ、技術開発、許認可、生産、販売の各段階で支援を行っていくとしてい
る（産業通商資源部［2019］）。特に、研究開発（R&D）支援については「革
新的新薬と医療機器開発などのために政府の R&D 投資は 2025 年までに年
間 4 兆ウォン以上（約 3,720 億円）に増加する」としている注 4。
他方、韓国最大財閥のサムスングループもバイオ事業育成に注力するこ
とを宣言している。サムスン電子は 2018 年 8 月 8 日に発表した将来ビジョ
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ンの中で「AI」
「5G」
「バイオ」
「半導体中心の電装部品」を「4 大未来成長
事業」に選定し、今後 3 年間で 25 兆ウォン（約 2 兆 3,250 億円）を投資し、
集中的に育成すると発表した。このうちバイオ事業について同社では、すで
に 2010 年に将来の有望事業として選定し、2011 年にサムスンバイオロジク
スを設立し、現在、バイオ医薬品受託製造業者（CMO）世界 3 位に急成長
したことや、2012 年にサムスンバイオエピスを設立、バイオシミラー（バ
イオ後続品）3 製品を開発したことを成果として挙げている注 5。その上で、
今後の事業戦略について「サムスンはバイオシミラー、CMO 事業などに集
中投資し、バイオ分野を『第 2 の半導体』事業に育成していく。バイオ事業
は長期間、大規模投資が必要であるが、高齢化と慢性・難治性疾患の増加な
どの社会的ニーズの充足に寄与できる」と述べている。
おわりに
韓国経済、韓国企業にとって中国市場は巨大であり、大きな機会である。
対中輸出が拡大し、韓国企業の中国進出が進んだ結果、韓国経済、韓国企業
は中国への依存度を高めることになった。他方、中国を巡る事業環境にはさ
まざまなリスクがあり、それらに翻弄されてきたともいえる。
例えば、最近では華為技術を巡る米中の対立が深刻化したが（本稿執筆時
点ではやや沈静化）、韓国は世界に先駆けて第 5 世代移動通信システム（5G）
サービスを開始しており、そこにはすでに華為技術の製品が組み込まれてい
る。今から機器の調達先を他社へ変更するのは困難であり、米中の板挟みで
動きが取れない状況に陥るところであった。また、韓国最大企業のサムスン
電子にとっても、スマホ事業で強力なコンペティターの華為技術が世界市場
で販売を減らせば、その分を取り込める機会が生まれるためプラスであろう
が、半導体事業では華為技術が主要顧客の一角を占めており、華為技術向け
販売が失速した場合には大きな痛手にある。サムスン電子では全社的にみて
この問題で不確実性が高まったとして困惑を隠していない。
韓国と中国との関係は深化した一方で、さまざまな課題が重層的に浮かび
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上がってきた。今後ともこのような厳しい状況が続こう。こうした中で中国
ビジネスの果実をどのように獲得すべきか、韓国政府・企業にとって難しい
かじ取りが続こう。
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感し、すべての分野の交流協力を正常な発展軌道に速やかに回復させることで合意した」
（韓国・外交部）ことで緩和に転じたが、「報復」措置の完全撤回には至っていない。
２	筆者が韓国のある民間研究所研究者に問題意識を提起して質問したところ、その他にあり
うる要因として「海外で活発に事業展開している韓国企業は大手財閥企業中心と比較的限
られており、日本のような企業の層の厚みがないため、該当する韓国企業の事例が見つか
りにくい」「中国当局への配慮により、韓国企業が中国から他国への生産移管計画の発表
に消極的」を挙げた（2018年12月20日インタビュー）。
３	産業通商資源部では「バイオヘルス産業」の定義を「医薬品、医療機器などの製造業と、
医療、健康管理サービス業」としている。
４	これに関連して、「毎日経済新聞」（2019年6月10日、電子版、韓国語）は「この間、業
界では政府のバイオヘルスR&D資金が大学と病院、政府出資研究所に偏重しており、実
際に成果を出せる企業に配分されるものは多くなかったという不満を示したことがある」
「6月10日、保健福祉部関係者は『今後、政府が執行するバイオヘルス研究開発投資のう
ち、かなりの部分は製薬・バイオ企業に投資されるであろう。新薬開発から販売に至るま
で全プロセスを対象に投資が行われる』と話した」と報じている。
５	ちなみに、両社の主要株主は、サムスンバイオロジクスはサムスン物産43.44％、サムス
ン電子31.49％（2019年3月末現在。なお、サムスン物産の最大株主は李在鎔サムスン電子
副会長）、サムスンバイオエピスはサムスンバイオロジクス、米国製薬大手バイオジェン
それぞれ50％（2018年12月末現在）となっている。
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