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Point
1 中国経済はこれまで経験したことのない景気後退の局面にある。中国政府は大型の財政支出を含む

内需喚起策を実施中であり、既にいくつかの分野で効果が現れつつある。
2 中国経済に占める第三次産業の比率が着実に上がっている。中国で事業を行う日本企業は、これか

らのビジネス成長のために、中国市場での販売に事業活動の重心を移す必要がある。このために、

中国現地組織の強化を図ることが重要である。
3 販売・サービス分野における人材不足状況への対応のため香港や台湾などを視野に入れた人材戦

略を構築し、実行に移すことが大切である。また、この時期、業務の仕組みづくりに力を入れて

おきたい。

1.はじめに

昨年秋以降、世界経済は米国発の金融危機に端

を発する負の回路に入っており、欧米諸国及び日

本を含む先進諸国は景気刺激策など経済対応に注

力している。金融工学が生み出した金融商品とい

う怪物から痛恨の一撃を受け、世界の先進諸国は

対応に追われている。

これまで、驚異的な経済拡大を実現してきた中

国もこの負の連鎖からは逃れることはできない。

中国政府は、積極的な姿勢で財政政策を打ち出し、

持ち前の実行力で様々な局面で素早くかつ柔軟性

のある対応をしており、幾つかの分野で既に具体

的な成果が現れつつある。なかでも、中国政府の

内需喚起策は、足元で中国地場の私営企業や株式

会社などに既にプラスのインパクトを与えつつあ

る。

本稿では、経済減速下で事業を行う中国の外資

系企業が経営のかじ取りをいかに行うべきかにつ

いて、特に中国の国内市場における販売活動に焦

点を絞って考察する。「不況時こそ変革の好機」

という視点で、日本企業の中国ビジネスについて

論じたい。読者諸氏にとって少しでも参考になれ

ば幸甚である。

2.中国の最近の経済状況
（1）中央政府の財政政策

周知のように、世界の経済は 2008 年秋以降、

ほぼ同時に深刻な不況の局面に入った。中国政府

は 2008 年 11 月、景気対策のための財政政策を打

ち出した。財政政策のために支出される資金は総

額で 4 兆元（約 58 兆円）であり、主として次の

10 項目からなる財政政策の実現のために使われ

マネジメント／トピックス



経営センサー　2009.6
4646

る。すなわち、①住宅建設：安価な住宅の建設と

スラム街の改造、②農村インフラ建設：道路、電

力、水道、貯水池などの整備、③交通インフラ建

設：交通幹線網（鉄道、空港など）の整備、④医

療と教育の質の向上：医療サービスの改善、専門

教育と文化施設の整備など、⑤環境対策：汚水処

理・ごみ処理施設の拡充、水質汚染対策、エネル

ギー節約と公害対策など、⑥産業対策：自主創新

とハイテク技術・サービス産業の育成など、⑦震

災被災地の復興： 2008 年 5 月 12 日の四川大地震

の復興加速、⑧国民所得の引き上げ：農村生活

者・都市貧困生活者などへの支援、企業勤務者へ

の年金基金の拡充、⑨税制：増値税改革など、そ

して⑩財務：経済成長のための財政支援、重点プ

ロジェクトなどへの銀行貸出の拡大などである。

（2）国内総生産（GDP）

中国の 2008 年第 4 四半期の GDP は、実質伸

び率で対前年同期比 6.8 ％増にとどまった。2008

年第 4 四半期の GDP の伸び率は、同年第 3 四半

期の 9.0 ％増から減速し、2001 年第 4 四半期の

6.6 ％増以来の低水準を記録した。2008 年通年の

GDP 成長率は対前年比 9.0 ％増となり、6年ぶり

に一桁台に落ち込んだ。

2009 年の第 1 四半期も、経済の減速傾向が続

き、図表 1 に示すように、GDP の実質伸び率は

対前年同期比で 6.1 ％増となった。2009 年第 1四

半期の GDP の状況で特徴的なことは、①第二次

産業が一番大きなネガティブ・インパクトを受け

ているということ、②第三次産業は実質の成長率

を見る限り、健闘しているということなどである。

この意味では、中国の経済活動は、従来の製造業

を主軸とするものから、サービス業関連産業への

基本的な流れのなかにあるとも言える。ちなみに、

2009 年第 1 四半期の中国のGDP 額に占める第三

次産業の比率は 44.2 ％であり、2008 年の GDP

額に占めた第三次産業の比率、40.1 ％を上回り、

第三次段業の重要性が着実に高まっている。

（3）工業増加値

中国の2009 年 3 月と第 1四半期の工業増加値 1

（以下、工業付加価値と記す）の伸び率を、それ

ぞれ対前年同月比、対前年同期比で見ると、図表

2 に示す通りである。第一に言えることは、軽工

業・重工業別、そして企業の形態別に見て、すべ

ての領域で 2009 年 3 月の工業付加価値の伸び率

がかなり改善していることであり、第二には、

2009 年第 1 四半期の私営企業の工業付加価値が

単位：金額　億元、成長率　％ 

2008年 2009年第１四半期 

成長率（実質） 金額（名目） 成長率（実質） 金額（名目） 

GDP 300,670 9.0 65,745 6.1

第一次産業 34,000 5.5 4,700 3.5

第二次産業 146,183 9.3 31,968 5.3

第三次産業 120,487 9.5 29,077 7.4

図表 1  中国のGDPの状況

出所：中国国家統計局公表データに基づき作成

1 企業が事業活動を通じて新たに生み出した価値。本稿では、日中経済協会が『中国経済データハンドブック』で使用している和
訳（日中経済協会編『中国経済データハンドブック 2008 年版』日中経済協会、2008 年、59頁）に従い、工業付加価値と記す。
工業増加値の計算方法については、ほとんどの中国企業は「生産法」を用いていると言われる。この場合の計算式は、「工業増
加値」＝総生産高－中間投入コスト＋当期増値税額である。
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対前年同期比で約 16 ％増になっていることであ

る。また、株式企業もよく健闘している。第三に

は、外資系企業（香港・マカオ・台湾企業を含む）

の 2009 年第 1 四半期の工業付加価値がマイナス

成長であったことである。この背景には、外資系

企業の中国ビジネスの輸出依存度が高いことがあ

ると思われる。

いずれにせよ、2009 年第 1 四半期の工業付加

価値の動きを見る限りでは、輸出依存組の外資が

苦戦、国内市場での活動の比率が高い私営企業や

株式企業の付加価値の伸び率が高くなっているこ

とが分かる。

（4）対中国直接投資

図表 3にこれまでの世界の対中国直接投資の推

移 2 を示す。近年の直接投資の傾向について要点

を記せば、①直接投資の牽引力は製造業向け投資

から販売・サービスなどを含む第三次産業向け投

資へと移行していること、②タックスヘイブン

（租税回避地）からの投資が増加していることな

どがあげられる。なお、日本からの対中国直接投

資は、製造業向け投資に一服感があり、中国商務

部統計を見る限り、投資の実行額で 2005 年の約

65 億米ドルがピークで、その後減少傾向を続け
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図表 3  世界の対中国直接投資の推移

出所：『中国統計年鑑』などに基づき作成

2 中国商務部は、2007 年以降、直接投資契約額の公表をしていない。なお、商務部の統計には、銀行、証券、保険など金融業関
係の直接投資は含まれていない。

図表 2 中国の工業付加価値伸び率
単位：％ 

対前年同月・同期比 
2009年3月 第１四半期 

工業付加価値 8.3 5.1
軽工業 8.5 6.8
重工業 8.3 4.5

国有・国有株式企業 2.7 0.1
私営企業 18.7 16.2
集体企業 5.1 3.5

株式合作企業 10.9 7.3
株式企業 10.7 7.7

外資系企業 3.0 －1.4

出所：中国国家統計局公表データに基づき作成

経済減速下の中国ビジネスとどう取り組むか
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ている。

最近の世界の対中国直接投資実行額と伸び率

（対前年同月比）を月別に示すと図表 4 に示す通

りである。2008 年通年では、直接投資の実行額

は対前年比で約 24 ％増となったが、2008 年 10

月に対前年同月比で 2 ％減となって以来、2009

年の 3月まで 6カ月連続で対前年同月比はマイナ

ス成長になっている。また、海外からの直接投資

の契約件数が 2005 年の約 4 万 4 千件をピークに

2008 年には約 2 万 7 千件へと大幅に減少し、こ

の傾向に歯止めがかかっていないのも気になると

ころだ。

2009 年の第 1 四半期の直接投資契約件数は対

前年同期比で約 35 ％減である。前述のように、

中国商務部の直接投資関係の統計は金融業向け投

資が除かれているので、全体像が見えないが、金

融業以外のサービス産業向けの投資は含まれてお

り、こういう前提での傾向の把握はできると思う。

前述の中国における工業付加価値の伸び率のと

ころで考察したように、輸出依存度の高い外資系

企業が苦戦を強いられているので、こういう事業

環境下では対中国の直接投資の実行額、特に製造

業向け投資額は減少する。だたし、2009 年 2 月

と 3月に直接投資の実行額の対前年同月比が改善

傾向を示したことに注目したい。中国の外資系企

業が、中国政府の内需喚起策にどのように対応す

るかが今後の投資の流れを左右する可能性があ

る。

（5）中国からの輸出

図表 5は最近の中国からの輸出額の動きを月別

に見たものである。2008 年 11 月から輸出額は対

前年同月比でマイナス成長の回路に入った。

輸出の拡大は、これまでの中国経済拡大の原動

力であった。輸出なくして、今日の中国経済の発

展はなかった。この輸出を支えたのが外資であっ

た。中国の統計 3 によると、中国の輸出総額に占

める外資系企業の輸出額の比率は、1987 年 3.1 ％、
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図表 4 対中国直接投資の最近の動向

出所：『中国投資指南』に基づき作成

3 中国商務部「中国投資指南」、http://www.fdi.gov.cn/ pub/FDI_EN/Statistics/FDIStatistics/default.htm に掲載された貿易統計を参
照（2009年 5月 10日アクセス）。
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1997 年 41.0 ％、そして 2007 年には 57.1 ％にま

で増加している。外資の利用と外資系企業が生み

出す付加価値の高い製品の輸出に支えられて、現

在の中国の経済発展があることはここでもう一度

確認しておく必要がある。

中国政府は、軽工業の分野では、2009 年 2 月

下旬から、加工貿易に対するこれまでの規制の緩

和や輸出増値税の還付率の引き上げなど柔軟な対

応を行っている。労働集約型の委託加工貿易制限

の緩和措置により、華南地区、特に広東省の貿易

は今後復活する可能性がある。2009 年 3 月の中

国の輸出額は、2009 年 1 月の水準にまで戻り、

対前年同月比でも多少リバウンドしている。2009

年第 2四半期の動向に注目したい。

3．経済減速下での企業の対応
（1）基本運営方針の重視

人員整理、工場閉鎖、企業破産などが続出する

ビジネス環境のもとで、中国の日系企業はどのよ

うに活動を進めるのか。まず、重要なことは、会

社の各部門が経営幹部のリーダーシップのもと

に、共通の理念と目標に向かってスピード重視の

業務を行うことだ。各自が闇雲に受注獲得に走る

と悪い仕事をつかみ、不良在庫の山を築くことに

なり、これが命取りになる。中国市場は世界的な

不況下でも相対的に底堅い成長力と潜在的な可能

性を秘めている。従って、決して焦らず、「基本

と正道」に則り、とにかく動き続けることが大切

だと考える。

筆者は、現在の世界同時不況下の中国でビジネ

スを行う外資系企業にとっても、「基本にもどる」

ことは不況対応の原点だと思う。経営における基

本の重要性については、随分昔の書籍の例を引い

て恐縮だが、例えば 1980 年代にベストセラーと

なった著作、『エクセレント・カンパニー』が具

体的な企業のケースをもとに、優良企業に必要な

条件について考察していて、今でも参考になる 4。

筆者は、ここで掲げられている 8つの項目、すな
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図表 5 中国からの輸出の最近の動向

出所：China's Customs Statistics, March  2009 などに基づき作成

4 Thomas J. Peters and Robert H. Waterman, In Search of Excellence, Harper & Row, Publishers, 1982を参照。８つの基本項目の和訳に
ついては、T・J・ピータース、R・H・ウォーターマン著、大前研一訳『エクセレント・カンパニー』講談社、1983年を参照した。

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　2009.6
5050

わち「曖昧さと矛盾を扱う」「行動の重視」「顧客

に密着する」「自主性と企業家精神」「“ひと”を

通じての生産性向上」「価値観に基づく実践」「基

軸から離れない」「単純な組織、小さな本社」そ

して「厳しさと緩やかさの両面を同時に持つ」は

大切な「基本」だと思う。

企業経営や事業運営の「基本」は、それぞれの

企業がこれまでの歴史のなかで築き上げてきたも

ので、それぞれの企業が理念として社員と共有し

ているものである。不況期を乗り切るためには企

業内の各部門とそこで業務を行う人たちの一体感

が重要であり、この意味でも「基本にもどる」と

いう姿勢を大切にしたい。

（2）事業戦略の調整

中国で事業を行う現地法人は、様々な局面で基

本的な事業戦略の調整を行う必要がある。特に、

経済減速下での経営戦略の調整と調整目標の会社

全体での共有は不況下での事業推進には欠かせな

い。受注・売上目標数字の下方修正とそれに基づ

く人事・労務政策の変更などは、経営陣にとって

大変辛い仕事だが、全社員に調整目標を理解して

もらい、会社として一体感の上に立った迅速な対

応を進める必要がある。悪い時期を乗り切り、企

業体質の強化により明日への布石を打つこと ―

不況時のリーダーシップ・マネジメントには平常

時にはない難しさがある。

また、中国における現地法人の経営においては、

経済の好不況という基本的な要因だけでなく、中

国政府が持続的に推進している社会主義市場経済

への漸進的移行が生み出す新しい制度にも細かな

対応を行うことが大切である。産業政策、投資と

貿易に関する政策、税務政策など政府が進める制

度改革は、新しい法律、条例、規則などの形で頻

繁に具現化され、企業は自社の事業戦略の調整を

余儀なくされる。

例えば、外資優遇政策の見直しに基づき、いっ

たん規制が強化された労働集約型の委託加工貿易

についても、前述のように、制限緩和措置が講じ

られると、その時点で、また業務の進め方の見直

しや事業戦略の調整を行う場面が出てくる。

景気低迷の状況においては、税務の面でも様々

な問題が出てくる。最近、中国でも移転価格税制

を含む特別納税調整実施弁法（試行）が公布 5 さ

れるなど、きな臭い動きもあり、会社の基本的な

業務にも改めて目を向け直さなければならない。

不況期の税務対応には特に注意が必要である。

4．中国市場における販売への重心の移動
（1）中国の財政政策（内需喚起策）への対応

第 11 期全国人民代表大会（全人代）第 2 回会

議が 2009 年 3 月初旬、北京で開催され、温家宝

国務院総理が政府活動報告を行った。温家宝総理

は、今年度の政府活動について国際金融危機に対

処するため「経済の安定したより速い発展を促す

包括的計画を全面的に実施する」ことを強調し、

具体的には、「政府支出を大幅に増加させる。こ

れは内需を拡大するための最も能動的で、最も直

接的かつ最も効果的な措置である」と述べた。

財政支出の拡大の概要については前述したが、

内需喚起策が今年度の最重要課題の 1つであるこ

とを考え、そして、この政策が来年度も継続して

実施されることを考えると、中国に進出している

日本企業も中国市場での販売に経営の重心を移す

ことを、戦略的な課題の 1つとして、真剣に検討

する必要がある。日本の企業が、先に述べた 10

項目からなる財政政策にどこまで呼応した企業行

動が取れるかは、それぞれの企業の力と中国政府

5 この実施弁法は、2008年 1月 8日にさかのぼって実施される。経済が減速してくると、国の立場から見ると、税収の問題が重要
になる。移転価格税制対応においては、多くの業務が発生するので、会社としては、情報システム強化を含め多くの労力を割く
必要がある。
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や中国企業などとの「関係（Guanxi）」構築にか

かっているが、少なくとも企業活動における中国

市場開拓の戦略的な位置づけを上げる必要があろ

う。

ただし、外資系企業が、中国の内需喚起策に呼

応した動きを本格的に可能にするためには、中国

が WTO（世界貿易機関）の政府調達協定

（Agreement on Government Procurement、以下、

GPA と記す）に早い時期に加入する必要がある。

中国の GPA 加入が外資系企業の政府調達市場へ

の参入の可能性を高めるからである 6。

（2）中国地域本社機能の強化と市場戦略の

立案・実行

中国市場の開拓はこの国の市場のニーズに事業

を合わせる企業の努力から始まる。中国市場志向

を生み出す鍵は中国現地に根ざした事業戦略の立

案である。中国の現地法人での事業戦略の組み立

てを強化し、日本の本社が中国大陸発の事業計画

を経営戦略に組み込むような運営ができれば、中

国市場志向の経営になる。このために中国地域本

社の活動を強化することは大切な課題である。

近年、中国地域本社の設立ラッシュが続いてい

る。IBM のアジア戦略本部の中国移転は早かっ

た。IBM がアジア太平洋本社を東京から上海に

移したのは 2003 年のことであった。激戦の続く

中国の携帯電話市場で 4割近い驚異的な市場シェ

アを誇るノキアのグレーターチャイナ地域の本社

ビルは、2007 年末、北京の地に建設され、新し

い本社をベースに大中華圏事業の戦略的旗振りが

始まっている。

2008 年の夏、上海市は国際的な企業の地域本

部（地域本社）の設立条件を緩和し、地域本社の

本格的誘致を進めている。2008 年秋以降の世界

的な金融危機の影響もあり、中国国内の生産活動、

研究開発活動、販売活動、そして統括機能を再編

し、強化する動きが加速されている。足元では、

上海市に中国地域本社を設立する企業が増えてい

るようだ。

日本の企業では、中国が地理的に近いこともあ

り、ビジネス情報の収集や事業計画の策定などの

活動で日本人頼みの状況がまだ続いている。その

ため、日本から多くの出張者が中国を訪問してい

る。しかしながら、日本人主体の活動には限界が

ある。日本企業も、中国市場のニーズに適合した

事業の組み立てのために、中国地域本社も含めた

現地組織の強化と現地人材の育成を図るべきであ

る。

なお、前述の中国の内需喚起策との関連で言え

ば、確かに中国のWTOの GPA への早期加入が、

最も重要であることは間違いない。しかしながら、

外資系企業の中国地域本社が日頃から中国政府及

び政府関連機関などとの「関係」構築を行ってお

くことが、内需喚起策が実行に移される過程で外

資のインフラ関連プロジェクトへの参加と政府調

達市場参入のポテンシャルを高めることにつなが

ると思われる。この意味で、中国地域本社の戦略

的な旗振りと「関係」開発は重要である。

（3）販売人材不足状況での中国市場開拓

中国における外資系企業の事業活動の範囲が、

これまでの「生産 →輸出」（中心）型から「生産

→輸出・国内販売」型へと広がるなかで、中国国

内市場での販売を支える人材不足の問題が浮き彫

りにされてからもう長い年月が経った。

近年、中国では、特に経営大学院（ビジネスス

クール）の数が増え、教育の質も向上していると

思う。しかしながら、中国でビジネスを行う世界

6 GPAは 1996年に発効した複数国間貿易協定である。中国政府はGPAへの加入の申請を2007年末に行った。現在は加入の交渉
中である。
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的な国際企業の現場を預かる責任者の目から見る

と、会社が求める人材と中国の大学が供給できる

人材の質がミスマッチの状況にあるのが最大の問

題である。よい成績でMBAの学位を取得しても、

中国にいたのでは、国際的な感覚が身に付かない

ので、外資系企業で即戦力になれる人は限られる。

また、例え外資系企業がよい人材を確保したとし

ても、離職率の高さや給与の上昇など頭の痛い問

題が山積している 7。

中国の欧米系企業、特に米系企業は経営幹部人

材や販売・サービス関連の人材については、香港

人、台湾人、シンガポール人、そして中国に職を

求めて集まる欧米系の人たちにターゲットを絞

り、人材の確保をしている。

日系企業は、こういった取り組みにおいてはま

だ初期的な段階にあり、多くの日本人駐在員を派

遣したり、または、日本の本社が採用する留学組

人材を中国法人に駐在させたりしながら対応して

いる。

筆者は、中国大陸で市場の開拓を行おうとする

日本企業は、国際貿易都市・香港でよく鍛えられ、

英語で会話のできる香港人を中国市場での販売活

動に活用するのが最も現実的なアプローチだと考

えている 8。香港では、筆者たちの先輩世代がよ

い仕事をしたことが日本企業の評判を良好なもの

にしている。

（4）販売業務の仕組みづくりの重要性

ここでは、筆者が企業勤務時代に主として携

わっていた電子部品などの生産財を例にとり、業

務の仕組みづくりの重要性について簡単に言及す

る。現在の景気後退状況の下で、中国ビジネス活

動の重心を国内市場での販売に移す際の重要なポ

イントに触れてみたい。

販売活動を推進する能力

最初に、販売に必要な能力はどのようなものか

について述べる。販売には「攻め」と「守り」の

両面がある。生産財の場合、顧客は部品や材料、

設備などを購入し、使用する企業である。「攻め」

の活動領域は、顧客の開発設計部門などへの技術

的な販売の活動に始まり、調達部門から注文を獲

得するまでの一連の活動をカバーするものであ

る。また、「守り」の活動領域は、顧客からの受注

をもとに、製品の納入を行い、販売代金を回収す

るまでの業務オペレーションを含むものである。

企業の販売組織で販売活動を推進する人たちに

はどのような基本的能力が求められるのかについ

て、例示したものが図表 6であるが、本稿では例

を示すにとどめ、それぞれの項目の説明は割愛さ

せていただきたい。

販売業務の組み立て

中国ビジネスの歴史を振り返れば、世界の有数

企業が香港を基地として中国事業を始めた経緯が

ある。香港で腕を磨き、中国ビジネスの感触をつ

かみながら事業を組み立てて行ったのだ。

筆者も香港本社をビジネスの基地として中国の

販売事業を組み立てた経験がある。香港でよく鍛

えられた自社の営業スタッフと中国事業に通じた

香港の販売店の人たちを軸に中国大陸での販売ビ

ジネスの増大を目指した。香港の優れた人材の地

7 例えば、中国美国商会（American Chamber of Commerce in thePeople,s Republic of China、中国米国商会）が毎年刊行している『中
国ビジネス白書（White Paper）』では、人材対応が中国の米系企業の深刻な問題として指摘され続けている。しかしながら、大
きな改善の見られない状況が続いているのが実態である。

8 欧米系の企業でも、香港の企業と提携したり、香港の人材を中国大陸での経営幹部に登用したりして大きな成果を挙げている
企業が多い。欧米企業は、安心して一緒に販売業務を進めることができるという観点から、香港の企業や人材を高く評価してい
ると思われる。
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道な活動に基づき、華南ビジネスから販売事業の

立ち上げを行い、同様の手法を上海地区や北京地

区などにおける販売ビジネスにも適用した。誤解

を恐れず言えば、香港拠点で組み立てた販売の手

法や販売業務の仕組みなどをほとんどそのまま中

国本土に移植したのである。地道な努力が実を結

び、図表 6で示したような販売並びにマーケティ

ング業務の基本やノウハウなどが中国側の組織に

伝わっていった。

近年、中国大陸の諸都市に現地法人を設立し、

中国で生産した製品を輸出したり、国内市場で販

売したりする企業が多い。こういう企業が事業活

動の重心を中国市場での販売に移す際の業務の仕

組みづくりを、販売・サービス人材がまだ十分に

育っていない中国大陸で行うことは大変難しい仕

事である。繰り返しになるが、販売業務の組み立

てにおいても、国際経験が豊富で、英語で仕事の

できる香港人スタッフの活用をお勧めしたい。

（5）「守り」（業務オペレーション）の重視

「泣きっ面に蜂」の回避

企業業績が悪化すると、経営幹部が組織のス

タッフにプレッシャーをかける。「受注・売り上

げが足りない」、「赤字を縮小するために経費を大

幅に削減する」などと言っていると、追い詰めら

れた販売部門のスタッフは、質の悪い注文を請け

たり、財務・会計部門のスタッフは、決算数値を

いじったりすることになるので注意が必要だ。質

の悪い受注は不良在庫になりやすく、代金の回収

でも泣きを見ることになる。業績が悪くても、

「基本と正道」を守り、あせることなく、最善を

尽くし、明日への布石を打つ。景気低迷の時期に

は、予期せぬ出来事が起きやすいので、注意が必

要である 9。

在庫の削減が最大の課題

在庫対策は、どこの国でビジネスをしていても、

最も厄介な問題である。筆者は、米国の現地法人

で勤務していた時にも、一番頭を悩まし、心を砕

いた問題は在庫対策であった。米国での顧客取引

の規模が巨額であっただけに、在庫管理の水準を

上げることや不良在庫の処理などに多くの時間と

労力をかけたことを覚えている。

この意味で、筆者は、今でも海外の現地法人の

経営を任されるものが一番重視しなければならな

いのは在庫対応の問題だと考えている。

中国では、ビジネス環境の透明度が、日本や米

国などの先進国に比べて相当低く、また顧客の経

営管理能力のレベルも高くないので、脇を甘くし

ていると、あっという間に不良在庫の金額が増え、

不幸な事態を招くことになる。

図表 6 販売に必要な能力（例示）
―生産財販売のケース―

1. 顧客開拓（「攻め」）の能力 

　（１）ビジネス案件の掘り起こし 

　（２）技術的な販売 

　（３）販売チャネルの構築    

2.業務オペレーション（「守り」）の能力  

　（１）受注・発注管理  

　（２）在庫管理  

　（３）入金管理 

　（４）情報システム      

出所 ：筆者作成

9 例えば、労働紛争の発生や不祥事の発生時の初期対応には十分注意が必要である。また、現在、WHO（世界保健機関）による
パンデミック警戒レベル「フェーズ5」（人から人への感染が著しく増加する状態）が出ている新型インフルエンザ（H1N1）に
ついてはリスクマネジメント計画を緊急に策定することが必要である。
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在庫対策の基本は計数管理

在庫といっても、様々な種類の在庫がある。工

場在庫（部品・材料在庫、仕掛品在庫、そして完

成品在庫など）、遠隔地在庫 10、流通在庫などが

あり、どこにどのような在庫がどれくらいあるか

を常に把握しておく必要がある。

在庫対策で重要なことは、①問題となる在庫の

定義を決めること（例えば、過剰在庫や停滞在庫

など）、②問題点を絞り込むプロセスでは、例え

ば、「過剰・停滞在庫ワースト 20」について具体

的な品名ごとにリストを作成すること、③在庫対

策会議を開催し、販売スタッフや財務・会計ス

タッフなども入れて、具体的な対策を決め、実行

に移すことなどである。このような対策を実現す

るためには情報システムの活用が不可欠である。

5．おわりに

中国経済はかつて経験したことのない減速期に

ある。しかしながら、政府の内需喚起のための積

極的な財政支出の効果が次第に具体的な形で現れ

つつあり、本稿を書いている時点で既に公表され

た 2009 年 4 月の製造業 PMI（購買担当者指数）

は 53.5 と、3月の 52.4 から 1.1 ポイント上昇した。

これで景気判断の分岐点となる 50 を 2 カ月連続

で上回ったことになる。なお、中国の製造業

PMI は 2008 年 11 月に過去最低の 38.5 を記録し

ている。

中国経済は、経済減速下にありながらも底堅い

成長力を秘めていると同時に、本稿でも考察した

ように、① GDP の構成比でみると、第三次産業

の占めるウエートが増え、また、②企業活動の面

では、輸出による付加価値の形成から国内市場に

おける販売活動による付加価値の創出へと事業活

動の重心が移っている。このように、中国の経済

構造は着実に高度化していると言える。

中国で事業を行う日本企業の現地法人も、景気

低迷下で確実に進む上記のような経済構造の変化

を認識し、企業活動の重心をこれまでの「生産

→輸出」（中心）型から「生産→輸出・国内販売」

型へと移す必要がある。このためには、本稿で考

察したように、中国の地域本社機能を強化し、中

華圏人材を含めた優れた現地人材の確保・育成を

図ると同時に、販売業務の仕組みづくりと仕組み

の定着化に注力する必要がある。

10 電子部品などの生産財の取引では、顧客の需要予想に基づき、顧客工場所在地の近くの倉庫に製品を発送し、ベンダーの在庫
として保有することが多く、遠隔地在庫などと呼ばれる。顧客からの実際の発注に基づき出荷し、倉庫から出荷した時点で製
品の所有権がベンダーから顧客に移転する。この時点で、ベンダーは請求書を発行する。
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