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4．現地市場志向経営を強める組織の運営

市場志向の経営は事業戦略により実現の第一

歩を踏み出す。そして、事業戦略は企業の組織的

な対応によって推進される。組織は事業戦略の推

進力として重要である。ここでは、中国市場を視

野に入れた経営の実現を促進する組織の課題につ

いて、三つの領域を取り上げ、欧米企業のケース

を考察しながら論じる。

（１）地域本社 1の戦略的意義

中国ビジネスでは地域本社が重要

日本企業における海外地域本社は、2000 年前

後からの分社化と社内カンパニー制への移行の過

程で、企業組織としての役割が小さくなりつつあ

る。企業グループ内で個々の社内カンパニーがグ

ローバルな事業展開を行う時代に入り、日本の本

社や海外の地域本社の組織が見直された。中国ビ

ジネスに関しては地域本社が重要だ。多くの制度

改革が進行している中国では、事業を取り巻く環

境が常に変化しており、個別の事業組織の対応だ

けでは不十分で、企業全体で考えなければならな

い問題が数多くあるからだ。

Point
1 中国市場の開拓は、市場ニーズに事業を合わせる企業の努力から始まり、市場志向の事業戦略は、

組織による活動を通して実現される。
2 事業戦略の旗振り機能を持つ中国地域本社の意義は大きく、欧米企業は地域本社の組織を強化して

いる。日本企業は中国地域本社の見直しと強化を行う必要がある。
3 中国市場を見据えた事業戦略の推進にとって、現地人材の活用は極めて重要であり、香港人、台湾

人などの中華圏人材の活用も含め、幅広い観点から対応すべきである。

[目次] 1～ 3は本誌2006年 10月号に掲載し、4～5が本誌今月号
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2． 日本企業に見るアジア、中国市場苦手意識
3． 欧米企業に見る現地市場志向
4． 現地市場志向経営を強める組織の運営
5． おわりに

中国市場を見据えた事業戦略と組織の課題（２）
―欧米企業のアプローチから学ぶこと―

マネジメント／トピックス

１　日本の海外企業組織の研究では地域統括本社という言葉が使われることが多い。本稿では地域本社と記す。英語のRegional
Headquarters に対応するものである。
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中国がWTO に加盟する以前の対中国投資は、

合弁企業の形態を取るものが中心であった。一製

品、一企業に近いコンセプトで多くの現地法人が

設立され、一企業で十社、二十社にも及ぶ多拠点

法人構造を作り出すことになった。WTO 加盟以

降、中国への企業進出の形態は、合弁から独資へ

と変わりつつある。また、既存の合弁会社に関し

ては、外資企業は、経営支配の観点から、出資比

率を上げたり独資化を図ったりしている。中国法

人の再編、統合は外資企業にとって大きな課題で

あり、本社とともに現地で旗を振る地域本社の役

割は大きい。

地域本社は、企業の戦略的な動きを作り出す組

織であり、日本企業の現地市場対応の鍵を握る存

在でもある。現在、中国ビジネスの最重要課題で

ある経営の現地化、人材の開発、CSRなどを推し

進める組織機能を持つのが中国地域本社である。

アジア地域本社、中国地域本社の地理的配置

アジアビジネスにおける地域本社の地理的配

置のマクロ的な動きを見ると、シンガポール本社

や香港本社といったアジア都市型の拠点配置か

ら、北京本社や上海本社のような中国都市型の拠

点配置に移りつつある。IBM を例にとる。同社

は、2003 年春、東京にあったアジア太平洋本社

を上海に移し、Frank Kern が代表者に就任した。

これからのアジア太平洋ビジネスのあり方を上海

で考えるという企業姿勢の組織化である。また、

同社では、グレーター・チャイナ・グループが、

以前から北京にあり、香港、台湾を含めた中国ビ

ジネス戦略の構築と推進のための活動を行ってい

る 2。グレーター・チャイナ地域は、後述のよう

に、中国本土、香港、台湾を含む大きな地域概念

である（図表 1参照）。

多くの企業が、地域本社での活動を通して、

企業グループ全体の戦略課題と取り組んでいる。

どの都市にアジアの地域本社を置くか、そしてど

の都市に中国の地域本社を置くかは、それぞれの

企業の判断によるものである。流れとしては、北

京、上海にアジアや中国地区の地域本社を置くケ

ースが増えていると思う。

グレーター・チャイナという地域単位

米国企業の中国ビジネスの取り組みで、まず

注目すべき点は、中国事業がカバーする地域がグ

レーター・チャイナ地域であるということだ。な

ぜグレーター・チャイナという地域を前提にして

中国事業を組み立てるのか。重要な理由のひとつ

は経営資源の有効活用ということだ。とりわけ人

材の活用をうまくやろうという発想がこの地域概

念の根底にある。中国ビジネスの構築の際に、台

湾人の工場経営能力を活用したり、香港人の販

売・マーケティング能力を活用したりするのだ。

また、グレーター・チャイナ地域を前提とする事

業戦略の展開は、中国本土、香港そして台湾の総

合的なビジネス環境の理解に基づいて行われるの

で、ばらばらのアプローチを取る企業に比べて、

事業開発の観点からも有利になる。米国企業の中

国ビジネスの地域本社は、多くの場合、グレータ

ー・チャイナ地域を前提とする組織構成になって

いる。

２　筆者が 1997 年に IBMの北京組織を訪問した時には、グレーター･チャイナ･グループは既に存在し、戦略スタッフとして業務
を行っていた。

図表１　グレーター・チャイナ地域
（Greater China Region）

出所：浦上アジア経営研究所
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欧州企業もグレーター・チャイナ地域を事業の

基本単位とする事業運営に取り組んでいる。本誌

2006 年 10月号で取り上げた半導体の STマイクロ

エレクトロニクスや通信のノキアもグレーター・

チャイナ地域を前提とする中国事業の組み立てを

始めた。ST マイクロエレクトロニクスは、2005

年に香港、台湾を含む中国事業組織を構築し、英

国生まれの副社長、Robert Krysiak が新組織の代表

者になった 3。中国地域本社は上海にある。

ノキアの中国シフトの本格化は 1990 年代中頃

に始まった。ノキアは、決して中国進出の先発組

ではないが、投資の拡大や経営活動を戦略的に展

開し、中国を輸出拠点として活用するだけでなく、

中国市場でも一大躍進を遂げている。これまでの

組織対応の重要な項目を図表 2に示す。現在、北

京に建設中のノキアキャンパス（Nokia Campus）

は、香港、マカオ、台湾を含めた中国事業活動の

新しいハブとして、研究開発、生産、販売の活動

を総合的に統括する 4。新しい中国地域本社ビル

の完成は 2007 年後半と言われている。ノキアの

中国地域本社の建設は、同社がグレーター・チャ

イナ地域の携帯電話事業と取り組む姿勢の組織化

を意味しており、画期的なことである。

日本企業においては、グレーター・チャイナ

地域に基づく企業組織の運営は、日立製作所、松

下電器産業など一部の企業が行っているだけであ

り、今後の課題と言えよう。

事業開発における人的コネクションの活用

米国企業の中国地域本社は事業開発戦略の構築

と推進に注力している。一般的な地域本社の機能は

図表3に示される通りである。このほかに人事・勤

労、財務・経理、法務サービスなどを供給するシェ

アードサービス機能を持つ場合がある。ここで取り

上げる事業開発は、米国企業の地域本社の最も重要

な業務のひとつになっている。少数精鋭の戦略スタ

ッフが、政府機関、大学や企業との連携を模索しな

がら、企業戦略の構築と実現に向けた支援活動を行

うと同時に、経営コンサルタントなどの外部人材を

活用しながら、新しい事業開発の能力を向上させる。

したがって、個々の事業会社は、新しいビジネス開

発を行う際に、地域本社が提供する高品質の事業開

発支援サービスを享受できる。近年、中国ビジネス

では、販売、サービス関連のビジネスが重要になっ

ており、事業開発機能のひとつであるM＆A関連

の業務にも注目が集まる。

３ STマイクロエレクトロニクスのホームページ、http://www.st.com/stonline/company/bio/krysiak.htm（2006年 11月 6日アクセス）。
４ 中国網のChina Daily 記事（2006年 5月 24日）、http://www.china.org.cn/english/BAT/169291.htm（2006年 11月 6日アクセス）。

図表２　ノキアの中国事業展開

出所：浦上アジア経営研究所

・モノづくり拠点の構築と増強 
　　－1990年代中頃、東莞市に工場建設 
　　－2000年、北京市に星網工業パーク建設 
 
・R&D拠点の活動 
　　－1998年、北京市に中国研究開発センター設立 
 
・地域本社（Nokia Campus）の建設 
　　－2007年、オープン予定 
　　－グレーター・チャイナ地域のR&D、生産、販

売を統括 

図表３　地域本社の機能

出所：浦上アジア経営研究所

・地域代表 
・法務、ブランド、知財 
・人材開発 
・事業開発（M&Aを含む） 
・研究開発 
・グループ会社管理 
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米国企業の中国地域本社の戦略スタッフは、

政府機関のキーパーソンなどとの人脈づくりやコ

ネクションづくりの努力をしており「関係

（Guanxi）5」開発が事業開拓の重要な柱のひとつ

である。「関係」は、英語で言うと Personal

Relationships もしくは Interpersonal Connections

である。欧米では、ビジネスが関係を生み出し、

中国では関係がビジネスを生み出すと言われるほ

ど、中国ビジネスでは関係が重視される。米国企

業が「関係」概念に基づく企業努力を行っている

ことは極めて興味深い。

中国に進出する企業は、この国が抱える様々

な社会的課題の解決を目指した取り組みを行うこ

とが大切だ。このような活動を行うことで、社会

と産業の高度化に寄与できれば、ビジネスの創出

と社会貢献の両方を実現することが可能である。

新しい事業、例えば、インフラ系の事業において

は、中国の内情に詳しい経営コンサルタントや政

府関係者との連携が大切であり「関係」の構築と

強化が避けて通れない重要なテーマになる。

中国の大型プロジェクト案件の動きなどを見

ていると、米国や欧州の政府関係者はビジネス界

との接点を持っているようだ。欧米では政府関係

者が中国ビジネスにおける「関係」の重視を理解

し、実践に移しているかのような印象すらある。

日本の企業はこのあたりの取り組みで多くの課題

を抱えている。

（２）現地化を促進するための人材の活用

伝統的なアプローチとしての海外駐在員の派遣

これまで中国に企業進出した世界の企業は、

中国法人の事業を軌道に乗せるために、本国の事

業所から駐在員を派遣してきた。このような駐在

スタッフは、本国事業所のビジネスを良く知って

おり、製品の技術的な知識もあるので、中国法人

の事業の立ち上げには欠かせない存在だ。日本の

企業も、これまで多くの日本人駐在員を中国に派

遣してきた。日本人スタッフは、会社の経営戦略

や技術に関する知識を現地会社に伝達することか

ら活動を始める。まずは中国法人の現場の仕事を

立ち上げ、業務の仕組みを作る。部品材料の調達、

生産管理、品質管理、販売活動の推進、売掛金の

回収、人材管理、財務・経理業務等やるべきこと

は山ほどある。政府機関との折衝も頭の痛い仕事

だ。日本の本社に提出する資料の作成も日本人駐

在員が行う。

本国派遣スタッフの経費が高いので、日本企業

も現地化すべきポジションを見極め徐々にスタッ

フの現地化を図っているが、中国で経営人材、オ

フィス人材が不足しているため現地人スタッフへ

の切り替えが思うように進まないのが現実だ。中

国はいろんな面で世界の人たちの注目を集めてお

り、中国ビジネスの人材市場も多様化、広域化し

ている。したがって、次に述べるように、伝統的

な駐在員派遣に代わる新しい手法で経営人材、オ

フィス人材の対応を行う企業が登場している。

多様化、広域化する人材市場

中国の人材市場が大きく変化している。まずは、

香港や台湾などの中華圏地域の存在がある。香港

の英字新聞、South China Morning Post のインター

ネット求人情報サイトを見ていると、中国の仕事

（China Appointments）の欄は中国大陸の仕事の求

人情報でいっぱいだ。香港から通勤できる深C市

は言うに及ばず、広東省一円、そして最近では上

海地区の就職の機会なども掲載されている。また、

経営幹部人材の採用の場合には、ヘッドハンター

が個別に候補者にコンタクトを行い、多くのお金

が動く。上海の外資系企業が、香港人やシンガポ

ール人を採用しているという話もよく耳にする。

台湾企業の中国シフトで大陸に来た台湾人がほか

の外資系企業に再就職することもある。

５　「関係（Guanxi）」については、米国では経営学の領域で多くの研究が行われている。香港の大学でも「関係」概念などを
ベースに、華人経営の研究と教育が行われている。日本ではこういう概念に基づく研究は少ない。
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ここ数年来、米国から中国に移り住む人たち

が増えている。成長を続ける中国で新しい就業

機会を見つけたいと考える人たちである。西欧

人であったり、中華系の人であったりする。中

国に移った直後は中国語の習得を行い、その後、

中国でのキャリア開発に向かう。初期段階では

中国ビジネスのイロハを学び、機会を見て外資

系企業の駐在スタッフの置き換え要員になるほ

ど力を発揮する人たちも現れている。「ハーフ

パッツ（Ha l f p a t s）」は「Ha l f（半分）」と

「Expatriates（海外駐在員）」の二つの言葉をくっ

つけたもので、米国などから中国に移ってきた

外国人で外資系中国法人で採用された人たちを

表現するものである。

このように、中国の人材市場は多様化と広域

化の中にあり、上記のような人材層を採用するケ

ースが「China Hires（外国人の中国現地採用）」

などと呼ばれている。それぞれの人の置かれた状

況により、採用企業との間で、住居の移転費用、

子女教育の費用、現地のアパート代などについて、

具体的な取り決めが行われる。

「Returnees（帰国者）」は、中国国籍の保有者

で、海外留学や勤務からの帰国者を指す。帰国者

の採用については、日本企業も、日本の本社事業

所で採用した日本留学組を中国法人に移したり、

中国の子会社で留学帰りの人を採用したりするケ

ースが増えている。

米国企業と日本企業のアプローチの違い

中国進出をしている米国企業が抱える最大の

問題のひとつが中国の深刻な経営人材、オフィス

人材不足である 6。米国企業では外国人の中国現

地採用や香港、台湾、シンガポール人などのアジ

ア人材の採用が急増している。米国大手企業の中

国法人の社長や副社長の要職に就いている香港人

や台湾出身者は少なくない。

筆者の企業勤務時代の話で恐縮だが、中国に

おける人材不足への対応策のひとつとして、社

内ローテーションを行っていた。香港の半導体

エンジニアが上海や北京に移ったり、シンガポ

ールのディスプレイ素子の営業関係者が深Cや

上海で勤務したりしていた。最近の米国企業の

動きを見ていると、今や社内ローテーションの

枠を超え、中国本土でアジア人やその他の国の

人を採用する時代に入ったことが分かる。中国

ビジネスの拡大は、中国本土の人材だけでなく、

アジア地域の人材や西欧の人材なども取り込み

始めており、中国という存在のインパクトの大

きさを感じ取ることができる。日本の企業も、

人材市場の多様化と広域化を見据えた人材開発

に目を向けるべきである。

（３）制度重視の異文化経営

業務マニュアルの重要性

日本企業と米国企業の仕事のやり方で大きな

違いがあることを感じる領域に業務マニュアルの

問題がある。

「石井が痛感するのは、日米のマニュアルの違

いだ。宮川は NEC 向けのプリンター部品を独自

に調達しているが、NEC からはたった一枚の図

面が送られてくるだけ。 （中略）

その点、IBM はたった一点の部品を調達する

にも十数枚のマニュアルを送り付ける。そこには

この部品がどこに使われるかから始まり、生産に

至るまで何の予備知識がなくとも、それさえ読め

ば仕事をこなせるように書き込んである。」

これは華南の地で日本の中小企業の支援を行

っている石井次郎さんを描いた小説 7 からの引用

である。米国企業は、米国内のどこの地域で仕事

をしても、また、世界中どこの国に進出しても、

同じような仕事ができるように業務マニュアルを

作り上げている。日本企業の場合は、どちらかと

６　中国美国商会（The American Chamber of Commerce in the People’s Republic of China）の中国ビジネス白書、White Paper 2006で
も中国の人材不足は米国企業が直面する主要なオペレーション上の問題として取り上げられている。

７　佐藤正明『望郷と訣別を―中国で成功した男の物語』、文芸春秋、2003年 6月、471頁。
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いえば、一定のレベルの企業を想定したマニュア

ルの作成になりがちであり、形式知化の度合いが

低い業務運営になっている。

中国ビジネスの現場で「中国人スタッフの仕

事のやり方が問題で、業務がうまく進まない」とい

う日本人駐在員の意見を耳にすることがある。言葉

もうまく通じない環境のもとでの仕事なので苦労が

多いのだろう。こういう状況においては、仕事がう

まく行かないのは自分たちの側に問題があるからだ

と考えたほうが良いと思う。仕事の仕組みを作り、

ルールを決めて業務を推進することが先決だ。日本

の事業所では業務マニュアルが整備されている企業

でも、中国に行くと言語化されたルールが未整備の

ところが多いようだ。社内業務のルールを形式知化

することは日本企業にとって、重要な課題である。

工場では中国語のマニュアルは必須であり、オフィ

スワークでは英語版も不可欠である。

仕組みづくりと情報システムの重要性

組織や制度は経営戦略に基づいて生み出され、

また、経営戦略の遂行は組織的な人間の行動を通

して行われる。日本企業と米国企業を比較すると、

米国企業のほうが、戦略的な組織の構築や事業活

動の制度化の面で優れているようだ。形式知を重

視する環境にいる者のほうが、制度化で優位性を

発揮することが多いと思う。日本企業は、もっと

言語化されたルールを重視し、異なる経営環境へ

の対応のための制度化に注力すべきである。

最近、中国ビジネスで脚光を浴びている販売

活動を例にとり、仕組みづくりの重要性について

触れる。販売の業務では、販売チャネルの開拓や

案件の掘り起こしのような「攻め」と需要予想、

在庫管理、入金管理などの「守り」の両方が重要

である 8。図表 4 は、生産財販売組織の付加価値

について示したものである。このような価値の創

出と人材の能力の形成には組織という存在が欠か

せない。したがって、中国本土における販売の推

進に当たっても、組織づくり、仕組みづくりから

始める。市場へのアクセス、代理店網の拡充、技

術的な売り込み（デザインイン）などの「攻め」

と受注・発注、代金の回収などの「守り」の両面

で業務の仕組みを構築する。

中国ビジネスにおける販売やマーケティング

の領域では、人材がまだ育っておらず、思うよう

に業務が進まないことが多い。このような場合、

前述のように、中華圏の人材の獲得などから始め

８　中国における販売活動の組み立てについて、筆者は別のところで論じている。浦上清「中国における販売実務戦略―半導体な
どのハイテク生産財の販売―」（企業研究会『Business Research』、2005年 11月）を参照。

図表４　販売組織の付加価値
－電子部品などの生産財販売のケース－

出所：浦上アジア経営研究所
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ると同時に、仕事の仕組みづくりに注力したほう

が良い。仕組み先行型の業務展開に意を配ること

が大切だ。業務マニュアルを整備し、簡単なシス

テムでも良いから情報システムの導入を図るのが

実効性のあるアプローチであろう。「形」から入

ることが有効だ。仕組みづくりと情報システムに

よって制度の「形」を作り、この中で分かりやす

い業務の推進を行うことで企業の対応力が強化さ

れる。仕事の仕組みという「形」から入ることは

異文化経営にとって大切である。

5．おわりに

これまで日本の IT 産業は、先端技術とモノづ

くりの力で世界的な製品ブランドを確立してき

た。今、アジア地域が重要な役割を果たす時代に

入り、アジアを生産の基地として事業を行うだけ

でなく、現地の市場を明確に視野に入れた事業展

開がますます大切になっている。日本企業も持ち

前の先端技術だけではアジア市場で戦えない。新

しい経営手法やビジネスモデルの開発が必要な時

代になった。

中国事業も、これまでのモノづくり中心の時

代から、現地市場での販売・サービス活動が重要

になる新しい時代に入っている。2004 年の外商

投資商業領域管理弁法の施行により、中国で事業

を行う外国企業の販売の組織化が可能になり、世

界中の企業が、中国市場における販売活動を強化

している。欧米企業は、IT 製品の分野でも、日

本企業に先がけて中国市場を見据えた事業戦略を

構築し、組織的なビジネス展開で成果を上げつつ

ある。中国市場は、大規模であるが、ローエンド

製品の比率が高いので、ビジネス対応で工夫が必

要である。

中国における販売事業の組み立ては、市場志

向の事業姿勢から始まる。強い現地市場志向の存

在が最も重要だ。このような志向性は、市場開拓

の仕組みと人的資源の開発の二つに支えられて、

組織的な活動になる。本稿で考察したように、事

業戦略の組織化においてはアジア地域の人材の活

用が重要な鍵を握っている。欧米企業も含めて、

多くの企業が中国市場を狙った企業努力を行って

いる。日本企業も発想を転換し、アジア、中国地

域の人たちと一緒に仕事を進めることで新しいビ

ジネスモデルを生み出すことができよう。アジア

の若い力を企業経営に取り込むことが求められて

いると思う。


