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1．中国ビジネスの最近の動向

（１）対中国直接投資の流れ

中国ビジネスにおける外資の役割

電子産業など多くの産業分野で、外国企業に

よる技術とモノづくり知識の移転をもとに、中国

における産業の基礎が形成された。また、産業を

支える人材の面でも、外資系企業は中国に大きな

影響を与え、人材市場の高度化に寄与した。現在

でも、多くの中国人が事業戦略、工場管理、技術

開発、販売・マーケティング、財務・会計、人材

管理など企業経営の進め方を外国企業から学んで

いる。

これからも、中国では外資が経済社会の発展

のために重要な役割を果たすことが期待されてい

る。従って、中国で事業を行う外資系企業は、足

元で進む外資優遇政策の見直しを直視し、社会的

課題に応えながらビジネス活動を行うなど、経済

発展への貢献を意識した企業活動を展開する必要

がある。特に、本稿で考察する人材の問題は、中

国進出企業にとって最も大切な課題のひとつであ

る。経済成長を続ける中国にとって、産業を支え

る人材の育成は喫緊の課題であり、こういう領域

で外資の力が必要とされているからだ。

近年、対中国直接投資にいくつかの大きな変

化が現れている。中国ビジネスにおける駐在員の

役割について論じる前に、中国のビジネス人材問

題を考えるうえで特に重要と思われる 2つの潮流

について簡単に考察しておきたい。

合弁から独資への流れ

まず、対中国直接投資の方式の変化を取り上げ

る。図表 1は、対中国直接投資（実行額）の推移

を合弁企業、合作企業、独資企業などの投資方式

別に見たものである。対中国の直接投資が大きく

増加傾向を続けるなかで、独資企業方式による投

資が急激な伸びを示している。独資企業方式によ

中国ビジネスにおける駐在員の役割

Point
1 中国の外資系企業で人材問題への対応が最も重要な経営課題のひとつになっている。
2 中国の米系企業は、駐在員人材に対するニーズが強まるなかで、本国からの駐在員の派遣を減らし、

アジア、欧米地域の人材の中国現地採用を増やしている。このように、多様な人材が「駐在員業務」

を行う時代に入り、伝統的な駐在員の世界が変わりつつある。
3 中国進出企業の駐在員は、新しい人材環境を視野に入れた人材戦略の構築と実行に力を入れる必要

がある。特に、多様な人材ベースを前提にした経営の現地化においては、社員の企業価値の共有と

業務の仕組みづくりの強化などが重要な課題になる。
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る投資が直接投資全体に占める比率は、1994 年

の 24 ％から 2004 年の 66 ％へと大きく上昇した。

独資方式による直接投資が著しく増大したのは、

投資者が経営支配を確保しながら事業の推進を図

りたいという基本的な考え方を背景にしている。

独資方式による法人経営は、外資企業が自社

の経営思想と仕事の進め方を進出先の国に適用し

やすいという特徴を持つものであり、自分の会社

がこれまで築き上げてきた経営推進の仕組みやノ

ウハウを海外の現地子会社で活用するという点で

投資者に利点をもたらすものである。歴史的に多

くの外資が、中国における合弁企業の運営で、中

国側パートナーとの利害関係の調整などで苦労を

してきた経緯があり、自らの企業理念に基づく経

営の構築が可能な独資企業の形態が、国際企業経

営の標準化の観点から望まれたのであろう。

独資企業の形態は、現地子会社の進出先の事

業環境への適合という点では多くの問題を投げ

かけるものである。中国市場を見据えた事業戦

略の構築や中国の国内市場開拓など現地人材の

活用が重要な鍵を握る領域では、独資方式より

合弁方式の企業運営のほうが有利である。本稿

で取り上げる人材の問題は、中国で事業を行う

独資企業にとって最も重要な経営課題のひとつ

である。

販売とサービスの重視

対中国直接投資の 2番目の潮流は、販売とサー

ビスの重視である。2004 年に施行された外商投資

商業領域管理弁法（商務部令 2004 年第 8 号）に

基づいて、多くの商業法人が中国に設立されてい

る。新しい法律のもとで、販売活動の組織化の選

択肢が増え、総合的な販売戦略を組織的に実行す

ることができるようになったことは外資系企業に

とって大きなプラスである。外商投資商業領域管

理弁法の登場は、巨大な中国市場の開拓に向かう

多くの外資企業に制度的な枠組みを与えることに

なり、中国ビジネスは、これまでのモノづくり中

心の時代から、中国市場における販売、サービス

活動が重要になる新しい時代に入った。

販売、サービスの領域では人の果たす役割が

大きく、また、人を束ね、戦略的に動かす組織の

組み立てがビジネスの成否の鍵を握っている。中

国ビジネスは販売の時代を迎え、外資系企業はこ

のような活動を支える人材を求めている。

（２）中国におけるビジネス人材不足の状況

持続的な経済拡大を続ける中国でビジネス人

材が不足している。大学教育の充実が図られ、特

に、MBA などの高等教育の機会は増えているも

のの、国際的な経験を持つ経営幹部人材や技術者、

高級オフィス人材などの領域を中心に深刻な人材

不足の状況が続いている。2006 年に発行された

中国美国商会（The American Chamber of

Commerce in the People's Republic of China）の

白書は、中国におけるビジネス人材不足が、経営

人材、技術人材から熟練工に至るまで様々な領域

に及んでおり、このような人材不足問題は、同商

会の会員企業にとって「事業運営上の主要なチャ

レンジ 2」だと記している。

　 1994年 1999年 2004年 

 合弁企業 179.3 158.3 163.9 

 合作企業 71.2 82.3 31.1 

 独資企業 80.4 155.5 402.2 

 その他 6.8 7.1 9.1 

 合計 337.7 403.2 606.3 

単位：億米ドル 

図表１　対中国直接投資（実行額）の推移

出所：『中国対外経済貿易年鑑』などに基づき筆者作成 1

１　中国対外経済貿易年鑑編輯委員会編『中国対外経済貿易年鑑』中国社会出版社、1995年、642頁、中国対外経済貿易年鑑編輯
委員会編『中国対外経済貿易年鑑』中国対外経済貿易出版社、2000年、57頁、中国商務年鑑編輯委員会編『中国商務年鑑』中
国商務出版社、2005年、150頁を参照した。

２　The American Chamber of Commerce in the People’s Republic of China, White Paper 2006, 2006 年、28頁。



経営センサー　2007.5

経済・産業／トピックス

50

マネジメント／トピックス

50

2007 年に入ってからも、中国におけるビジネ

ス人材不足の問題は依然として厳しさの度合いを

深めており、人材対応は中国の外資系企業にとっ

て最も頭の痛い課題になっている。中国の人材問

題の難しさは、適格な人材が不足していること、

離職率が高いこと、教育と訓練に時間とお金がか

かることなどである。

2．中国ビジネスにおける駐在員概念の変化

（１）駐在員派遣の意味

近年、日本企業による中国子会社への日本人

駐在員の派遣が増えている。日本の事業所から人

材を送り込むのは、重要な中国事業を早く軌道に

乗せるためである。中国現地の経営人材不足も日

本人スタッフ増員の背景にある。日本人駐在員の

経費は高く、これだけお金をかけるのであれば、

現地で優秀なスタッフを何人も雇えるのだが、日

本人のほうが頼りになると思うので、日本から人

を派遣してしまう。

海外拠点への駐在員の派遣はいくつかの目的

を持つ。最大の目的は、海外子会社や事務所の活

動を軌道に乗せることである。本国の事業所から

派遣される駐在員は、会社の文化や戦略について

よく知っているので、海外拠点の立ち上げには欠

かせない存在であり、海外拠点のビジネスの組み

立てにおいて絶大な威力を発揮する。また、本国

事業所の技術開発部門から海外に派遣される駐在

員は、製品に関する知識が豊富であるため、現地

子会社における技術指導で大切な役割を果たす。

本社との業務のやり取りでは駐在員スタッフ

が前面に出ることが多い。特に、日本企業の海外

法人では本国の事業所との社内折衝は日本人駐在

員の重要な業務である。また、海外法人の活動状

況について、日本の事業所が日本語の資料を要求

することが多いので、こういう仕事も日本から派

遣された駐在員が行う。

なお、海外子会社の経営の現地化推進は駐在

員の大切な仕事である。このために駐在員が行わ

なければならないことはたくさんあるが、この点

については後述する。

（２）米系企業に見る駐在員（Expatriate）概念

の変化

中国で事業を行う米系企業でも、ビジネスの

拡大と現地経営の高度化などを背景に、駐在員人

材に対するニーズが強まっている。米国事業所か

らの駐在員の派遣のコストが極めて高いので、現

地人材の採用に基づく経営を追求しているが、前

述のように、中国のビジネス人材が不足している

ので、これも思うように進まないのが実情のよう

だ。

本国の事業所などから海外の関連会社に派遣

される駐在員は Expatriate と呼ばれることが多

い。今、中国における米系企業の Expatriate の分

野で大きな変化が起きている。

元来、駐在員は本国の事業所などから派遣さ

れるものだ。米国企業は、これまで、米国の本社

に勤務する米国人や欧州の事業拠点に勤務する欧

州人などを中心に中国法人への駐在員派遣を行っ

てきた。しかしながら、米系企業は、最近、アジ

ア、欧米の人材に目を向け、人材獲得に乗り出し

ている。このような状況で、駐在員の職務に就く

人材が中国現地で採用されるという流れが形成さ

れ、多くのアジア人、欧米人などが中国の米系法

人で勤務している。

中国の米系企業の駐在員がどのような人材層

によって構成されているのかを見たものが図表 2

のグラフである。これは、上海美国商会（The

American Chamber of Commerce in Shanghai）発

行の機関誌が経営コンサルティング会社の調査報

告などに基づいてまとめた記事で紹介されたデー

タに基づくものである 3。

３　Justin Chan, “Sharing the Wealth”, Insight, January /February 2007の「中国駐在員の人口統計（China’s Expatriate Demographics）」
のグラフ（28頁）を参照。
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このグラフで「西欧人（Western）」と表示さ

れた部分が伝統的な意味での駐在員である。中国

で事業を行う米系企業の駐在員の世界では、本国

事業所などからの派遣スタッフが減り、中国現地

で採用される外国人（欧米人、アジア人など）が

「駐在員業務」を行っている。特に、「外国人の中

国現地採用（China Hire）」が増加していること

が米系中国法人における駐在員構成の特徴になっ

ている。「外国人の中国現地採用」は、2006 年の

時点で、トップエグゼクティブの領域では

Expatriate 人口の 22 ％を占め、ミドルマネジメ

ントの分野では駐在員人口の 52 ％を占めるに至

っている。香港人、台湾人そしてその他アジア人

が個別に表示されているので、「外国人の中国現

地採用」は欧米系の人材が軸になった概念だと思

われる。

なお、「帰国者（Returnee）」というのは里帰り

の中国人を指すものである。「帰国者」は海外経

験と中国人としての基本的な資質の双方を持つ貴

重な存在であり、米系企業に限らず、多くの外資

系企業が「帰国者」の採用に力を入れている。

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

は自然の流れである。人々は様々な理由から中国

に生活の拠点を移す。自分たちの国に就業の機会

があれば、中国に移ることもないのだが、仕事は

思うようには見つからない。こういう人たちにと

って、中国で事業を行う外資系の会社は格好の就

業の場となる。まさに「食は中国にあり」の向こ

うをいく「職は中国にあり」である。米系企業は、

このような人材層に狙いを定め、現地採用のスタ

ッフを増やすことで、米国事業所などからの駐在

員派遣を減らしている。このようにして、伝統的

な駐在員の世界は大きな変化を余儀なくされてい

る。

中国に進出した日本企業でも、里帰り中国人

や香港人などに焦点を当てた人材採用の活動が進

んでいるが、まだ米国企業のように多様な人材ベ

ースにアクセスするまでには至っていない。

3．中国進出企業の駐在員の役割

（１）出発点としての企業価値の共有

どのような環境における企業運営でも、企業

理念や価値を組織の構成員が全員で共有するこ

とが経営の大切な出発点である。今、会社が何

をしようとしているのか、どのようなことが大

切な経営課題なのかについて企業幹部が常に社

員に語りかけることが重要だ。中国の企業経営

においても、企業価値の共有が従業員の元気の

源泉である。

中国の子会社に勤務する駐在員は、それぞれ

の立場で、自分の会社の将来像、使命そして経営

課題などについて職場内で意思疎通の努力をする

ことが必要である。会社の代表者、部長、課長な

ど立場は異なっていても、それぞれの駐在員が同

じメッセージを発信することが大切である。企業

のビジョンや事業戦略の方向性などを現地の社員

に伝えることで、従業員が共通の目標に向かって

進むことができるようになり、こういうことで企

業価値を軸にした求心力のある組織の組み立てが

可能になる。
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図表２　中国における米系企業の駐在員の構成（2006 年）

出所： Insight 掲載のグラフに基づき筆者作成
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最近、日本企業の中国法人で、日本から派遣

された駐在員と中国人管理者との間に垣根が形成

され、中国人マネジャーが入り込めない世界の存

在を感じているという話を耳にすることがある。

これでは中国人スタッフのモラルは上がらない。

特に、会社のトップマネジメントとして派遣され

た日本人駐在員は、自分の会社の企業理念、経営

方針などの社内浸透に注力し、企業価値の共有の

うえに立った事業運営を行うよう心がけるべきで

ある。

（２）経営の現地適合と現地化の推進

駐在員の重要な任務に経営の現地適合と現地

化の推進がある。中国における販売、サービスが

重要になった今、中国の事業環境を見据えたビジ

ネスの構築は、多くの外資系企業にとって喫緊の

経営課題である。

経営の現地適合の推進は、経営人材の現地化

を通して実行に移すのが現実的であり、日本人駐

在員は、中国人やアジアの人たちの知見を活かし

ながら事業を組み立てるという意識を持つように

したい。また、中国事業戦略の策定の機能はでき

るだけ中国現地に移管したほうが良い。日本の本

社で中国事業戦略の構築を行うのではなく、こう

いう機能を中国に移し、現地の人材の力を活用し

ながら、事業の組み立てを行うことで中国の事業

環境に適合した経営の推進ができると思う。

これからの中国現地法人の運営で大切なこと

は、経営の現地化を取り巻く環境の変化を捉えた

人材対応を行うということである。これまで、中

国ビジネスにおける経営の現地化といえば、中国

進出企業が主として中華人民共和国の人材を用い

て経営を行うことであった。しかしながら、中国

に進出した米系企業の駐在員の考察からも分かる

ように、駐在員のコンセプトは大きく変化してい

る。

米系企業に限らず、中国で事業を行う外資系

企業は、中国本土の人材だけでなく、中華圏の人

材、アジア地域の人材そして欧米の人材など人材

ベースの広がりと多様化を視野に入れ、中国事業

を組み立て始めている。中国における企業経営の

現地化が、多様で国際色豊かな人材ベースを取り

込む形で推進される時代に入った。ここでは、中

国の企業経営の現地化を模索する日本人駐在員に

とって重要と思われる点を 3つ挙げる。

まず、多様な人材の存在は事業革新の観点か

ら歓迎されるべきであるということ。外資の積極

的な活用で飛躍的な経済発展を続ける中国は職を

求める大勢の外国人を引き寄せる。中国にいろい

ろな国の人が集まり始めていることが重要であ

る。多様性に富む人材の採用と育成はやり甲斐の

ある仕事である。多様性の存在が新しいイノベー

ション創造につながる可能性を秘めているから

だ。

2つ目は、中国における企業経営における英語

の役割についてである。中国の人材ベースは多

様化、広域化そしてグローバル化しており、全

体として、企業言語としての英語が重要になっ

ている。中国においても、他のアジア諸国の場

合と同様、企業言語としての英語の存在が注目

されている。

3つ目は、企業経営における制度や業務の仕組

みづくりの問題である。ここでは、業務システム

の標準化や業務マニュアルの整備などが重要であ

る。できる限り業務の進め方を標準化することが

大切だ。特に、前述のように、中国の外資系企業

を取り巻く人材環境がますますグローバル化する

状況においては、業務の仕組みやルールづくりの

果たす役割が大きくなる。多様でグローバルな人

材に基づく事業の構築においては、組織的、制度

的アプローチが重要である。

（３）現地人材の育成

近年、中国で事業を行う外資系企業のなかで、

米系企業が中国人勤務者の人気を集めていること

はよく報じられている通りである。従って、米系

企業の中国での人材対応を考察することは、日本

の企業にとっても参考になる。
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確かに、米国の最近の中国ビジネス雑誌など

を読むと、人材の育成に関する記事が目につく。

人の問題は中国で事業を行う米国企業においても

最大の関心事のひとつであるようだ。キーワード

は、「Attract（惹きつける）」「Develop（育成する）」

「Retain（つなぎとめる）」の 3 つである。思い起

こせば、筆者がカリフォルニアで海外駐在員とし

て仕事をしていた 1990 年代初期においても

「Attract」「Develop」「Retain」は米国企業の人材

戦略を支える最も大切なコンセプトであった。今、

中国ビジネスにおける人材対応の場面で、以前か

ら米国で使われてきた基本概念が同じように用い

られていることに気付く。これは実に興味深いこ

とである。

米系企業の人材育成の基本的なアプローチは、

筆者の米国での勤務経験などに照らし合わせてみ

ると、おおむね次のようなプロセスを通して行わ

れる。まずは、企業の将来像、企業理念などのマ

クロ的な価値観の世界を社内で共有することから

始める。前述のように、会社のなかで企業価値の

共有を図ることにより社員の元気が生み出され、

活力のある職場が作られるからだ。中国にマネジ

ャーとして派遣された駐在員は、自社の企業価値

や事業戦略をよく考えたうえで、現地会社の従業

員の動機付けを行い、業務の指示をする。また、

駐在員は個々の従業員の業務と職場に関する満足

度を確かめながら業務活動を進める。こういう活

動を通して、活力ある職場づくりが推進される。

昨秋、筆者が蘇州市を訪問した時、市政府関

係者との懇談のなかで、「日系企業の日本人管理

者の指示があいまいだ」という話が出た。日本人

駐在員の仕事の指示については、このようなコメ

ントに接することがかなりあるので、日系企業の

職場の実態もこれに近いのかもしれない。業務が

うまく進んでいない時には、その原因は企業の管

理者のほうにあると考えたほうが良い。部下が何

をすればよいのかよく分からないという時は上司

の指示の出し方に問題があることが多い。このよ

うな場面では、駐在員マネジャーは、仕事の進め

方のルールや業務手順の詳細について説明しなが

ら、現地スタッフに具体的な形で業務指示を行う

ことが重要であり、業務指示後のフォローアップ

が不可欠である。日本人駐在員は、中国ビジネス

における業務の環境が以心伝心の世界の対極にあ

ることを認識したうえで、現地の人たちと仕事を

する必要がある。

米系企業のケースについて考察したように、

中国の外資系企業で、中国本土の人材に加えて、

香港人、台湾人、シンガポール人、米国人、欧州

人など多くの国と地域の人たちが働く新しい職場

環境が出現し、グローバルな人材ベースを前提に

した事業運営が現実のものになっている。中国ビ

ジネスの展開においても、これまで以上に業務の

仕組みづくりを重視し、形式知に基づく業務の推

進を行うことが企業活動の成否の鍵を握る。中国

進出企業は、本稿で述べてきたような人材ベース

の多様化傾向を踏まえ、経営の現地化と高度化を

追求すべきである。


