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1．はじめに

今から約 4 年前、たまたまニコラス・ G ・

カー（Nicholas G. Carr）が書いた企業情報シス

テムに関する論文 1 を読み、ある種のユートピア

思想に触れたかのように感じたことを覚えてい

る。また、これからは、情報の世界でも、ユー

ティリティ（Utility、電気や水道などの公共的な

施設）という概念が重要になり、情報処理も電気

や水道などがたどったのと同じ道をたどることに

なるだろうというある意味では大胆な仮説が立て

られていたように思った。

最近の同じ著者によるベストセラー著作 2 を読

むと、彼が述べていたユーティリティコンピュー

ティング（Utility Computing）が、インターネッ

ト技術の発展に伴い現実味を帯びてきたことに気

付く。情報システムをめぐり、ユーティリティと

いう考え方の普及においては、検索エンジン事業

から始め、これまでの企業では考えられなかった

様々なビジネス領域を開拓し、驚異的な企業成長

を遂げつつある Google 社の果たしている役割は

極めて大きい。これからユーティリティコン

ピューティング企業が、幾多の課題を解決できれ

ば、新しいコンピューティング方式はビジネスイ

ンフラ及び社会的なインフラの一部になり得る。
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Point
1 今、情報システムは大きな変化の時期を迎えている。情報システムにおける変化は「所有」から

「利用」への流れである。クラウドコンピューティング（Cloud Computing）の登場で、企業は

コンピューティングサービスの「利用」が可能になる時代を迎えつつある。
2 近年、日本の対中国投資は減少傾向にある。大手企業の製造向け投資が一巡し、中小企業の投資は

足踏み状態にある。今後、日本の中小企業が安心して中国に進出でき、そこで「中核業務」に専念

できる環境づくりが大切だ。
3 本稿では、クラウドコンピューティングが日本の中小企業にとって、情報処理の「駆け込み寺」

になり得るのか、また、新しい情報サービスの「利用」により、中小企業は中国現地経営で強み

を発揮しやすくなるのかなどについて論述したい。また、「業務の仕組みづくり」重視が情報シス

テムの活用の基本であることにも言及したい。

1 Nicholas G. Carr, “The End of Corporate Computing”, MIT Sloan Management Review, Vol.46 No.3, 2005, pp.67 ～ 73. 
2 Nicholas G. Carr, The big switch: rewiring the world, from Edison to Google （Paperback）, W.W.Norton & Company, Inc., 2009.
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筆者は 2009 年 7 月 22 日と 23 日に東京国際

フォーラムで開催された日立グループの IT 展示

会、「日立 uVALUE コンベンション 2009」を見

学した。テーマは「協創で挑むイノベーション」

― このテーマのもとで、様々な社会的な課題の

解決と取り組む企業の姿勢をみることができた。

なかでも、ひときわ目を引いたのが本論で後述す

る「クラウドコンピューティング」だ。展示会場

を歩きながら、すぐにニコラス・ G ・カーの洞

察力の存在が脳裏をよぎった。

本稿では、新しい情報システムにおける潮流変

化、特にクラウドコンピューティングが日本の中

小企業にとって、中期的にみて情報処理の「駆け

込み寺」になり得るか、また中小企業が中国にお

ける現地経営で強みを発揮しやすい環境づくりに

結びつくのかなどについて論述したい。

2．情報システムにおける「所有」から「利用」

への流れ
（1）情報システムをめぐる潮流変化

“Manufacturers came to find that the benefits of

buying electricity from a utility went far beyond

cheaper kilowatts. By avoiding the purchase of

pricey equipment, they reduced their own fixed

costs and freed up capital for more productive pur-

poses.”

これはニコラス・ G ・カーの前掲近著からの

引用 3である。米国における産業の発展の過程で、

1907 年には発電所からの電力の供給が全体の電

力の生産に占める比率は 40 ％に過ぎなかったが、

1920 年には 70 ％になり、更に 1930 年には 80 ％

に到達したという 4。

そして、電気の場合と同様に、水やガスなどに

ついても、水道会社やガス会社などのユーティリ

ティ企業から供給を受けるケースが増加していっ

た。工業発展の黎明期には電気の場合と同様に、

水、ガスなどについても事業を行う会社が自給自

足の仕組みを作りあげなければならなかったが、

ここでもユーティリティ関連企業がサービスの供

給を始めた。

ユーティリティ関連企業の登場は、専門会社が

整備した社会的基盤をもとに、安定的に電力、水、

ガスなどの大量供給を実現する新しい時代をもた

らした。このようなサービス事業の普及促進を図

るために、標準的な仕組みが確立され、次第に価

格の透明化が実現された。こうして、電力などの

ユーザー企業は、安定的な供給が受けられ、かつ

コストの削減も同時に達成できる新しい時代に

入っていったのである。

これまでの情報処理について、ごく大雑把に言

うと、1960 年代以降のメインフレームコン

ピューター時代の集中処理から 1990 年代以降の

パソコンとサーバを軸としたクライアント／サー

バ・コンピューティング時代の分散処理へと移行

し、そして 1990 年代末以降から現在にかけて、

インターネットを軸とするネットワーク時代の新

しい集中処理の時代を迎えている。ここでのキー

ワードは「インターネット」である。ご承知のよ

うに、インターネットのもたらす社会的、経済的

なインパクトの大きさと意味については、例えば

トーマス・ L ・フリードマンのベストセラー著

作 5で詳細に論じられている。

図表1は、ユーティリティコンピューティング 6

クラウドコンピューティングと中国ビジネス

3 Nicholas G. Carr, op. cit., pp.43 ～ 44.
4 Ibid., p.44.
5 Thomas L. Friedman, The world is flat: a brief history of the twenty-first century, Farrar, Straus and Giroux, First and expanded edition, 2006
を参照。

6 ユーティリティコンピューティングについては、1961 年に人工知能の研究者、John McCarthy が「コンピューティングは、電話
システムと同じように、いつかは公共的なユーティリティとして組織化される時代が来る」と予言したという。Nicholas
G. Carr, op. cit., p.59 を参照。
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に関する概念図 7を示したものである。

近年、情報システムの大きな流れは「所有」か

ら「利用」への潮流である。私たちが電力、水、

ガスなどを使用する場合と同じように、個々の顧

客企業はコンピューターシステムが持つ情報処理

能力や計算能力などの資源をシステムの利用者と

して必要な時に必要なだけ購入、利用する。ユー

ティリティコンピューティングの概念のもとでは、

企業はこれまでのように、自社で情報システムを

構築し「所有」する必要はなく、IT企業が提供す

るサービスを「利用」すればよいということにな

る。

図表 1に示すように、「所有すべきもの」と「利

用すべきもの」の切り分けが今後の情報システム

戦略のポイントになる。企業はこれから、どうい

う情報処理は自前のシステムで行い、どういう情

報処理はサービスの利用で対処するかの戦略を組

み立てる必要がある。

（2）クラウドコンピューティング

①クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングとは、「IT インフ

ラやアプリケーションなどの IT資源を、インター

ネットなどのネットワークを通じてサービスとし

て利用可能にするコンピューティングの考え方ま

たは利用環境」8 を指す。クラウドコンピュー

ティングによって変えたいものとしては、ITコス

ト、導入スピード、そして柔軟性などがあり、ま

た、クラウドになっても変えてはならないものと

して、セキュリティ、性能、信頼性などがある 9。

②クラウドコンピューティング企業

ニコラス・ G ・カーの近著は、その付属資料

で、「クラウド 20 社」に関する紹介をしている 10。

マネジメント／トピックス

発電機モデル 発電所モデル 

●これまでのＩＴとこれからのＩＴ 
－「所有｣（資産）から「利用」（経費）への流れ 

●ＩＴ戦略のポイント 
－「所有すべきもの」と「利用すべきもの」の切り分け 

図表 1 情報システムの流れ

出所：筆者作成

7 発電機の写真は日立製作所のホームページ掲載の写真を、また火力発電所の写真は東京電力のホームページ掲載の写真を使用
させていただいた（いずれについてもURLの記述は割愛させていただく）。

8 石崎健史、香田克也、佐川暢俊「知的創造社会実現に向けたビジネスクラウドへの取り組みとHarmonious Computingの進化」、
『日立評論』Vol.91 No.7、2009年 7月、15頁。

9 同前論文、15頁。
10 Nicholas G. Carr, op. cit., pp.235 ～ 244を参照。
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何といってもやはり Google Inc.の存在が群を

抜いており、オンライン市場の形成において同社

の果たした役割は決定的に大きい。また、

Amazon.com, Inc.が、アフィリエイトプログラム

の導入により、企業及び個人に小売サービスの道

を開いたことの功績は大きい。

付属資料に収められた会社のなかでは、いわゆ

るSaaS（Software as a Service、以下 SaaSと記す）

を提供する企業が伝統的なビジネスプログラムの

領域で専門的なサービスの提供を行っている。代

表的な例が、カリフォルニアの Salesforce.com, Inc.

である。1999 年にオラクル社を辞め、同社を設立

した Marc Beninoff が 会長兼 CEO である。

Salesforce.com, Inc.は 、 CRM（ Customer

Relationship Management）を軸にして急成長中で

あり、2007 年の売上高は約 5 億ドル。顧客には

SunTrust、Merrill Lynch、Dow Jones、Perkin-

Elmer などの大手企業も入っている。

SaaS 型サービス提供企業としては、販売関連

の領域で活躍中の RightNow Technologies, Inc.、

ロジスティクス関連の LeanLogistics, Inc.、会計

ソフトウェアに強い Intuit, Inc.などが名を馳せて

いる。米国の調査会社、Gartner 社の予測によれ

ば、2011 年までに SaaS 市場はビジネスソフト

ウェア市場の 25 ％を占めるという 11。

③大手企業のクラウドコンピューティング事業への参入

世界を代表するような情報システム関連の大手

企業も、IT システムの「所有」から「利用」へ

の潮流変化を十分認識し、大手企業としての経営

資源と人材を投入し、情報システム革新の時代に

企業体質を改善し、新しい時代における企業の持

続的な成長ができるような準備を進めている。

ユーティリティコンピューティングの考えをも

とに、近未来の情報処理サービスの事業化を考え

ていた人のひとりに IBM の CEO、Samue l

Palmisano がいる。IBM は、「On demand com-

puting」という概念に基づき、強い執着力をもっ

て情報サービス業務の事業化の試みを続けてお

り、2002 年には顧客への経営アドバイス能力の

強化を狙い、PricewaterhouseCoopers 社の経営

コンサルティング部門を買収した。

IT システムだけでは、経営に関する重要な課

題の解決や明日への布石を打つための戦略の組み

立ても、また、業務の仕組みづくりもできないこ

とは明白である。経営システムの改革やそれに伴

う業務の仕組みづくりの改善をどのように行うか

は情報システムの組み立てにとって生命線であ

り、ここにおいて経営コンサルテーションの能力

は不可欠である。

IBM 社は、ユーティリティコンピューティン

グの時代に支配的な地位を確保すべく、2007 年

秋に、その時点で実用可能なクラウドコンピュー

ティングの計画、「Blue Cloud」の計画を発表し

た 12。2008 年の「IBMの Cloud Computing への

取り組み」13 によれば、同社のクラウドコン

ピューティングのビジネスモデルとユーザビリ

ティについては、「ネットワーク（Internet or

Intranet）を通じて、アプリケーションや IT リ

ソースをユーザーにサービスとして提供する新し

いコンピューティングスタイル。ユーザーは、ど

こからでも、いつでも、多様なデバイスから極め

て簡単な方法で IT サービスの提供を受けること

ができる」14 と述べている。

クラウドコンピューティングと中国ビジネス

11 Nicholas G. Carr, op.cit., p.72.
12 IBMの日本でのプレスリリース（2007 年 11月 19日付）を参照した。http://www-06.ibm.com/jp/press/20071119001.html（2009

年 9月 4日アクセス）。
13 「IBMのCloud Computingへの取り組み」、http://www.jpgrid.org/event/2008/pdf/ws25/ws25_nomura.pdf（2009年 9月 4日アクセ

ス）。なお、この資料は、同社の具体的な事例の紹介もあり、参考になる。
14 同前、スライド 3を参照。
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また、IBM 社は、これからの大規模なイン

ターネット時代に挑戦し、企業の成長を遂げるた

めに、Google 社との戦略的な共同プログラムを

組み、次世代を背負う学生たちが次世代の情報イ

ンフラとアプリケーションのスキルを開発するた

めの支援を始めている。

3．中国ビジネスとクラウドコンピューティン

グの接点
（1）対中国直接投資の状況

世界の対中国直接投資の実行額は 2008 年全体

の数字としては 924 億米ドルと記録を更新した

が、2008 年 10 月以降、投資の実行額は対前年同

月比でマイナスの局面に入り、2009 年 7 月まで

対前年同月比で 10 カ月連続のマイナスを記録し

ている。ちなみに、2009 年の 1 ～ 7 月の投資実

行額は対前年同期比で 20 ％減である 15。

日本の対中国直接投資の実行額は 2005 年が

ピークであり、その後は図表 2に示すように激減

しており、特に 2005 年から 2008 年までは世界全

体の投資の傾向と異なる動きを示した。

これまでの日本の対中国直接投資の牽引力は、

言うまでもなく製造業向けの投資であった。大手

企業の製造業向け直接投資が一巡し、中堅企業と

中小企業についても、中国に出る必要のあった企

業群は既に工場進出済みである。なお、日本企業

の中国事業の特徴は中国の工場で製造したものを

日本に持ち帰ったり、香港などを経由して欧米地

域に輸出したりすることが事業の中心にあったと

言ってもよい。

米国企業や欧州企業などは、日本企業に先駆け

て、中国市場開発に力を入れてきた経緯がある。

したがって、販売事業向けの投資やサービス事業

向けの投資は急速に増加の傾向が続いている。し

かしながら、日本企業の対中国投資の動向を見る

と、企業の多くが、全体として足踏み状況にある。

これからの日本企業の対中国直接投資が増加す

るかどうかについては、①中国市場での販売を志

向した活動の強化に伴う投資がどのような展開を

見せるか、②事業コストがあらゆる面で従来と比

較にならないくらい増加している中国の事業環境

のなかで、日本の中小企業の経営者が、中国での

事業経営について自信が持てるかどうか － など

が重要な判断基準になる。

（2）シェアードサービス業務とクラウドコン

ピューティング

①中国地域本社の機能

近年、中国ビジネスの世界では、外資系企業、

特に欧米の多国籍企業が中国の地域本社組織を強

化する動きが見られる。中国市場の存在が多くの

外資企業を惹き付けているからである。

マネジメント／トピックス

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  

実行額（億米ドル） 54.5 65.3 46.0 35.9 36.5

対前年比（％） 7.9 19.8 －29.6 －24.6 1.8

図表 2 日本の対中国直接投資（実行額）の推移

出所：日中経済協会編『日中経協ジャーナル』No.187、2009 年 8月、43 頁より作成

15 中国商務部「中国投資指南」参照。http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/ Statistics/FDIStatistics/default.htm （2009年 9月 4日ア
クセス）。なお、商務部の統計には、銀行、証券、そして保険関係の直接投資の数字は含まれていない。
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中国市場を見据えた事業戦略の構築は、外資企

業の本社所在地で行うのではなく、中国地域本社

などで中国人幹部や経営コンサルタントなどを入

れて検討した結果を踏まえながら行うべき時代に

入っている。

まず、地域本社はどのような機能を持つものか

について図表 3 に示す。中国地域本社 16 の機能

のなかで、最も重要なもののひとつは、前述の事

業開発戦略の立案と実現に向けた旗振り機能であ

る。特に、中国の国内市場の開発や中国政府が力

を注いでいる内需喚起策への対応においては、

「関係（Guanxi）」構築のための活動（M＆ A 活

動を含む）が大変重要であるが、この点について

は、以前本誌で論述したことがある 17 ので、本

稿では、シェアードサービス業務について簡単に

触れるにとどめる。

②シェアードサービス業務

この業務の領域では、米国企業のほうが先行し

ている。米国企業で数多くの現地法人を海外の国

（例えば日本）に設立している場合のことを考え

てみると、大規模な現地法人は自前の総務部門や

経理部門などを有するが、小さな現地法人はその

国の地域本社が持つシェアードサービスの機能を

利用することが多い。シェアードサービスは米国

企業の海外地域本社における機能の特徴のひとつ

として重要な存在である。

日本企業の場合でも、大手企業では、図表 3で

示すように、例えば中国の地域本社が中国に進出

した小規模法人や事務所などの人事・労務業務や

財務・会計業務などをシェアードサービスとして

提供し、サービスの受け手事業所はサービスに対

する対価を支払う形での業務処理が進められるこ

とが多い。

しかしながら、中国に地域本社を持つ余裕のな

い、例えば中堅企業・中小企業グループの販売会

社が、例えば上海に小規模な現地販売法人を構え

たとしても、総経理とコア業務部門の販売スタッ

フに加えて、総務･勤労部門と財務･会計部門の組

織を持つケースが多い。何でも自分でやるという

自前主義の影響かもしれないが、こういうアプ

ローチのもとではどうしても間接部門のコストが

高くなる。

クラウドコンピューティングと中国ビジネス

• 地域代表 
• 法務、ブランドマネジメント、知的財産権など 
• 人材開発 
• 事業開発（M&Aを含む）支援 
• 研究開発支援 
• グループ会社管理 
• シェアードサービス業務（人事・労務、財務・会計、情報システム、購買など） 

図表 3 地域本社の機能

出所：筆者作成

16 中国地域本社がカバーする地域としては、欧米企業の大手はグレーター・チャイナ地域（中華人民共和国、香港特別行政区、そ
して台湾）を含む組織になっていることが多い。日本企業では、中国地域本社は、一部の大手企業、例えば日立製作所、パナソ
ニックなどを除いては、中華人民共和国におけるビジネス統括などを目指した組織になっている。

17 拙稿「経済減速下の中国ビジネスとどう取り組むか」、『経営センサー』No.113、2009年 6月、45～ 54頁。
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③中小企業に対するシェアードサービスの提供

中小企業が中国における現地経営で強みを発揮

しやすいビジネス環境を組み立てることは、中国

ビジネス支援の活動に従事する者にとって重要な

課題だと思う。これからの日本の中小企業の進出

を支えるために、シェアードサービスインフラの

整備は不可欠であり、日中の中小企業支援組織や

地方行政の支持を得て、主要地域単位で人事・勤

労業務、財務・会計業務、貿易業務などの受託が

可能なシェアードサービス機関の組織化を検討す

べきである。

例えば、上海や蘇州などの主要都市に中小企業

支援センターのような組織を設立し、このような

組織の旗振りのもとで、各種業務支援サービスの

提供ができれば、中小企業は安心して中核業務に

全力を投入することができるのではなかろうか。

「進出した中小企業にとって、テクノセンター

の存在は心強い。従業員はセンターが一括採用し

てくれる。従業員の教育から、管理職を対象にし

た品質管理教育や日本語教育までしてくれたう

え、各種の勉強会も頻繁に開いてくれる。（中略）

企業のメリットは教育にとどまらない。各社とも

いろんな設備を持ち込んでいるから、自分の会社

の機械が故障したときには、他社から簡単に借り

ることができる。工場と工場の間には垣根がなく、

部品や製品の倉庫も共同で使える。部品や材料の

購入先が分からなければ、管理スタッフに相談す

れば、探してくれる。中国当局との交渉や輸出入

の通関業務もセンターが一括してやってくれる。

情報も共有化できる」18

この文章は、香港及び深 で中小企業の支援

活動を行われている石井次郎さんの半生を描いた

ノンフィクション小説からの引用である。中小企

業への支援をこのような形で具現化されているテ

クノセンターの取り組みは高く評価される。

第一テクノセンターは深 市布吉鎮の地で

1992 年に操業を開始した。設立当初のテクノセ

ンターの主要な機能（筆者はこれらの業務を

「シェアードサービス」と呼んでもよいと思う）

は図表 4に示される通りである。地域本社を持つ

18 佐藤正明『望郷と訣別を－中国で成功した男の物語』文藝春秋、2003 年、505～ 506 頁。なお、このノンフィクション小説は、
中国華南ビジネス、特に中小企業のビジネスを理解するうえで極めて参考になる。

マネジメント／トピックス

①インフラの整った工場スペースの提供 

②従業員の採用、教育 

③税関の許可取得、物流手配 

④中国側との交渉（税関、労働局、警察、工業局、役所等） 

⑤自社工場を建てるまでの補完的な機能 

⑥小企業の為の生産の代行 

図表 4 テクノセンターの主な機能

出所：藤原弘『華南への企業進出　昨日･今日･明日』日本貿易振興会、1995 年、207 頁より作成
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余裕のない小規模の企業にとって工業団地単位で

のシェアードサービス提供組織の存在は決定的に

重要である。テクノセンターは多くの中小企業に

とって「駆け込み寺」であると言えよう。

④クラウドコンピューティングと中小企業支援

中小企業の多くは、地域本社を構える余裕がな

いので、進出先の地域や工業団地でシェアード

サービス機能を組織化することにより、中小企業

が安心して中核業務に専念できるようなビジネス

環境づくりが大切になる。

このようななかで、今テイクオフの時期を迎え

ているクラウドコンピューティングが性能、信頼

性、そして情報のセキュリティの面で安心して使

える情報インフラとして成長し、システム基盤と

しての利用環境が整えられれば、中国に進出して

いる中小企業とこれから中国進出をしようと考え

ている中小企業にとって業務処理の「駆け込み寺」

になり得ると思う。

⑤現実的なアプローチ

まず、これからの情報システム戦略における基

本的な姿勢について述べると、情報システムで

「所有すべきもの」と「利用すべきもの」の切り

分けを明確にすることから始めることが大切なポ

イントのひとつであると思う。

図表 5は企業が価値を生み出す様々な業務プロ

セスの連鎖の関係を示したもので、マイケル・

E ・ポーター教授のいわゆる価値連鎖（Value

Chain）の概念図である。どの業務プロセスが企

業価値の創造にどのように関係するかについて

は、業界によって、また国や地域によって異なる。

IT システム戦略において、どのような業務プ

ロセスを自前のシステム、つまり「所有」の概念

に基づいて業務対応するか、またどのような仕事

のプロセスはシェアードサービスもしくはシェ

アードサービスの IT バージョンとしてのビジネ

スクラウドを「利用」するのかの見極めは、これ

からのコストパフォーマンスの世界での競争優位

を発揮するうえで大切な判断になる。

クラウドコンピューティングと中国ビジネス
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調達活動 

技術開発 

人事・労務管理 

図表 5 価値連鎖の概念図

出所：Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, 1990, p.41 より作成
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どのような業務がビジネスクラウドもしくは

SaaS に向いているかと言うと、まずはルーチン

ワーク（Routine Work）、すなわち日課となって

いるような決まりきった業務である。煩雑な仕事

であればあるほど、ユーティリティコンピュー

ティング向きの業務であろう。例えば、船積み業

務、購買業務、物流管理業務、入出庫・在庫管理

業務、決済業務、人的資源関連業務、顧客関連業

務などは毎日繰り返し行われる日常の業務であ

り、本稿で考察しているクラウドコンピューティ

ング向きの業務領域であると思う。

対象企業として筆者が念頭に置いているのは、

すでに中国に進出し事業を行っているが、情報シ

ステムの分野はほとんど手つかずの状態の企業

や、これから中国に投資を行い、現地で事業を始

めようとする企業などである。現時点では、中国

で既に現地法人を設立し、事業を展開している大

手企業や中堅企業の多くは ERP（Enterprise

Resources Planning、以下、ERP と記す）業務ソ

フトパッケージを使用している。この意味では、

クラウドコンピューティングに基づきサービスの

提供を考えている企業は、大手企業と中堅企業に

加えて、中小企業を重要なユーザーとして意識し

ながらサービスの仕様について考える必要があ

る。どのような業務処理をビジネスクラウドが提

供するサービスの「利用」により実行すれば、

ユーザーは信頼性と安全性に立脚した業務処理が

でき、コストの削減ができるかということが重要

である。中小企業が安心して「中核業務」に専念

できる IT 環境をつくるという観点から SaaS のア

プローチの基本設計に臨む必要があろう。

⑥「業務の仕組みづくり」という視点の重要性

今、中国で大手企業や中堅企業の多くが活用し

ている ERP 業務ソフトパッケージの場合にも言

えることだが、基本的に重要なことは、業務処理

上の問題点の解をパッケージソフト機能のインプ

リメンテーションで見出すのではなく、「業務の

仕組み」や「業務のルール」という観点で見出す

ことである。

業務の仕組みづくりとの関連で情報システムを

導入し、運用することの重要性については、以前

本誌で詳論したことがある 19 ので、ここでは再

論しないが、重要なことは、業務改革に際しては、

業務改善プロジェクトメンバーの間で、暗黙の了

解を排し、できる限り言語、記号そして業務フ

ロー図などを用いて業務の現状を形式知で表し、

このうえに立ってプロジェクトメンバー同士が問

題点を共有し、基幹業務の各レベル（管理レベル、

業務レベル、そして作業レベル）における業務

ルールの標準化を図ることである。

ERP 業務ソフトパッケージやクラウドコン

ピューティングを活用するための業務環境づくり

が何よりも大切である。「情報システムありき」

ではなく、業務の仕組みづくりや業務のルールづ

くりから始めなければ真の業務改革はできない。

このことは、クラウドコンピューティングの時代

に入っても、大変重要なことである。

4．おわりに

今、企業情報システムが「所有」（資産）から

「利用」（経費）へと大きな変化のなかにある。

ユーティリティコンピューティング、言い換えれ

ばクラウドコンピューティングが情報処理の重要

な一翼を担う時代を迎えようとしている。

本稿はこれまで中国に事業拠点を構え、ビジネ

スを行ってきた中小企業やこれから中国に投資を

行い事業の展開をしようと考えている企業にとっ

19 拙稿「中国進出企業における情報システムの活用」、『経営センサー』No. 94、2007年 7・ 8月、43～ 51頁。
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て、情報システムの世界が「所有」から「利用」

への流れの変化の時期にあることの基本認識を踏

まえ、これから企業がどのような対応をすべきか

について、中国で事業を行う中小企業を例にとり、

問題の所在と課題などについて整理することを目

的に書いたものである。

中小企業の悩みに応え、中国という難しい事業

環境のもとで中小企業が安心してそれぞれの「中

核業務」に全力投入でき、各企業がそれぞれの強

みを発揮しやすい環境を整備することが、これか

らの中小企業に対する支援策の重要な部分を占め

ると筆者は考えている。

深 市のテクノセンターにおける支援は意義

深いものがある。ある意味でシェアードサービス

の提供を極めて具体的な形で行っているとも言え

る。これからテイクオフの時期を迎えようとして

いるユーティリティコンピューティングがこのよ

うな世界とどう向き合い、どのようなサービス利

用の機会を提供できるかについては、これからの

クラウド企業群とユーザー企業群との具体的な会

話のなかから重要なヒントが出てくると考えてい

る。

こういう視点から、筆者はこれからの情報シス

テムの革新、とりわけビジネスクラウドなどの発

達が、中国で日々多くの困難に立ち向かい、厳し

い事業展開をしている日本の中小企業や、中国に

出たくてもなかなか決断が下せず、足踏みをして

いる多くの中小企業経営者のコンフィデンスレベ

ル向上に結び付くことを祈念する。

最後に、メインフレームコンピューティング、

クライアント／サーバ・コンピューティング、そ

してクラウドコンピューティングと情報処理のコ

ンセプトが変わろうとも、基本は「業務の仕組み

づくり」にあることを再度記させていただきたい。

「情報システム」が「業務改革」と手を携え、両

者がいわば車の両輪のような関係を築きあげるこ

とができれば、中国における日本企業の経営の質

的革新を生み出すことにつながると思う。




