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―台頭するインドを視野に入れて―

浦上 清（うらかみきよし）
浦上アジア経営研究所代表

1970 年一橋大学法学部卒業。同年、日立製作所入社。日立アメリカ社副社長、
日立アジア（香港）社社長などを経て、2004 年 4 月から現職。静岡県立大学
大学院経営情報学研究科非常勤講師、NPO 法人アジア IT ビジネス研究会最高
顧問。

Point
1 最近の中国事業環境は、人材の領域、中国市場開拓の領域、そして外資優遇政策調整の領域などを

含め、全体として、外資系企業の経営者に難しい課題への対応を迫っており、企業経営の難易度は

増している。
2 アジア各国に目を向ければ、近年、インドの台頭には著しいものがあり、日本の対インド直接投資

は着実にかつ大幅に増加している。ASEAN地域では、例えばベトナム向けの投資は増加の一途を

たどっている。
3 日本企業は、中国事業の推進に当たり、東アジア地域やアジア地域全体の動きを視野に入れた活

動を行う必要がある。中国事業でも、アジア地域の企業との連携を強化することで、共存共栄の

道を探る姿勢が大切な時代を迎えている。

1．はじめに

中国がWTO（世界貿易機関、以下WTO と記

す）に加盟して 9 年目に入っている。これまで

中国は、飛躍的な経済拡大を実現すると同時に、

市場開放と社会主義市場経済に適合した諸制度

の構築を図ってきた。

中国経済の発展は、「光」だけでなく、「影」

の部分も生み出している。そして、現在、中国

政府は、改革開放路線のもとで経済拡大と国の

富を追求するだけでなく、政治的・経済的・社

会的な諸矛盾の解決に取り組んでいる。

中国政府は、中国経済成長の実質的推進力の

一つが外資系企業だという現実を踏まえながら

も、外資優遇政策の見直しと調整を具現化した。

中国で事業を進める外資系企業は「外資」に求

められているものは何かを再認識し、事業の運

営を行うことが大切だ。

最近の中国事業環境は、①人事管理・労務管

理、②中国市場の「ボリューム・ゾーン」攻略

と政府調達、そして③外資優遇政策調整の影響

などの諸分野において大きな潮流変化を生み出

しており、全体として、中国事業環境は外資系

企業のこれからの企業経営に対して難しい経営

課題を突きつけている。

このようななかで、アジア全体に目を向けれ

ば、日本企業は、中国以外の企業進出先を模索
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し、例えば特に経済成長の著しいインドやベト

ナムなどアジア新興諸国向けの直接投資を増や

していることもまた事実である。

本稿では、以上のような問題意識のもとで、

中国事業環境の最近の変化と、台頭するインド

を視野に入れて、中国における日本企業の経営

課題について論じてみたい。

2．日本の対アジア直接投資の動向

（1）中国とインドが演じるアジアの世紀

世界の経済は全体として依然景気低迷状況に

ある。このようななかで、昨 2009 年の実質 GDP

（国内総生産）成長率が対前年比で 6 ～ 8 ％増の

国がアジアで二つある。中国とインドである。

中国の 2009 年の GDP 実質成長率は対前年比

8.7 ％増で確定しており、2010 年 3 月に開催され

た全国人民代表大会における温家宝国務院総理

の政府活動報告でも言及された。インドの GDP

実質成長率の数値については、筆者は 6 ％前後

と推測している。

中国とインド ― この両国の内需は、世界の経

済が後退局面にあっても、経済の拡大と個人所

得の増大を基底に比較的堅調な伸びを示してい

る。中国とインドがアジアの世紀をリードする

時代を迎え、日本企業にとってアジアにおける

企業成長の実現は大切な課題だ。

（2）日本の対アジア直接投資の動向

日本の対アジア直接投資動向について、中国、

ASEAN 主要国、そしてインドを取りあげ、日本

の財務省の統計 1 に基づき、最近の投資の特徴を

考察する（図表 1参照）。

ここでは、マクロ的な観点から次の三点に触

れておく。

第一に、日本の対中国直接投資は高水準でほ

ぼ横ばい状態にある。ただし、中国商務部の統

計 2（金融業向け直接投資を含まない）によれば、

日本からの対中国直接投資の実行額は、2005 年

の約 65 億米ドルがピークで、2008 年は約 37 億

米ドル、2009 年は約 41 億米ドルと低迷している。

中国商務部統計の数字を念頭におき、日本企業

の対中国直接投資について考えると、製造業向

け投資が減少し、サービス業向けや金融業向け

の投資が増加していることが分かる。

第二に、対 ASEAN 直接投資について、対主要

国の直接投資額をみると、日本企業のアジア事

1   財務省『国際収支状況（報道発表資料）』、http://www.mof.go.jp/1c004.htm#bm3（2010年 4月 3日アクセス）。
2   中国商務部『中国投指南』による。http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/ Statistics/FDIStatistics/default.htm（2010年 4月 3日アクセス）。

単位：億円 

2006年 2007年 2008年 

対中国 7,172 7,305 6,700

対ASEAN主要国 

　　　シンガポール 444 2,626 1,122

　　　タイ 2,307 3,063 2,093

　　　インドネシア 864 1,207 739

　　　マレーシア 3,455 379 618

　　　フィリピン 427 1,244 737

　　　ベトナム 543 562 1,130

対インド 597 1,782 5,429

図表１　日本の対アジア直接投資の推移

出所：財務省『国際収支統計』より作成
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業における ASEAN の存在感が依然として大きい

ことが分かる。また、日本企業のアジア製造業

向け投資は、「中国離れ」現象と、特にベトナム

などの ASEAN 新興諸国向け投資、そして後述す

る対インド投資の増加現象を引き起こしている

と言ってよい。

第三に、日本の対インド直接投資は着実に増

加している。インド向けの投資というと、情報

システム関連の事業のことが念頭に浮かぶかも

しれないが、この分野ではソフトウエアのオフ

ショアリング（外注）が中心になっている。こ

れまでの対インド直接投資のほとんどは製造業

向け投資により占められている。日本企業のイ

ンド進出は、他の諸外国の進出と同様、新規に

現地法人を設立し、工場建設から始めるケース

とインド企業の買収や資本参加などM&Aの手法

に基づき投資を行うケースの両方がある。特に、

インドでは日本企業もM&Aの手法による企業進

出ができることはインド向け投資の大きな特徴

になっている。この点については後述する。

3．中国事業環境の最近の変化
（1）中国における日系企業の経営上の問題点

2009 年 9 月から 10 月にかけて実施された日本

貿易振興機構（以下、ジェトロと記す）の『在

アジア・オセアニア日系企業活動実態調査』3 は、

アジア・オセアニア地域で事業活動を行う日系

企業の事業活動の実態と具体的な経営上の問題

点などに関するアンケート調査（2,990 社から回

答があり有効回答率は 42.6 ％）に基づき、その

結果をまとめたものである。

ここでは、中国における日系企業の経営上の問

題を取りあげ、考察する。中国に進出し、事業を

行う企業、579 社から回答があり、有効回答率は

42.4 ％であった。経営上の問題点については、雇

用・労働面、生産面、販売・営業面、貿易制度面、

そして財務・金融・為替面の五つの業務領域につ

いて、それぞれの企業にとって、大きな問題点に

ついて複数回答方式で答えてもらっている。その

結果、経営上の問題点について、全分野の上位

10 項目をまとめたものが図表 2である。

3   日本貿易振興機構海外調査部中国北アジア課編『在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査─中国・香港・台湾・韓国編─
（2009年度調査）』日本貿易振興機構、2010年 3月を参照。http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/07000187（2010年 4月 3
日アクセス）。

分野 項目 

（全分野の上位10項目、複数回答） 

回答率（％） 

1位 雇用・労働面 従業員の賃金上昇 62.7 

2位 貿易制度面 通関等諸手続きが煩雑 58.6 

3位 生産面 品質管理の難しさ 55.5 

4位 販売・営業面 競合相手の台頭（コスト面で競合） 52.9 

5位 生産面 原材料・部品の現地調達の難しさ 45.9 

6位 貿易制度面 通関に時間を要する 44.0 

7位 販売・営業面 主要取引先からの値下げ要請 43.6 

8位 生産面 限界に近づきつつあるコスト削減 40.7 

9位 貿易制度面 通達・規則内容の周知徹底が不十分 39.7 

10位 財務・金融・為替面 税務（法人税、移転価格課税など）の負担 38.8 

図表 2 中国における日系企業の経営上の問題点

出所：ジェトロ『在アジア・オセアニア日系企業実態調査報告書』に基づき作成



ここで特筆すべきことは、多分、雇用・労働

面で「従業員の賃金上昇」が中国で事業を行う

日系企業の最大の問題点だということである。

これまでのジェトロの調査では、例えば、2008

年度の調査では、「調達コストの上昇」が回答率

60.0 ％で最大の問題点であった。なお、「通関等

諸手続きが煩雑」が回答率 59.9 ％で最大の問題

点と並ぶ回答状況であった 4。

「従業員の賃金の上昇」が中国における日系企

業の経営上の問題点ナンバーワン － 2009 年秋時

点での実態調査の結論であり、十分その重さを

受け止めなければならないと思う。また、二番

目に掲げられた「通関等諸手続きが煩雑」は毎

年、経営上の問題点の上位に掲げられている。

中国現地で苦労している人たちの思いがこの言

葉に凝縮されている。

ちなみに、中国の米系企業の事業課題につい

て、中国美国商会（The American Chamber of

Commerce in the People
,
s Republic of China）が

実施した 2009 年実態調査 5 の結果を図表 3 に示

しておく。今回の調査対象企業は 400 社を超え

た。図表 3 は、311 社からの回答結果に基づき、

米系企業のトップ経営課題をリストアップした

ものである。

（2）中国事業環境の問題領域

①人事管理・労務管理

「用工荒」：雇用情勢の不安定さ

2010 年の春節はとっくに終わり、第 2 四半期

を迎えたが、中国ではまだ「用工荒」という言

葉が使われている。「用工荒」は「雇用情勢が不

安定」という意味である。春節後の労働力市場、

特に沿岸部の労働力市場でブルーカラーの確保

が難しくなっていることが「用工荒」という言

葉の背景にある。内陸部での就職が可能になっ

ていることも、農村の人たちの沿海部への出稼

ぎ労働を減少させ、ひいては沿岸都市部での

ワーカー不足につながっていると思われる。

受注の増加に伴い、求人を増やしている沿岸

部の都市の各企業は第 2 四半期の増産体制に向

けた人材の確保に苦労することになる。

最低賃金基準の上昇

今、中国の省や市などで次々に 2010 年 4 月以

降の新しい最低賃金が決定され、発表されている。

上海市政府は 2010 年 3 月中旬、翌 4 月 1 日以

降の最低賃金基準をこれまでの水準に比べて

15 ％引き上げると発表した。また、広東省政府

は同月、上海市政府の発表のあと、2010 年 5 月

1 日以降の最低賃金基準をこれまでの水準に比べ

て平均で 21.1 ％引き上げると発表した。ちなみ

に、広州市の最低賃金は現在の月額 860 元から 5

月以降は 1,030 元になる。上げ幅は 19.8 ％である。

経営センサー　2010.5
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4   日本貿易振興機構海外調査部編『在アジア・日系企業の経営実態─中国・香港・台湾・韓国編─（2008年度調査）』日本貿易
振興機構、2009年 4月、http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000019/honbun.pdf（2010年 4月 3日アクセス）。

5   The American Chamber of Commerce in the People
,
s Republic of China, 2009 White Paper on the State of American Business in China, The

American Chamber of Commerce in the People
,
s Republic of China, 2009、http://www.amchamchina.org/article/4142（2010年 4月 3日

アクセス）。

項目 回答率（％） 

1位 管理職人材不足 

（複数回答） 

32 

2位 法解釈の不統一性 28 

2位 官僚主義 28 

4位 法規の不明瞭さ 25 

4位 透明性の欠如 25 

6位 許可取得の困難性 22 

7位 国家保護主義 20 

8位 知的財産権の侵害 18 

9位 腐敗行為 17 

10位 非管理職人材不足 16 

図表 3 中国の米系企業の経営課題

出所：中国美国商会『2009 年ビジネス白書』に基づき作成
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深 市政府は独自基準を持っている。この時

点では、まだ新しい最低賃金基準の発表はない

が、2010 年 7 月以降の最低賃金について月額

1,200 元以上という情報が飛び交っており、現在

の賃金水準に比べ、上昇率が 20 ％程度になりそ

うな状況である 6。

新世代勤務者について

前述の「用工荒」（雇用情勢の不安定さ）の背

景に内陸部での就業機会が増えていることがあ

ることについては既に言及したが、雇用情勢の

不安定さにはもう一つの要因が考えられる。

それは、勤務者層における世代交代というこ

とである。中国で「80 后」「90 后」という言葉

が使われている。例えば、「80 后」世代というと、

1980 年代以降に生まれた世代の人たちを指す言

葉のようである。1980 年生まれの人は、2010 年

現在で、誕生日を迎えた人は 30 歳である。「80

后・ 90 后」世代の人たちが農村地帯からの出稼

ぎ労働者の約 60 ％を占め、労働力人口にして約

1 億人に達するとも言われている（『中国青年報』

2010 年 2 月 26 日付記事）。

この世代の人たちは、「一人っ子政策」のもと

で親に甘やかされて育った人が多く、「小皇帝」

「小皇后」と揶揄（やゆ）されることもある。

「いやな仕事はしたくない」「我慢が効かない」、

そして「少しでも条件の良い仕事があればすぐ

に辞めてしまう」など、この世代の労働者に対

する企業側の意見には厳しいものがある。

しかしながら、これからこういう世代が中国

の就業人口全体に占める比率がますます高まる

こともまた事実である。

幸い「80 后・ 90 后」世代の人たちは、イン

ターネットなどの情報通信技術を自由に活用し、

新しい知識を吸収し、自己成長への強い意欲を

持つ世代でもあるので、企業は、この世代の勤

務者の職場での成長を願い、この世代の持つ良

い面を引き出しながら、業務における成長と自

己実現の支援をどのように行うかについて考え、

具体的な場面での対応を行う必要がある。

②「ボリューム・ゾーン」攻略と政府調達

日本の先端技術企業と「ボリューム・ゾーン」攻略

イノベーション

日本企業、特に先端時技術志向の強い企業に

とって、中国を含めたアジア市場での販売は苦手

領域に属する。先端技術分野の仕事を夢見て企業

に就職する人たち、特にエンジニア人材は、製品

の市場は大規模だが、技術水準からみるとローエ

ンド製品やミッドエンド製品が主軸の「ボリュー

ム・ゾーン」攻略の業務に携わることを必ずしも

良しとしないことは容易に想像できる。

一方で、世界経済に占めるアジア経済の比率

は年々上昇しており、これからの企業成長は、

例えば中国やインドなどの「ボリューム・ゾー

ン」の攻略を抜きにしては語れない時代に入っ

ている。

無限の可能性を秘めたアジア。大きな流れは、

欧米からアジアへ。そして、日本から中国・

ASEAN ・インドに向かって動いている。好むと

好まざるとにかかわらず、企業経営者はアジア

のことを考えざるを得ない。アジア事業を大切

にしない経営者のもとでは企業の成長が難しく

なってきている。

中国市場の基底に流れる基礎低音は「ローエ

ンド性」であり、「中間層」とか「80 后」世代と

か言ってみても、中国市場は「ローエンド性」

という DNA を受け継いでいる。日本の先端技術

企業がこういう市場で戦えるのかという問題意

識を持って取り組む必要があろう。また、ボ

6   深 市の場合は、最低賃金基準については、特区内と特区外に分けて考える必要がある。現在の最低賃金は、特区内で月額 1,000
元、特区外で月額 900元である。本文で新しい最低賃金基準額が「月額 1,200 元以上」というのは特区内の最低賃金基準の数字
を指している。



リューム・ゾーンでの販売は、ビジネス機会と

経営リスクが隣り合わせになっている。ボ

リューム・ゾーンは合法市場（legal markets）と

違法市場（illegal markets）で構成されており、

中国のボリューム・ゾーンでの販売は危険に満

ちている。なお、当然、企業は、合法市場の開

拓を考えることになり、この点は、ボトムライ

ンとして明確に頭に刻んでおく必要がある。

政府調達の問題

昨 2009 年、中国では内資企業が景気刺激策の

経済効果を享受したのに反して、外資系企業は

国内需要喚起策の大きな流れに乗り切れず、輸

出販売と国内市場販売の両面で業績悪化を招い

た。

中国は、WTO 加盟から既に 9 年目に入ってい

るのに、WTOの任意協定（複数国家間貿易協定）

の一つである政府調達協定（GPA）にまだ加入し

ていない。政府調達の分野で政府機関の購買がど

のようなプロセスで、どのように行われているか

についてまったく透明感がないことは、世界経済

に占める中国の位置づけが上がっているだけに重

大な問題だと思う。

筆者は、中国政府調達市場の段階的な開放は

世界経済の健全な発展と、中国自身の社会イン

フラ整備のために欠かせないと考える。

政府調達と自主創新を組み合わせた政府通達の問題

2009 年秋以降の中国政府の動きをみていると、

中国は、WTO の任意協定の一つである政府調達

協定未加入を梃子に、「自主創新」と「政府調達」

の二つを組み合わせ、外資対策を進めているよう

に思われ、このような動きは、これまで中国の経

済拡大に大きな貢献をしてきた外資系企業にとっ

て極めて遺憾な事態だと言わざるを得ない。

言葉を換えて、ポイントを指摘させていただ

くと、筆者は、中国がWTOの政府調達協定に未

加入の段階で、自主創新製品認定制度を施行す

るのは早計だと考える。ここで自主創新製品認

定制度というのは、2009 年 11 月に中国の科学技

術部のホームページに掲載された科学技術部、

国家発展改革委員会、そして財政部が共同で公

布した国科発計［2009］通達 618 号のことであ

る。中国政府は、中国の自主創新技術を使った

製品を優先購入するというものであり、製品分

野・製品群、詳細な行政手続きなどについて具

体的に記述している。米国通商代表部、中国美

国商会など多くの組織が 12 月 10 日付で陳情の

手紙を上記の三つの中国機関に提出している。

日本の組織の名前も入っている。

なお、これからの中国政府の調達に関する実

施条例についてはドラフトが 2010 年 1 月に国務

院から公開されており、広く各界からの意見を

求めている 7。

③外資優遇政策調整の影響

外資選別政策と対中国製造業向け投資の減少

改革開放路線に乗り、外資の利用を推進力とし

て、中国経済は拡大するとともに、計画経済から

市場経済へのきわめて漸進的な移行を続けてい

る。こうしたプロセスのなかで、中国政府の関係

者の外資に関する評価が変わることもまた自然の

流れであった。中国社会で外資が果たしてきた役

割の評価をめぐっては中国の政府内でも様々な意

見があったと思うが、外資の力を適切に評価し、

また中国経済や中国の様々な面での身の丈を適切

に把握するなかで外資政策の調整を図ることは難

しい仕事であったと思う。

中国がWTOに加盟した後も、ほぼ順調に経済

的な成長軌道に乗り続けたので、2006 年 11 月に

政府が公表した外資利用第 11 次五カ年計画は、

外資の選別の観点から、多くの調整内容が盛り
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7   「中国政府調達法実施条例草案」については、「人民網」に掲載されたドラフトを参照。
http://politics.people.com.cn/GB/1026/10744652.html（2010年 4月 3日アクセス）。
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込まれ、この基本計画をもとに、2007 年 12 月に、

『外商投資産業指導目録』が施行された 8。

ともあれ、中国政府は単なる外資優遇から外

資の選択的利用の新しい局面に入った。このこ

と自体は、政府の判断としては、マクロ的にみ

れば正しい判断であったと思う。しかしながら、

こうした外資優遇政策の調整は、例えば、日本

企業にとっては対中国直接投資面で次のような

変化を生み出すことになった。

すなわち、日本の対中国直接投資は、全体と

してはおおむね横ばいで推移しているものの、

製造業向け投資は減少し、低迷状況に陥った。

他方では、日本のアジア向け投資は、例えば対

インド製造業向け投資や対ベトナム製造業投資

などにみられるように、中国以外の国において

増加傾向を示すことになった。

最近の外資を取り巻く事業環境の悪化

Google が基本的に中国事業から撤退した。

Google の撤退をめぐっては、これまで様々な議

論が米国と中国であった。筆者の考え方を簡単

に言えば、Google はビジネス判断より、かなり

政治的な議論に走り過ぎたように思えるし、個

別の企業を相手に中国的な原則論を振り回した

中国政府にも問題があったと思う。

筆者は、今回の Google 問題は多くの外資企業

に大きな影響を与えたと感じている。また、

Google のケースは、世界の企業の多くに中国投

資・中国事業における「カントリーリスク」の

存在を思い起こさせたと思う。

4．インドの台頭

（1）インドへの道

今、日本企業の投資の極めて大きな流れをみ

ていると、前述のように、製造業がなぜかイン

ドに向かっているのが分かる。全体としてみれ

ば、インドの投資環境、特にインフラ整備や物

流などの分野では問題が多く、また中国と比べ

てインドは物理的にも遠くに位置しているのに、

どうして日本の多くの企業が「インドへの道」

をたどるのか。

中国における日本企業の活動をざっくりと総

括すれば、①日本の大企業の製造業向け投資が

一巡、②人件費の高騰および中国人人材の扱い

にくさ、③外資優遇政策の調整による中国投資

の魅力の減少などが現在の日本企業の中国投資

での足踏み状況の背景にある。そして、日本の

製造業向け投資は中国を跳び越してインドに向

かっている。

「インドへの道」をたどるのには幾つかの理由

がある。以下、アットランダムに幾つかの理由

を列挙する。①インドの製造コスト面での優位

性、②インド人勤務者の職務意識と日本的な経

営のやりやすさ、③インドでのM&A投資のやり

やすさ、④インド市場の成長のスピード、

⑤ ASEAN ・インド自由貿易協定（AIFTA）の発

効（2010 年 1 月 1 日）による約 17 億人市場圏の

誕生などである。

（2）管理者・勤務者の職務意識と企業経営

①マルチ・スズキ・インド社 9と日本的な労働観

インドといえばスズキ、スズキといえばイン

ドと言われるくらいスズキのインドでの自動車

事業は成功している。1982 年にマルチ・ウドヨ

グ社がインド政府 74 ％、スズキ 26 ％の出資比

率で合弁事業を開始した時点では、現在のイン

ドにおけるスズキの姿を誰が予想したであろう

か。スズキは、2007 年にインド政府の持株をす

べて購入し、民間会社化すると同時に、ムンバ

イ株式市場に上場した。社名はマルチ・スズ

8   『外商投資産業指導目録』（国家発展改革委員会・商務部、2007年 12月 1日施行）は「外商投資を奨励する産業目録」「外商投
資を制限する産業目録」、そして「外商投資家投資を禁止する産業目録」から構成されている。

9   マルチ・スズキ・インド社については、同社のウェブサイト、http://www.marutisuzuki.com/maruti-cars-home.aspx（2010年 4月 3
日アクセス）を参照。
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キ・インド社となった。スズキはインドのグ

ループ会社に日本的な労働観や職務意識を持ち

込み、インド政府はスズキがインドに日本の企

業経営文化を持ち込んでくれたことに対して敬

意を払っている。このことが、快挙とも言うべ

き企業業績の背景にある。

②インドの工業化と近代的労働力の形成

西洋の進入により、それまで東洋になかった

ものがもたらされた。新興アジア諸国における

政府の経済開発路線のもとで市場経済への漸進

的な移行が進み、このような経済的・社会的な

プロセスを通して、例えばビジネスの世界では

新しい経営理念や職務観などが芽生えていった。

ところで、「職務（Job）」という概念は、特に

米国経済の発展のなかで、企業組織の成長を労

働面から支えるキーワードとして、また労働者

の基本的な業務単位として定着し、発展を遂げ

てきたものである。そして、このような「職務」

概念をもとに、経済学、経営学などの分野でさ

まざまな研究がなされている。

本稿では、清川雪彦『アジアにおける近代的

工業労働力の形成』10 を取り上げる。清川は中

国とインドにおける極めて詳細かつ具体的な

フィールド調査に基づく実証研究を行っている。

ここでは、インド人労働者の「勤務意識（Job-

consciousness）」について、行論に必要な範囲で

言及したい。

清川は、中国とインド両国における①労働文

化、②工場制度と組織、そして③外資受け入れ

に伴う市場自由化や制度改革などを研究の分析

のフレームワークとして用い、中国とインドに

おける職務観・職務意識の形成と変化の過程を

具体的・実証的に考察し、論述している。

ヒンドゥーとムスリムの影響が強いインド的

事業環境においては、例えば日本企業がある種

の平等主義や集団主義を持ち込んだ場合、従業

員はこうした労働観の持ち込みを歓迎する面が

ある。清川は、「より文化的距離の遠いインドに

あっては、いわゆる“日本的経営”は、その価

値観や考え方を含め、より好意的に（とりわけ

労働者層によって）受け止められていることは

明瞭である」11 と論じている。

清川の著作の第 9 章でインドと中国の職務意

識の比較がなされている。両国における勤労者

の職務意識を比較したものが図表 4である。

10  清川雪彦『アジアにおける近代的工業労働力の形成─経済発展と文化ならびに職務意識─』岩波書店、2003年。
11  清川雪彦、同前書、347頁。

競争 
志向性 

平等 
志向性 （個人主義） 

集団主義 
志向性 

（参考） 
中国 

インド 

日本 

図表 4 労働文化の規定次元と中印両国の位置

出所：清川雪彦、前掲書、348 頁
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このまとめ表から考えると、中国における外資

系企業の経営においてはある程度個人主義志向性

を尊重した労務政策が大切になることや競争志向

性に配慮し、販売インセンティブや業務改善イン

センティブなどを社員に提示し、モティベーショ

ンの向上を図ることが重要な課題になる。

一方、インドでは、外資系企業は、組織的・

制度的な活動に重きを置き、例えば職場改善の

小集団活動やプロジェクトチームの編成による

生産活動、販売活動、そして開発設計活動など

を進めることで、社員のモラルが高まるだけで

なく、ヒンドゥーやムスリムのような強い宗教

の存在を超えた平等感覚が職場に醸成されるこ

とにもつながる。

③「インド的経営」の新潮流

アジアにおける企業経営の多様性

筆者が大学の学生であった頃、「日本的」とい

う形容詞のつく本が数多く出版されていた。「日

本的なもの」に関する議論は、日本人と外国人で

はかなり異なる立場から展開されていた。例えば、

「日本的経営」という言葉について日本人の立場

から考えてみると、「日本的経営」の背後には欧

米諸国に遅れて近代化の道を歩んだ日本の「後進

性」に対する認識が存在していたと思う。一方で、

欧米諸国の人からみると、「日本的経営」という

言葉の背後には、欧米にはない何ものかがあり、

「終身雇用」「年功賃金」など「日本的」特質を活

かす形で、日本が驚異的な経済成長を遂げたとい

う認識があったように思われる。

「華人経営」という言葉が使われている。漠と

した言葉のように思われるが、創業家族の経営

支配や事業活動における関係（guanxi）の重視、

そして一般的には『孫子の兵法』にみられる戦

いの仕方を経営戦略に活かすといった意味合い

がこの言葉の基底にあるように思う。

「インド的経営」の可能性

米国ペンシルベニア大学ウォートンスクール

の Peter Cappelli 教授らインド企業調査チーム

は、成長著しいインド産業を代表する主要企業

の経営実態調査を行い、その研究成果に基づく

出版をしている 12。

この研究は、インドのビジネスリーダーたち

が、どのような経営哲学をもとに経営革新を

行っているかについて詳細なインタビュー調査

を実施し、その結果などをもとに「インド的な

経営」の潮流についてまとめたものである。

ウォートンスクールのインド調査チームは、米

国企業のトップマネジメントの経営手法との比

較に基づく鋭い考察を随所で試み、米国企業と

の比較でインド企業の経営アプローチの基底に

流れる基礎低音の特徴をえぐり出そうとしてい

る。実態調査に基づく労作であり、読者諸氏に

お勧めの一冊である。この著作を読み、筆者が

感じたポイントを記す。

（i）躍進するインド企業のトップが、自らの頭

で考え、リーダーシップを発揮し、企業文化を

創り出している。

（ii）米国企業の経営者たちが株主価値重視の

経営にトップブライオリティを置くのに対して、

インド企業の経営者は、単なる株主価値を超え

た公的な使命感や国家次元での将来を考え、自

分たちの事業の根っこをインド社会そのものに

置こうとしている。

（iii）米国企業の経営リーダーたちとインド企

業の経営リーダーたちのこれまでの 3 年間にお

ける執務時間の配分の調査結果は興味深い 13。

米国の経営リーダーたちは、法令順守・コンプ

ライアンス問題、取締役会への報告、そして株

12  Peter Cappelli, Harbir Singh, Jitendra Singh, and Michael Useem, The India Way : How India
,
s Top Business Leaders Are Revolutionizing

Management (Boston : Harvard Business School Publishing, 2010).
13  Ibid., p.92.



主関係などに多くの時間を費やしている。これ

に対して、インド企業の経営リーダーたちは、

経営戦略立案や顧客関係に時間を使っている。

また、インド企業の経営リーダーたちが日常業

務に割く時間は相対的に少ない。

（3）M&A投資について

中国におけるM&A投資は、米国企業では企業

進出の手法の一つとしてよく使われている。日

本企業の場合には、現在の中国地場企業の情報

開示と透明性の水準を考えると、経営の意思決

定はかなりの難しさを伴うと思われる。中国企

業に染み付いたかのようにもみえる腐敗問題も

日本人経営者の頭を悩ませる。

中国事業投資環境に比べると、インドの場合

は相対的にやりやすいように思われ、統計的な

裏づけは持っていないが、インドへの企業進出

に際して、M&A 投資の手法を用いる日本企業は

少なくないと拝察している。

5．日本企業の中国事業の課題
（1）中国ビジネスの難易度の増加

中国が改革開放路線に乗り、外資の導入を始

めて既に 30 年以上が経つ。この間、中国は、計

画経済から市場経済への漸進的な移行といわゆ

る社会主義市場経済の秩序づくりの努力を継続

するなかで、驚異的な経済拡大を実現してきた。

前述した外資利用第 11 次五カ年計画に基づき

外資優遇政策の調整が図られ、外資の選別が始

まったのが 2007 年 12 月であった。また、この

時期は、就業人口に占める「80 后」世代の比率

が高まり始めた時期でもあった。

これまでの約 5 年間を振り返ると、日本の製

造業関連企業においては、「中国離れ」がほぼ定

着し、販売業、サービス業、そして金融業（銀

行・証券・保険）などの中国参入が増加しつつ

あると言ってよいと思う。

中国事業の難易度が増すなかで、日本企業は

中国における企業経営の更なる高度化を目指し、

限られた経営資源を有効に活用するため、これ

までの「孤軍奮闘型経営」を見直し、中国、そ

して広いアジアを視野に入れた経営戦略を打ち

たて、中国企業やアジア企業、そして中国人や

アジア人などとの協働に基づく事業構築に向け

た活動を推進する必要がある。

（2）人材対応の難しさと組織・制度的アプロー

チの重要性

人の問題は、中国で事業を行うどこの国の企

業においても等しく深刻な経営テーマである。

特に、管理者人材や販売人材、そしてエンジニ

ア人材などの領域では、企業が要求する人材の

質と応募者の質との間に乖離があり、この問題

については、各国企業がこれまで長い時間をか

けて努力を重ねてきているが、大きな改善の兆

しはみられない。人材問題への対応においては

次の二点がポイントになる。

広い視野から人材対応を行う

この数年、「職は中国にあり」という言葉の響

きがますます現実味を帯びてきた。中国はヒト、

モノ、カネなどあらゆるものを引き寄せる魔法

の磁石だ。世界中の企業がビジネスの機会を求

め、この国に集まる。飛躍的な経済成長を続け

る中国に職を求める人たちが集まるのは自然の

流れだ。アジアで言えば、香港人、台湾人、シ

ンガポール人などが主力人材である。もちろん、

欧米からの移住組もまた多い。

もちろん、自国で就業機会を見つけられれば

それに越したことはない。中国で仕事をするの

は、移住組にとっては、多分「第一志望」では

ない。筆者は、以前、「第二志望」の人生でも

「成長を続ける中国で職に就けることは幸せだ」

と言うイタリア人の女性やイギリス人の男性に

上海市で会ったことがある。

近年、中国の日系企業も、香港人やシンガ

ポール人を北京や上海で採用している。もちろ

ん正規就業者としての採用である。日系企業の
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オフィス現場はこれまで日本語中心であったが、

ここ 2 ～ 3 年、北京や上海の日系企業でも英語

で会話する機会が増えているようだ。ある種の

閉塞感が漂う日本を飛び出す若者も大勢（おお

ぜい）いる。こういう前向きの日本人も現地採

用の対象になる。

組織・制度的アプローチの重視

日本の会社の職場は暗黙の了解であふれてい

る。中国の職場では、日本人上司の業務指示が

中国人スタッフに伝わっていないことが多い。

このような場合、中国人スタッフは何をどのよ

うに処理すればよいか分からない。問題は明ら

かに日本人駐在員のほうにある。

中国の日系企業は、明文化された業務ルール、

即ち制度に基づき業務を進め、こうすることで人

的要因から起こる職場内の「意思疎通不十分」は

改善できる。筆者は、どのような企業理念でもよ

いから、従業員が将来像や企業価値を共に持ち、

制度に裏打ちされた業務の仕組みに基づいて仕事

をすることで会社は変わると考えている。

（3）中国市場の開拓

①販売アプローチの多様性と柔軟性

ボリューム・ゾーン攻略を難しく考えない

まず、自社のローカル・ケイパビリティ（現

地対応能力）を高めれば、攻めることができる

市場と、中国企業、香港企業や台湾企業などと

連携しながら攻略すべき市場とがある。した

がって、自社のアプローチについては柔軟な姿

勢をとりたい。

次に、言及すべきことは、中国で活躍する台

湾企業や韓国企業などの躍進ぶりに圧倒され、

気後れする必要はないということだ。問題を難

しく考え過ぎないようにしたい。

更に、完璧主義を捨て、自前主義も捨てる。

大企業のかたは「そんなレベルの低い仕事はう

ちの会社のやることではない」と言わないで、

攻めるべき価値があると判断したら、パート

ナー探しに努めることが必要だ。

中国の社会的課題の解決と販売

中国の社会的な課題解決という視点から発想

する。ここでは、省エネ時代を迎えている中国

での家庭用エアコンについて述べる。

2010 年 6 月から中国の家庭用エアコンについ

て省エネ新基準が実施される。最近では、中国

の都市部住民は、家庭用電化製品の購入時に省

エネ機能を重視する傾向にあると言われている。

インバータ制御エアコンやファジー制御エアコ

ンなど高い省エネ技術を持つ日本企業にとって

は、販売拡大の絶好のチャンス到来であろう。

世界に冠たる日本企業の省エネエアコン技術を

どう活かし、中国市場の開拓に結びつけるか。

既に、ダイキン工業（大阪市）と珠海格力電

器（広東省珠海市）は、完成品の生産委託、部

品・金型の共同生産などを含む協業を開始して

いる。

中国の社会的な課題の解決に関係する事業領

域としては、例えば、環境、エネルギー、都市

インフラ、農村インフラ、医療、教育など多く

の分野があり、事業機会は大きいと思う。問題

は次に述べる政府調達との関係である。

政府調達への対応

前述したように、中国がWTOの政府調達協定

に未加入であることから、政府関連の調達市場の

透明性はきわめて低く、どのようなプロセスで調

達が行われているのかさえ分からないことが多い。

米国は中国美国商会などの活動を通して北京政

府にプレッシャーをかけており、EU もまた同様

のロビー活動を行っている。日本政府も、中国ビ

ジネスに関しては「官民一体」となったアプロー

チについてもう少し真剣に検討していただきた

い。既存の中国日本商会などは、どちらかと言う

と、日本の中国進出企業の間での情報交換や親睦

を図ることに重点を置いているように思われる。

「官」の立場での取り組みと「官」の産業的な旗



振りは大切である。

（4）多極間の産業連携の重視

中国ビジネスだからと言って、中国大陸だけ

で業務を推進するのではなく、広くアジアを視

野に入れて、各国・各地域の企業とのビジネス

連携を重視することが必要な時代を迎えている。

特に、グレーター・チャイナ地域（中国、香港、

そして台湾）に蓄積された産業集積の特徴を活

かし、相互補完性を重視したアプローチをとれ

ば、日本企業も激戦区・中国での事業競争で勝

ち残れる可能性が出てくる。

ここで大切なことは、企業連携を進めるに当

たっての価値観の共有である。社会の公器とし

ての企業が果たす役割をお互いに認識し合えれ

ば、国境を越えた企業市民の連携の輪が広がり、

結果として、共存共栄の実現にもつながる。

6．おわりに：「アジアの世紀」を生き抜く

中国事業を中国本土における活動にとどめず、

アジア的視野から活動の展開を図る。さいわい、

アジアは広く、多様性に富む。企業もそこで働く

人も、この広いアジアで大いに腕を磨く－私たち

はこういう時期に入っていると筆者は考えている。

まずは東アジア、そしてインド。今世紀にお

いては、人口約 13 億人の巨龍・中国と人口約 11

億人の巨像・インドがアジアをリードする。

「第一志望」ではないと思いながら（言い換え

れば「第二志望」の人生と思いながら）アジア

の仕事をするのか － あるいは優先順位をまった

く変えてしまい、アジアが「第一志望」だと言

い切れるだけの企業戦略の組み立てができる

か？ 筆者は、発想の転換または「大きなスイッ

チの切り替え」がこれからの企業競争の成否を

決めると考えている。
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