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はじめに：研究意識と研究目的
本稿では、海信集団有限公司（以下「ハイセンス」と略す）を研究対象とし、中国家電
産業の発展史と同社の発展段取りの分析を通して、当社の製品研究開発システム（Technical
Research & Development：以下「R&D システム」）の形成・進化過程をより体系的かつ動
態的に検証する。体系的とは、ハイセンスの発展過程を辿りながら時系列に R&D システ
ムの形成・進化径路を追求し、R&D システムの構築・進化と企業成長との相関関係及び
該当システムの形成・進化を可能にならしめた人的資源管理（HRM：Human Resource
Management、以下「HRM」）との因果関係を明らかにするものとしておく。中国家電産業
は、製品開発力や研究開発費の高騰など競争環境の激変に直面している。その中で、ビジ
ネ ス シ ス テ ム の イ ノ ベ ー シ ョ ン に よ っ て 成 長 を 成 し 遂 げ て き た ハ イ ア ー ル や M&A
（Mergers and Acquisitions）を通じて多角経営を果たしたメイディーとは異なり、自主的
R&D の成果を活用することによって持続した競争優位を構築できたハイセンスが「ブラ
ンド企業」というイメージが広く知られる 1。それゆえ、ハイセンスの R&D システムの
形成・進化及びこれらを支える HRM に焦点を当てた当該研究を取り上げたものである。
中国の家電企業の経営については、ハイセンスを巡る既存研究が幾つか存在する。同社
の経営管理システムの合理性や有効性を評価するものとグローバルな競争優位戦略やマー

− 287 −

桜美林大学研究紀要.社会科学研究

第 2 号（2021 年度）

ケティング戦略を中心に展開されるものが多かった。しかし、ハイセンスの発展段取りを
踏まえてみると、多角化による企業成長の中で自主的 R&D システムが企業成長に大きく
寄与してきたことが明らかである。以上を踏まえた、展開された R&D システムの再編と
その裏面で HRM の実際を正確に観察し、中国家電企業における課題を明らかにしていく
ことが最も重要かつ緊急な課題となっている。
本稿では、中国家電企業に関する先行文献、年次報告書、書物、ウエブサイト、新聞報
道、インタビュー調査などの公開資料から抽出された物柄をもとに、1990 年代後半 2 以降
存在感を高めてきた中国家電企業発展がなぜできたのかを、ハイセンスの企業事例をベー
スに考察してみたい。

第1章

R&D 成果を活用する競争優位戦略への転換

家電市場では、ハイセンスが国内外の企業と激しく競争して、市場に生き残り、大きな
成長を果たした。それを実現したのは、R&D 成果を活用することで、競争優位戦略への
転換を果たしたためである。従って、本稿考察の第一歩として、ハイセンスの段階的歩み
と事業構造の形成過程を端的に解き明かしたいと考える。
1．ハイセンスの段階的歩みと事業構造
ハイセンスの経営管理は、日本の松下電器産業（現：パナソニック、以下は、「松下」）、
ソニーなどの外資系企業の手法として発展してきたといわれている。ハイセンスの経営管
理は、発展段階に応じて展開してきた。ここでは、ハイセンスのこうした段階的歩みと事
業構造の変化は下記の通りである 3。
（1）「自力更生」期（1969－1984 年）
1969 年、青島において誕生したばかりのハイセンスは「一窮二白」の状態から始まり、
技術もなく、経営管理もわからなかった時代に、自力で生きる道を模索した時期である。
ハイセンスは「青島」地場ブランド戦略をあげ、品質強化管理と技術革新を中心として、
松下との技術提携を背景にカラーテレビを特化した製造・販売・サービスを提供した結果
として、「ハイセンス」というブランドを山東省電子産業と中国国内テレビ業界のトップ
となった 4。
（2）技術志向期（1985－1992 年）
1980 年代半ばの白黒テレビからカラーテレビへの転換期であった。1984 年に青島市政
府は「1984−1990 年重点製品発展計画」により、1985 年、主力事業はカラーテレビであ
るハイセンスが青島市政府から引き続き支援を受け、松下から単純に生産技術や製造ライ
ンに留まらず、科学管理手法も導入する契機となり、品質管理体制の構築に力を注ぐ風土
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が注ぎ込まれた。
（3）製品多角化発展戦略展開期（1993－2000 年）
ハイセンス事業の多角化は、1995 年の電話機、1996 年のパソコン、1997 年の家庭用エ
アコン、1998 年のソフト開発、同年のファイアウオール・サーバ、2000 年 CDMA 携帯、
2001 年の冷蔵庫へと段階的に進出を果たした 5。
この段階でハイセンスは、テレビ、エアコン、パソコンなどの製品が上位に登場し、多
角化発展戦略と広域化を志向する成長戦略により、躍進的な成長を遂げ、中国の家電業界
で揺るがぬ地位を築き上げた。
（4）国際化戦略展開期（2001－2010 年）
一般的に企業の国際化は、国内生産・国内販売

→

輸出（海外販売）→

海外生産と

いう経路をたどる。ハイセンスは「グローバル思考、現地化行動（中国語：全球化思考，
本地化行动）」の国際化戦略に基づいて、企業の国際化発展を図っている。ハイセンスの
国際化戦略の展開は、現地市場の需要に適応した製品開発を進めながら、市場開拓を進め
ようとしているものである。ハイセンスは、市場での地位知名度と消費者からの信頼を獲
得する努力を展開することによって、中国国内でのリーディング・カンパニーの地位を不
動のものにするとともに、同時に「国際化戦略」をあげ、先進的な世界を網羅するネット
ワークが形成され、先進国における R&D の展開といった観点で国際化を図り、積極的な
国際展開を推し進めた。
（5）グローバル・ブランド戦略展開期（2018 年以降）
第 4 段階を受け継いだ第 5 段階のグローバル・ブランド戦略の展開は 2018 年から現在
までの期間であり、そこでは、グローバル・ブランド戦略の展開が積極的に推進されてい
る。同社は、この段階に入ると、中国を基盤とする国際化戦略から脱皮を図り、グローバ
ル展開を目標として経営活動を始めた。
ハイセンスの成長過程を顧みると、一見急速に見える。しかし、先端技術をセールスポ
イントとして「中国のソニー」というブランド・イメージを作り上げたいハイセンスは、
技術導入による技術吸収・技術革新と製品品質管理体制の確立、グローバル・ブランド戦
略の展開に重点を置いて、長年の積み重ねによって得られたものであると考えられる。現
在、ハイセンスは、テレビ―メーカーからマルチシナリオ・ディスプレーソリューション
システム・プロバイダーへと進化しつつ、家電業界に加え、スマートフォン、パソコン、
スマート交通システム、デジタル医療機器などを開発し、世界で最も信頼され、価値のあ
るブランド企業に成長している。
ハイセンスの段階的歩みと事業構造の変化により、ハイセンスは、R&D 成果の活用に
焦点に当てた戦略転換によって成功を収めたことを明らかにできると考えられる。
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2．家電業界におけるハイセンスの位置づけ
（範・天野「2003」、天野「2005」、王「2007」、王「2013」）は「1970 年代末までに、重
化学工業優先の経済政策であったため、テレビなど耐久消費財生産が停滞し、一般家庭に
ある家電製品がラジオ、ラジカセ、扇風機などであり、テレビなどの産業発展が著しく立
ち遅れていた。中国家電産業の発展は、1978 年より「改革・開放」という経済政策が導
入され以降のこととなり、従来の重工業優先の発展戦略が見直され、国民生活の向上でき
る消費財の生産が重視されるようになった。所得増加による購買力向上に伴い、テレビや
洗濯機、エアコンなどの家電製品の生産が海外からの技術・生産設備導入、外資との合弁
生産、自主開発により、段階的に進んでいった。中国家電産業の発展も経済改革・対外開
放の成功を象徴する存在となっている」と指摘した 6。
山東省青島に本社を置くハイセンスは中国国有家電メーカーの大手である。同社の前身
であった青島無線電二工場は 1969 年に設立されたラジオを製造する単一製品国有企業で
あり、従業員 10 数人程度、1970 年の売上が 15 万元程度であった。1979 年青島総工場に
改名した 7。1980 年前半、中国は「沿海重視、外資重視」のもと、「経済特区」と「経済
技術開発区」に設置された。このような政策の下、それぞれの地方政府は、各自の特色施
策を講じていったが 8、青島市が外資系企業（三洋電機、LG など）を誘致すると同時に、
ローカル家電企業に対して一連の産業保護・育成政策を実施し、地場ブランドを失わない
ように強く働きかけた。ローカル・ブランドを確立するために、青島市政府は企業側の代
表者とともに、先進国の企業に対して技術提携の打診を行い、ハイセンスが 1985 年に松
下からカラーテレビの生産技術・生産設備や品質管理体制の導入を図った 9。
1980 年末から 1990 年代前半海外から導入した技術や経営体制を消化・吸収したローカ
ル企業は、多角化戦略によって単一家電製品企業から脱皮を図り、「青島・ブランド」を
全国に浸透させるため、青島市政府が極めて有効な財政などの政策を講じている 10。しか
し、ハイセンスは、松下から生産設備・生産技術や管理手法を導入することによって、製
品開発や品質管理体制・経営体制を築いてきたが、激化する家電業界の競争にさらされ、
経営が伸び悩んでいた。
1992 年 2 月、周厚健氏は責任者に就任し、企業停滞の要因が単一製品の製造とブランド
力の弱さにあるとみていた。周厚健氏は、就任後「高技術、高品質、高レベルのサービス、
国際ブランドを創り出す」という方針をあげ、テレビの単一製品の製造・企業経営から、
家電分野全体に進め、ハイセンスグループという会社を結成し、その商標を「海信（海纳
百川，信诚无限：もろもろの川が海に流れ入れる、信用と誠実が無限である。
）（英語で
Hisense：
（High と Sense の組み合わせ、高級感、高技術ということである。
）
」に統一した 11。
周厚健氏は、組織改革を行い、企業イメージを確立することとブランド戦略に取り込みつ
つ、「資本家の目で資本と市場を評価する」12 という戦略を打ち出した。ハイセンスグル
ープを管理機構（管理機構には 70 名程度が勤務するに留まる）として特化させ、その傘
下に国内外の 20 数社の子会社 13 を擁する経営体制を整備したことで、総合家電企業への
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道を歩み始めた。
ハイセンスは、世界家電企業 14 の中で技術革新への志向性が強い企業として認知され
つつ、4k 有機 EL テレビやレーザーテレビの開発をいち早く進め、AI や加湿、省エネな
どの機能が付いたエアコン、独自チップと世界初のカラー電子ペーパー搭載携帯電話など
の開発を成功させ、事業の多角化を実現している。また、ハイセンスの家電製品は中国国
家により品質保証され、中国初の輸出製品品質検査免除資格を有している 15。
ハイセンスは「100 年続く企業を作り、国際ブランドを創出する」ということを目標にし、
「技術立社（技術で企業を成長させる）
、穏健経営」と「以人為本（人間本位）」という経
営理念をあげ、［ハイテク、高品質、高レベルのサービス、国際ブランド創造］といった
企業の発展戦略を策定し、産業構造の最適化を基本として、イノベーションを原動力に、
海外における生産販売の拠点と R&D センターの設置を着々と展開し、グローバル現地化
経営を進めている。
3．R&D 成果をベースにした競争優位性の構築
パナソニックの創業者である松下幸之助は、「経営者の最も重要な役割は人材の育成で
ある。業績はその結果に過ぎない」という名言を残した。技術立社にとって、企業の成功
はその企業を構成する R&D に従事する従業員の能力などにかかっているといっても過言
ではない。ハイセンスは、R&D 成果をベースにした競争優位性の構築することによって、
業界の進む方向を示唆し、ハイセンスの成長空間には無限の可能性があると筆者は確信す
る。ハイセンスは R&D 成果をベースにし、企業の発展史及び発展結果から見ると、1992
年から 2020 年までの 28 年間、年平均成長率（売上高）は 59.83％であり、製品は単一製
品のトランジスタラジオからエアコン、冷蔵庫などの家電を経て、テレビ、更にはスマー
トフォン、パソコンまで多角化した 16。その製品は、160 か国・地域に輸出され、29 か所
の工業団地及び 20 か所の研究開発センター（Technical Research & Development Center：以
下「R&D センター」）を持ち、世界 54 カ国に販売法人を設立されている 17。中国市場で
は 17 年連続でシエアトップを走り、国際市場でも、ハイセンスはよく知られている。例
えば、日本市場では 2020 年に初めてシエアでパナソニックを抜いて、シャープ、ソニー、
東芝に次ぐシエア 4 位の座を 2 か月連続確保するなど、着実に日本人消費者に受け入れら
れつつあるようだ 18。また、2021 年 1−9 月期の海外売上高は 526 億元（約 9410 億円）
と前年同期比 38％の大幅伸びを達成し、国際市場で大きな成長を見せることになる 19。

第2章

ハイセンスの R&D システム

企業の競争優位を決定する要因は、過去における自然資源の保有量と安価の労働者から
企業の管理システムや R&D システムに変容した。したがって、新製品の研究開発能力は
企業が家電市場をリードする最大の武器となる。先発企業の R&D 能力養成経路に対して、
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後発企業にとって先発企業の技術資源を活用することで、ある程度競争優位性を構築する
ことができるが、核心技術に関して、企業内で育てることが企業のコアコンピダンスアッ
プする唯一の手段となる。ただ、R&D システムの構築には非常に複雑で且つ困難な過程
であるため、容易に先発企業から技術導入で解決できる問題ではない。関連技術の分析か
ら、選択、導入、活用、革新及び企業内部に定着させるまでのプロセスは心がける必要が
ある。本稿で取り上げたハイセンスには特筆すべきなのは、周厚健氏である。周厚健氏は
就任後、一連の改革を行い、特に、R&D システムについて独自の方法を編み出してきた。
ハイセンスは、まず R&D センターを設置し、そこで人材と技術の両面で蓄積を進めつつ、
先進国の既存技術を獲得した後に、継続的に学習・吸収と消化という有益な経験を取得し
たことにより、独自の R&D システムを模索し始めた。R&D システムの特性は企業の発展、
成長とともに形成されるものであるため、企業内部に浸透し、企業の管理システム経営と
同様であり定常的な企業特徴になると筆者は考えている。
1．ハイセンスの R&D システムの特性
持続的な競争力の源泉に関する研究は企業独自の経営資源に注目するが、R&D システ
ムの研究は産業や業界を超えた企業間の共通した特性を重視する。しかしながら、グロー
バル競争の中で台頭してきた中国家電企業は、中国企業の特有の性格に基づく競争優位性
を構築している。企業の競争優位性、そしてその企業の競争優位性を理解するためには、
その企業を特徴づけている R&D システムの特性を明らかにすることが極めて重要である。
ハイセンスの R&D システムの特性は、革新であり、ハイセンスは革新的組織である。
これこそがハイセンスを成長させた大きな要因であり、競争優位の源泉なのである。では、
ハイセンスは自主的に R&D のためにどのような仕掛けを備えているのだろうか。また、
どのような特徴を持っているのだろうか。そのような点について見てみたい。いくつかの
ものを上げる。
（1）顧客サービスセンター
ハイセンスの新製品の R&D 情報源は市場である。では、どのようにして情報源を得て
いるのであろうか。1999 年 6 月、ハイセンスは、本社と子会社が統一の顧客サービスセ
ンターを設置し、すべての製品に関する情報を更なる集中的に、素早くサービスセンター
に寄せられた情報が集められ、顧客の声が一つの情報源として、各担当部門にフェードバ
ックする。研究開発部門に関して、「顧客から情報を得たものは顧客に返す」というサイ
クルを維持している。
（2）技術革新システムの構築
近年になって、グローバルな競争環境が進展しており、あらゆるの家電企業がグローバ
ル競争優位性の構築に向けて熾烈な競争を展開している。ハイセンスは、「観念＋技術＝
創造力」という言い方があって、高度な技術開発をやらねばいけないという固定観念を捨
ていないといけないという考え方に基づいて、技術革新システムを構築した。それにより、
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技術開発者は、既存技術の消化・吸収による技術革新を行い、顧客からの情報を加工し、
市場の反応を分析したうえで、新製品開発の原則になっているのである。革新的な新製品
の研究開発力は家電市場において新たな機会を実現するものである。一方、核心技術は、
模倣困難性の原因たる特許において、企業の競争優位性を守られ、企業の競争優位の源泉
となりうるものである。
2．ハイセンスの R&D 戦略の現実的展開
ハイセンスの前身である青島無線第二工場時代の 1969 年、企業内に設置された半導体
ラジオ設計・開発課が製品 R&D 組織の起源である。1970 年代の停滞期において、R&D
に限界を感じていたハイセンスは、1985 年からテレビを中心とした技術導入と R&D シス
テムの構築が中心であった。1992 年、周厚健氏の就任後、製品多角化へと発展方向に転
換し、それまでの製造技術に基づき、ハイセンス技術センター（現在：中央研 R&D セン
ター）を設置し、商業用エアコンや通信機器などの分野へと製品多様化を図った。ハイセ
ンスは、初めて先進国企業との技術提携や技術交流を行い、既存先端技術から徹底的に消
化・吸収による、独自の R&D を行うという技術革新スタイルをとり始めた。ハイセンス
では「技術で産業を孵化する（中国語：技術孵化産業）」という技術革新システムを構築
している。新製品の開発や新分野を参入する際に、まず、技術研究所を立ち上げ、当該領
域の先端技術の研究と自立革新型専門技術人材開発プログラムの計画、人材蓄積などの計
画を立て、潜在的な市場を追跡する。技術と人材の面においての条件が整った後に、法人
化させる。このように、ハイセンスは、顧客と直接結びつく市場リンクシステムと技術革
新システムを構築し、これが新製品の情報源になっている。ただし、新製品の開発から市
場に投入するまでに、スピードが要求される。
3．R&D 戦略とブランド戦略との融合
中国家電企業の急成長が注目を集め、それについての研究は、近年盛んになってきた。
その中で、中国の家電企業のブランド戦略に関する研究があっても、R&D 戦略とブラン
ド戦略との融合について研究が少ないし、業界全体に対して、今までのブラン戦略と
R&D 戦略との融合過程について解明したとは、必ずしも言えない。しかも、単に先発企
業のブランド戦略の手法を引き写しではなく、中国家電企業の現実を踏まえた R&D 戦略
とブランド戦略との融合研究が緊急の課題となっているのである。
ブランドに関する研究は様々視点から行われているが、本稿では、競争優位性の構築か
ら意味するブランド戦略と R&D 戦略との融合から簡単に説明する。本稿では、ブランド
戦略とは、企業側の役割、競争優位性を構築するため取る戦略と定義する。ブランドは企
業にとって極め重要な経営資源であり、製品品質保証の役割がある。企業は、競争が激化
してきた家電市場で生き残るに極めて重要な要素であると考えられる。企業は保有するブ
ランド資源は外部環境の機会や脅威に変化対応できる経営資源であるといえ、さらに、効
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果的なブランド戦略の管理は、企業による適切な運営であるものと考えられる。この意味
では、企業の研究開発力同様に、持続可能な経営資源となり、競争優位の源泉となるもの
である。ハイセンスは、中国を基盤とする国際化戦略から脱皮を図り、グローバル展開を
目標として経営活動を始めた。
ハイセンスのグローバル・ブランド戦略展開に関して、具体的な方針としては
（1）ブランドと文化輸出
中国ブランドを世界的なブランドにする。より多くの海外の消費者に知らせると同
時に、ハイセンスの企業文化を理解してもらう。また、独自の製品開発技術と現地市
場のみの製品デザインと顧客体験のサービスプロセス中で価値共創、付加価値を享受
するアフターサービスを提供しする。
（2）IOT 技術による情報共有と連携することで、グローバル・ブランド戦略が積極的
に推進されている。また、「変化したグローバル・ビジネス、変化した従業員の働き方、
変化した顧客」に対応するための「企業のオープン・プラットフォーム化、従業員のイノ
ベータ化、顧客の個別化」という目標を実現できるように努めている。
（3）製品のブランド・ポジション戦略による経営資源のグローバル化
（4）ナショナル・ブランドの世界市場への浸透
（5）グローバル・ブランド戦略の展開
これにより企業、従業員、顧客は相互作用者に変わらせて、リスク共担、価値共創、
体験共享することを目指す。
ブランドは経済発展と企業発展の産物である。企業の発展各段階では、企業の R&D 能
力レベル、企業風土などが違うから、顧客が求められる製品に対する要求のレベルが違う。
ハイセンスはグローバル・ブランドを確立できたのは、中国経済発展のレベルと顧客の製
品に対する要求が高いレベルになっていると考えられる。R&D 戦略とブランド戦略との
融合はごく少ない企業は、海外市場に進出するに強みとして手取り早く効果的な方法論で
あると考えられるものである。そして、R&D 戦略とブランド戦略との融合は、企業自身
の成長により、より顕密になっていくのだろう。
本稿における中国家電企業の代表としてのハイセンスの分析は、こうした「R&D シス
テム」という研究の流れと密接に関連している。

第3章

R&D 従業員を対象にする HRM

一般的に企業は、永久に存続するわけではなく、そこには企業のライフサイクルがあり、
やがて消滅していくものと理解されているとするならば、その宿命を経営資源を再編する
ことで、克服していこうとする経営戦略といえよう。中国家電産業では「異なる者がそれ
ぞれ、3−5 年間にわたって家電業界をリードする（中国語：各领风骚三五年）」という言
葉が流行していた。ハイセンスは、働き方の改革と顧客ニーズの多様化に伴い、継続に経
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営できるか否かが企業の存続に関わる。製品の設計や開発を背負っている研究開発者に対
して、どのような人事メカニズムを構築すればよいかは、企業の経営者にとって、最も重
要な課題となっている。また、中国諸産業の変化の速さを考慮を入れ、R&D システムの
構築過程を歴史観を持った視点から見ていくことにする。その意味で、本章では、先行研
究とインタビュー調査 20 を踏まえて、紹介される「階層研究開発者」を対象とする分析
結果は、ハイセンスの R&D システムに焦点を当てたものであり、1969 年−2020 年の 50
年程度における歴史的発展の流れを主な分析対象としている。
1．R&D に関する組織管理
HRM を含む知的資本は企業経営の基礎である。ハイセンスの最大にあって唯一無二の
経営資源は R&D に従事する従業員である。ハイセンスは「人材は競争力の源泉である」
という原理に基づき人的資本経営を実践している。ハイセンスの人的資本経営は、企業に
所属する研究開発者の企業価値を高め、企業を成長に導く R&D システムを構築し、企業
発展に向けた競争優位を形成する。研究開発者を強化するための R&D 組織管理や育成手
法はどんな企業でも真似することができるが、それにより実践を通じ構築された R&D シ
ステムは企業の風土や習慣、様々な管理システムの実践に根ざし醸成されていくもので、
短期的に模倣することは極めて難しい競争優位の源泉となる。「研究開発者」を対象とす
る HRM 施策をもって構築していくことが要され、その継続的に R&D に従事する人材開
発の実践が企業に競争優位をもたらすとされている。現在、ハイセンスの R&D 組織管理
は次のようなピラミッド構造をなしている（図表 1）。

出典：聞取調査より筆者作成。

図表 1

ハイセンスの R&D 組織の発展
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（1）中央 R&D センター
ハイセンスの基礎研究のシンボルとなるのが最上層 R&D センターであり、1970 年代の
半導体ラジオ研究室から進化してきた。同センターは、市場ニーズを先読みし、基礎研究・
実用化向けの応用化研究・開発を同時に並行で進める。1995 年、同センターは国家級の
技術センターとして中央政府から認定を受け、中央政府と青島地方政府から、それぞれの
科学技術研究費の支援を受けている。現在、このセンターに 5755 名の研究者が配置され
ている。
中央 R&D センターに国家重点実験室 21、国家工程技術研究センターとポスドクステー
ションを中心とする応用基礎研究センター及び製品開発センター、工業設計センター、模
具開発センター、検査センター、新製品試作センター、データー情報センター、技術教育
センター、学術交流センター、産学研合作基地が設立され、テレビと通信を中心とする電
子情報産業、智慧都市、智能交通、智慧医療、智慧住宅を中心とする智能科学技術産業、
エアコン、洗濯機などの電器を中心とする家電産業における 181 個の技術実験室も含まれ、
ハイテク事業の基礎を築いている。また、同センターに設備投資に関して、設備技術実験
室、工業設計実験室・性能評価室など 20 以上の検査実験室が設置され、製品の品質、性
能などの実験と評価を行っている。
上記のように、同センターは、基礎研究のみならず、独立法人としての中央 R&D セン
ターがインキュベーター機能も果たしていると考えられる。現在も同センターでは「国家
ハイテク研究発展計画（863 計画）」という国家級ハイテクプロジェクトの数研究項目を
担当している。
（2）製品 R&D センター
R&D 体制の第二層は、市場向けの各子会社の製品研究開発研究所（テレビ、パソコン、
商業用エアコン、デジタル情報収集、通信電器、医療設備など）で、それぞれが独立採算
の R&D システムである。各子会社には製品研究開発研究所を持ち、顧客ニーズに基づき、
市場をセグメント化し、新製品の開発を行っている。また、生産現場での技術革新と工程
改善などを担当している。新製品を商品化にする速度を速め、製品の洗練度も高めている。
（3）R&D サポートセンター
同センターは、最上層の中央 R&D センターと第二層の各子会社の製品研究開発所に製
品と技術に関する情報の提供を中心業務とする R&D サポートセンターである。
2．R&D 従業員を対象にする奨励制度
ハイセンスは、R&D に積極的な投資を通じて、知識資産の獲得によって、技術優位の
強化に著しい成果をあげた。技術の面において、R&D システムを構築し、世界的な人的
資源の活用によって、技術研究開力を強化した結果として、ハイセンスは、多くの新製品
を開発され、光接続ネットワーク技術が 8 年間世界 1 位となり、企業の競争力を支えてい
るのが R&D に従事する研究者である。「人材が競争力の核心的な源泉である」という経
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営理念に基づき、優秀な人材を集めるよう努めてきた。ハイセンスは研究開発者の面で重
視しているいくつかの特徴的な施策や制度を構築され、以下のようである。
（1）技術革新体制の構築
ハイセンスは、1995 年、中央 R&D センターは国家級の技術センターとして中央政府か
ら認定を受けた 2 年後に、研究開発者の意欲を更なる喚起する「ハイセンス R&D 管理制
度（中国語：海信研发工作纲要）以下、「管理制度」」をスタートしている。
「管理制度」は「技術立社、100 年企業作り」という経営理念のほかに、R&D 基本政策、
R&D 模式、R&D 保障施策、技術革新管理体制、技術革新模式等構成されている。このよ
うな「管理制度」の構築は、研究開発者が自ら研究したい課題を設定し、組織から推薦さ
れ、最上層の科学技術委員会で認定されれば、自身の研究に没頭できるし、研究成果を促
すインセンティブ・システムと考えられる。
（2）R&D プロジェクト組織
ここで、ハイセンスの新製品開発を行う R&D プロジェクト組織をみておこう。ここで
いう「新製品開発」には、「技術で産業を孵化する」というシステムに基づき、技術研究
所の設置、人材蓄積、研究所法人化の三つのステップが含まれる。R&D プロジェクト組
織に関しては、次のことが明らかにされた。まず、R&D 計画（「863 計画」
、本社と子会
社の各研究計画）と顧客からのニーズ情報が入ると、プロジェクトを担当する R&D 責任
者を公募する。市場の競争原理により、公募者たちは、科学技術委員会に研究計画書（中
国語：项目建议书）を提出し、合格すると R&D プロジェクト組織の責任者になり、その
新製品の R&D からプロジェクト組織を法人化までに責任を持つ。実は、ハイセンスのプ
ロジェクト組織の責任者は、新製品の経営者であると社内では考えられている。また、こ
のような R&D プロジェクト組織の構築により、R&D に従事する従業員の研究意欲を引
き出し、人材を活す試みをしている。
（3）R&D 従業員の評価システム
業績評価の領域では、業績評価と報酬システムとの関係や、業績指標・尺度の分類が探
求されると考えられる。中国の多くの企業では、学歴や勤続年数など従業員を評価するが、
ハイセンスで昇給・昇進のために公正、公平な R&D 従業員評価システムを構築されている。
報酬と待遇は研究成果を出せる研究開発者に傾斜し、賃金は R&D プロジェクト組織の研
究成果に連動している。例えば：新製品の開発は、市場での業績とプロジェクトの難易度
によって、事前に結ばれた契約通りにプロジェクト組織に参加したメンバーに報酬が支払
われ、正に成果主義の評価（市場賃金制度）である。このように R&D システムを市場と
リンクさせ、市場即応体制をとっている。高い賃金をもらうことは、同じプロジェクト組
織のメンバーより難しい仕事を担当していることを意味する。企業の目標と各自の目標と
し、研究成果を個人の収入にリンクさせているのである。大きな研究貢献あった組織や個
人に「技術革新賞」や自社株贈与などの報奨を与え、努力が報われる。このようなプロジ
ェクト組織は、法人化とする目標をあげ、技術研究開発のみならず、生産、企画、販売な
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ども巻き込んだ「統合」的な組織構造である。また、組織の設立経路から考えると、「社
内請負制」的な R&D システムといっても過言ではない。企業内で優勝劣敗の R&D 競争
環境を作り上げ、常に健全な R&D プロジェクト組織の維持が求められる R&D 従業員の
評価システムを構築されている。
高収入で優秀な研究開発者を確保することは、ハイセンスの一つの特徴である。R&D
に従事する従業員は、ハイセンス平均給料の 4 倍で、さらに様々奨励制度を設けている。
2019 年、《ハイセンス先端技術研究開発プロジェクト管理体制（中国語で：集团重大及核
心研究项目管理办法）試行》により、貢献ある研究開発プロジェクト組織や個人に最高
800 万元（1 元＝ 18.11 円：約 1.4 億円）の報償を与える。
以上、ハイセンスの研究開発者とした HRM について見た。以下のようなものを得られ
た。①新製品開発の情報と市場ニーズの先読みに工夫をしていることである。② R&D の
役割分担が行われていることである。③技術力を内部市場化形式で製品開発が行われてい
ることである。④公募形式で研究開発者に挑戦性高い仕事を提供することで、個人能力が
磨かれ、更なる企業発展力蓄積につながることである。
本章で分析された結果により、R&D 成果を輩出させた背景には、ユニークな R&D シ
ステムの構築と HRM によるものが多いと筆者は考える。

おわりに：結論と今後の研究課題
以上、本稿では中国家電産業大手企業ハイセンスの R&D システムと HRM の視点から
分析し、事例研究という形で述べたものである。ハイセンスを取り上げて、その R&D シ
ステムの構築過程を巡り、高い総合競争力を持つには独自の R&D システムの構築が欠か
せないと考えられる。独自の R&D システムの構築は中国家電企業が行うべき投資行動で
あると筆者は考える。また、これまでのハイセンスの成長・発展の基礎となった R&D と
いう原動力といったものを見てきたのであるが、個々で取り上げた要因のほかにも、様々
要因が存在することが考えられる。しかしながら、ここで重要なことは、R&D に重点を
置き、それを支える研究開発者を対象とした HRM が構築されたことも一つ重要な要因と
考えられる。要するに、企業ごとには経営資源や競争優位性の構築過程が異なるのであり、
自社の条件や発展状況と適合・適応する道を選び歩まなければならないと筆者が考える。
このように、ハイセンスは、激変している経営環境に適応し、企業規模がさらに拡大し、
変化対応できていないほかの中国家電企業は、ハイセンスの躍進ぶりを見て、その企業の
成功の道を研究する必要があると思う。ハイセンスのような研究開発者の高いモチベーシ
ョンを高く維持するための仕組み、研究開発者の技術革新意欲を起こす力などを真剣に学
ぶ必要があると考えられる。
一方、周厚健氏は、就任後、独自の R&D システムを構築し、大量に優秀な技術者を採
用し、R&D に大量な経営資源を投入してきた。その結果、「技術導入−消化・吸収−技術
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革新−高い利益率達成−優秀な人材の確保−高水準の R&D の維持−継続的な技術革新−
更なる企業の成長・発展」という好循環になっているという評価が定着しているように考
えられる。
なお、最後にハイセンスの R&D システムの構築と HRM の視点から検討してきたが、
残された課題もある。その一つは、研究開発者に関するアセスメント関係のものを入れる
べきだが、短い論文であるがゆえ、この点は今後の研究課題として研究を継続したいと考
えている。以上の結論は、ハイセンスを研究対象に基づく暫定的なものであり、今後より
厳密な実証検証を必要とする。家電産業におけるほかの企業との統計分析による仮説検証
がいずれも必要であると考える。
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