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企業と社会
2008 年秋のリーマン・ショック以降、先進国や

新興国はそれまでとは異なる経済の回路に入った
ように思われる。金融界の混乱の影響で世界経済
の土台が揺らぎ、未曽有ともいわれる経済不況に
突入してから既に約 6 年半の歳月が流れた。

このような中で、政治的な空間は痛苦の劣化を
経験した。こうした混沌の時期においても、企業
は、社会的な変化に対応し、ソリューションを見
つけ出し、製品開発・事業開発を通して、新しい
事業を構築することができる。企業は、価値の創
出と事業の展開を図る中で社会の発展に貢献する
ことができる社会的な存在である。

市場の中で成長の実現を図ることを使命とする
企業は、「市場」「企業倫理」などの基本概念をも
とに、企業を取り巻く社会や市場のニーズに企業
が持つイノベーション能力や財務能力で応えるこ
とで自らも成長できる。企業は、これまでも、事
業活動の展開を続ける中で、さまざまなソリュー
ションの提示の上に製品やシステムなどを生み出
し、社会の発展に寄与しながら、自分たちの業容
を拡大してきた。企業が社会的課題解決への取り

組みを行い、企業が持つ財務力を活用し、社会的
プロジェクトを具現化することは企業活動の重要
な選択肢の一つである。

この意味では、企業は、社会を変える能力を
持った存在である。世界有数の国際企業は、政治
空間が多少劣化しても、グローバル化の大きな流
れの中でビジネスを展開し、企業空間もしくは企
業社会空間を拡大し続けることができる。

変化を捉える視点とアジア戦略転換の方向性
最初に、変化を捉える視点について述べる。企

業は、常に変化し続ける市場環境の中で、経営ア
プローチを見直し、発想の転換を図り、新しい経
営の手法を考え、できることから思い切って実行
に移さねば生きていけない運命にある。

近年、経済・社会環境が従来にも増して急激に
変わる時代に入っている。企業は、企業を取り巻
く環境の変化に対応することで、新しい価値の創
出を行う。企業は、経営資源の最適活用を図るこ
とで、企業価値の増大を図ると同時に、社会の持
続可能な発展に寄与することで、自己の存続可能
性の再生産を図る。急激な変化の時代においては、
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後述の「変化が常態である」という視点で事業構
想力を高める努力が大切である。

次に、企業戦略転換の必要性と方向性について
述べる。先端技術の開発と先端製品の量産で世界
に冠たる「モノづくり」大国の地位を築き上げた
日本企業がアジア市場のいわゆるボリュームゾー
ンで韓国企業、台湾企業、そして中国企業との間
で熾烈な競争を繰り広げ、家電製品、パソコン、
携帯電話などの領域で追い詰められてきた経緯は
ご承知の通りである。例えば、中国で日本企業の
ほとんどが携帯電話事業からの撤退を余儀なくさ
れたことにも見られるように、先端情報通信端末
ビジネスで敗退したことは日本の電子産業にとっ
て痛苦に満ちた経験であった。
「アジアの世紀」を日本の先端技術産業はどのよ

うに生き抜くのか？　図表 1 は、かつて筆者が、
日本のエレクトロニクス企業のアジア事業の方向
性について、「企業の付加価値」「企業と社会の関
わり」「アジア企業の特質」などの観点から考え、『経
営センサー』No.146、2012 年 10 月号掲載の拙稿「グ
ローバル化の中のアジアと企業―存在感を増すア
ジア市場で日本企業は何をすべきか？－」で提示
したものである。

図表 1　日本企業のアジア事業の方向性 
－電子産業のケース－
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出所：各種資料に基づき筆者作成

日本の先端技術産業の前にアジアのボリューム
ゾーンが立ちはだかり、先端技術製品の大規模生
産だけではアジア市場、とりわけ中国市場での戦

いは組み立てられないことが現実のものとなった
時の衝撃の大きさは計り知れないものがあった。
さらに、リーマン・ショックが世界を襲い、日本
の先端産業も深い暗闇に突き落とされた。

日本企業は苦悩の中でさまざまなことに挑戦し
た。単品ビジネスからの脱却はできるのか？　複
数の製品をシステムでつなぐことで価値の創出は
できるか？　アジアの社会インフラ市場への参入
はどうすれば実現可能か？　高機能材料事業や先
端部品事業のアジア展開の勝算はあるか？

現在では、少なからぬ日本企業が「従来の製品
を中心とした事業とは異なるサービス事業の創造
というアプローチ」の試みを始めている。課題解
決型アプローチで社会インフラ事業でのソリュー
ション・サービスの提供を行い、新しい価値を創
出する企業が増え始めた。また、先端材料・先端
部品で確固たる地位を築く企業も増えている。

アジア戦略の新機軸：	
課題解決型アプローチとサービス事業
「新しいグローバリゼーションの中核を占める

アジア」での事業活動により企業成長の重要な部
分が生み出されなければならない時代に入り、世
界の企業はアジア事業の抜本的な強化を目指し経
営資源を投入している。そして、世界の企業のア
ジア事業における戦略的なターゲットは、いうま
でもなく、アジア市場における販売・サービス事
業である。

以下、アジアでの企業の戦略転換、すなわち、
課題解決型アプローチによるソリューション・サー
ビス事業や社会イノベーション事業へのビジネス
モデルの転換について幾つかの重要なポイントに
言及したい。

第 1 は、戦略転換の具現化の基本的な視点につ
いてである。経営戦略面における重点項目を記せ
ば、こうした新しい事業の推進を図る上において
は、①従来の製品を中心とした事業とは異なる、
サービス提供というアプローチへのスイッチの切
り替え、②企業がこれまで蓄積してきた経営資源
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の新たな活用、そして、③アジアの経済成長を支
える産業集積とアジア現地企業の経営資源（技術・
人材・資本・情報）の活用などが事業の成否のカ
ギである。

第 2 は、アジアでの事業構造の転換を図るため
の組織的取り組みと業務の仕組みづくりの問題で
ある。日本企業はアジアでの戦いが苦手である。
日本の本社でアジア事業戦略を立て、思い描いた
シナリオ通りに事が運ばないと、日本人は自信を
喪失し、敗北感に苛

さいな

まれるが、実際の事業はシナ
リオ通りに行くことはめったにない。最も基本的
な経営構想や経営戦略は日本の本社が策定すると
しても、環境変化が著しいアジアにおいては、ソ
リューション・サービス事業や社会イノベーショ
ン事業推進のための現地コントロールタワーの存
在が不可欠であり、現場の判断に委ねるエンパ
ワーマネジメントが不可欠だろう。「自律分散型グ
ローバル経営」（日立製作所）はグローバル企業へ
の変革の第一歩だといえよう。

第 3 は、顧客環境の変化と顧客ニーズの変化へ
の対応の問題である。前述の「変化が常態である」
という捉え方はまさにアジア事業の展開のための
キーフレーズだといえよう。

急激な社会環境の変化に応じて社会インフラ事
業、例えばスマートシティ・プロジェクトに取り
組む場面などでは、「生活者視点でのニーズの多様
性と変化」に対応できるシステムや解決策を提供
することが必要となる。新しい社会インフラビジ
ネスの開発においては、「多様な生活感やニーズを
持つ人」をシステムに含めることが不可欠であり、
事業構想の基底に「変化が常態である」という視
点を持つ必要がある。

第 4 は、アジアにおけるソリューション・サー
ビスの提供のさまざまな場面においても、企業の
姿勢は、従来と同様、企業が置かれた環境に配慮
するということである。基本は同じだ。すなわち、
企業は、アジアの産業集積の積極的活用を図ると
同時に、企業を取り巻くステークホルダー（顧客、
株主、従業員、サプライチェーン、政府、地域社

会、学術団体、NGO・NPO など）との対話を通じ
て、社会的課題解決の解決を目指す。

アジアの中核市場・中国とサービス新時代への
対応：社会的課題解決への取り組み

中国ビジネスは本格的なサービス業の時代を迎
えている。さまざまな経済指標や統計数値、そし
て中国で事業を行う海外現地法人に関する実態調
査などにこうした新しい時代の到来を見ることが
できる。

例えば、中国商務部の外資利用統計をみると、
中国は製造拠点からサービス拠点への大転換を遂
げていることが分かる。対中国直接投資実行額（金
融業向け投資額を除く）全体に占めるサービス業
向 け 投 資 額 の 比 率 は 2014 年 に 55.4% と な り、
2010 年時点の構成比、46.1% から飛躍的に増加し
た。ちなみに、2014 年における対中国直接投資実
行額全体に占める製造業向け投資額の比率は
33.4% であった。

中国で事業を行う海外現地法人に関する実態報
告書にもこのような時代の流れが表されている。
例えば、上海美国商会（上海米国商会）の報告書、

『中国ビジネス報告書 2013–2014』では「サービ
ス業時代の到来（"Services have arrived"）」が大
きな潮流として、また、サービス事業の高度化が
企業の重点課題の一つとして取り上げられている。

このように考えると、日本企業には、従来以上
に中国市場に根を下ろした製品開発や事業開発を
推進すること、そして中国市場における販売・サー
ビスの抜本的な強化を図ることなどが求められて
いるといえる。キーフレーズは、「従来の製品を中
心とした事業とは異なるサービスの提供というア
プローチを中国の地で行う」である。新しいサー
ビス事業の組み立てに当たっては、顧客の課題解
決に向き合う姿勢が大切であり、中国のさまざま
な顧客とともに協創する顧客の価値づくりが重要
である。

中国にとってサービス産業の振興は、中長期的
に、最も重要な課題の一つである。中国の第 12

アジア戦略の転換を考える
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次五カ年計画では、「サービス業の大々的な発展の
推進」が産業構造最適化と経済発展方式転換の重
点戦略の一つとして位置づけられている（図表 2）。

図表 2　 中国サービス事業振興 
－第 12 次五カ年計画－

• 環境整備：サービス業の大々的な発展の推進

• 生産向けサービス業の加速発展
　– 秩序ある金融サービス業の発展、近代的物流業の大いな

る発展、ハイテクサービス業の育成、ビジネスサービス
業高度化の規範化

• 生活向けサービス業の大いなる発展
　 – 商業サービス業の最適な発展、旅行業の積極的な発展、

家事サービス業の発展を奨励、スポーツ事業とスポーツ
産業の全面的発展

• サービス業発展に有利な環境の整備
　 – サービス領域の改革推進の加速、サービス業政策の整備

出所：  「中華人民共和国 国民経済・社会発展第 12 次五カ年計画要綱（要
約）」に基づき筆者作成

近年、中国政府は、サービス業振興促進に向け
制度革新や規制緩和など改革を深化させる努力を
している。しかしながら、社会主義市場経済の下
での改革には限界があり、例えば、2013 年秋に始
動した中国（上海）自由貿易試験区の取り組みを
みても、とりわけ金融サービス領域などでの改革
の歩みは段階的となることも事実だ。このような
中にあっても、中長期的な視点を重視し、顧客の

課題を把握し、顧客とともに政府機関などに働き
かけながらサービス事業開発を行う前向きかつ辛
抱強い姿勢が重要になる。

中国国務院常務会議は 2014 年 10 月、投資の振
興策を決定した。この決定は、中国政府が社会イ
ンフラなど社会基盤整備に向けた政府プロジェク
トで民間資本を戦略的に活用し、そのために不合
理な独占や市場障壁を取り除くという改革の方向
性を明示したものであり、評価に値する。

改革開放路線の下で中国は社会主義市場経済を
追求し、飛躍的な経済成長と社会発展を実現して
きたと同時に、経済発展の負の側面として、環境
破壊や格差の拡大、そして政治腐敗など多くの問
題を生み出してきた。

筆者は、中国で事業を行う日本企業は、サービ
ス事業の組み立てを図る中で、中国が抱える社会
的課題、例えば、環境・エネルギー、食糧・水・
資源、都市・交通、医療・介護などの課題解決に
注力し、新しいソリューション・サービスの提供
を通じた社会への貢献を果たすべきだと考えてい
る。課題先進国・日本の企業でなければできない
ことを、中国政府（中央・地方）、業界団体、企業、
大学、NGO・NPO などとの連携を図る中でできる
ことから実現していけばおのずから道は開けると
思う。




