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はじめに
世界の企業はグローバル化の中で中核的な位置

を占めるアジアにおけるビジネスの拡大に注力し
ている。そして、アジアビジネスにおける戦略的
なターゲットは言うまでもなく中国ビジネスであ
り、とりわけ中国市場での販売に焦点が当てられ
ている。

近年、中国市場はさまざまな産業分野において
「世界市場で中心的な位置を占める市場」になりつ
つある。現在、世界の企業の多くが、中国市場
ニーズの把握や中国が抱える社会的課題解決への
取り組みを行うこと、中国現地での事業開発と製

品開発を推進すること、そして中国市場における
販売活動や販売業務の抜本的な強化を図ること─
などに一層の努力を傾注している。

企業は、企業を取り巻く環境、とりわけ社会に
向き合う中でビジネス行動を展開し、社会の発展
に寄与しながら成長する社会的存在である。社会
的存在としての企業の発展の経路は一つではなく、
企業経営へのアプローチにはさまざまな形があっ
てよい。したがって、中国における販売事業の構
築と展開の在り方にもさまざまな形があり、それ
ぞれの企業が組み立てる販売ビジネスの形が販売
業務に携わる人材に求められる能力を規定する。

中国における販売事業と人材マネジメント
—業務の仕組みづくりと人材を重視した販売活動の推進—

Point
❶	 	現在、世界の企業の多くが、中国市場ニーズの把握や中国が抱える社会的課題解決への取り組みに
注力している。

❷	 	世界の有数企業は香港を基地として中国事業を始めた経緯がある。香港で構築した業務の仕組みを
中国本土に移植し、販売をスタートした企業は少なくない。

❸	 	販売には「攻め」と「守り」の両面がある。顧客開拓（「攻め」）の能力と業務オペレーション（「守
り」）の能力は車の両輪である。

❹	 	中国における販売事業の推進に当たっては業務の仕組みづくりが大切だ。業務の仕組みが求める人
的能力を意識し、人材マネジメントを行う。

❺	 	事業開発と新しい販売活動を推進するキーパーソンにはグローバルな企業活動の経験や社内外の組
織との連携の多様性に対応できる能力が求められる。
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本稿は、筆者が香港地域本社に勤務していた時
代（1995 年 11 月～ 2002 年 3 月）における経営
経験と NPO 法人活動にかかわっていた時代（2005
年 10 月～ 2010 年 3 月）における企業支援の経験
をもとに、中国における販売事業と人材マネジメ
ントについて論じることを目的とするものであ
る。これらの経験などに基づく考察が読者諸氏に
とって何らかの参考になれば幸甚である。

1．アジア流ということ
筆者が日立アジア（香港）有限公司の社長

（Managing Director）として赴任したのは 1995 年
11 月のことであった。この会社は、当時、香港、
中国、そして韓国における販売事業を行うと同時
に、販売事業領域における地域本社の機能を持っ
ていた。

香港に居を構える会社勤務以前、筆者は、主と
して、米国と欧州における販売ビジネスに携わっ
ており、香港の会社に赴任するまではアジアや中
国における販売領域での業務経験は皆無に近かっ
た。したがって、新しい勤務地における仕事の進
め方が米国や欧州で学んだことや経験知に依存し
ていたことは、ある意味で、自然なことであっ
た。実際、米国流の業務推進は国際都市・香港で
も十分機能する面が大きかったと思う。

また、筆者は、中華圏や韓国などの東アジアに
おける仕事の進め方、とりわけ意思決定や経営行
動のスピードに驚かされ、こうしたスピード経営
にどうしたら近づくことができるのかに腐心した。

アジア事業を難しくさせているのは日本人の潔
癖性や本社志向に起因するところが大きいのでは
ないかと思う。現地会社で時間をかけ作成した資
料をもとに日本の経営会議で審議を行うが、なか
なか結論が出ず、現地側は資料の作り直しを求め
られることが多い。

誤解を恐れず申し上げれば、アジアでは「まず
はやってみる」もしくは「できることから実行に
移す」ことがアジア人経営者やアジア人幹部の基
本的な思考・行動様式の基底にあるのではないか

と思う。もちろん、ある程度の基本的な考え方と
進め方に関する合意があることが前提の話である。

中国人の身のこなしはプラグマティックだと思
う。鄧小平の言葉として「黒い猫でも、白い猫で
も、鼠を捕るのが良い猫だ」が残っているが、こ
れはプラグマティックな表現だと思う。プラグマ
ティックな仕事の進め方のもとでは、ある意味で
は、結果もしくは効果によってものごとの判断が
なされる。結果もしくは効果のあるものが企業活
動の成果として蓄積される。

何が正しいかなどと議論に明け暮れるのではな
く、まずは仮説もしくはある程度のコンセプトを
組み立てたら、直ちに行動を起こす。「まずはやっ
てみる」もしくは「できることから実行に移す」
ことだと思う。間違ったら、それが分かった時点
で直せばよいと思う。

2．香港地域本社を基地とした販売事業の構築
中国の経済発展や国際化において香港が果たし

た役割は大きい。特に、中国が WTO（世界貿易
機関）に加盟した 2001 年以前の時期においては、
中国の南の玄関口に位置する香港が中国の対外貿
易の窓口として存在感を発揮していた。そして、
香港の企業がつくり上げた「貿易商社型のビジネ
スモデル」は効率的なビジネス環境や国際性に富
む人材をベースに中国の貿易拡大と経済発展に寄
与していた。

今でこそ中国進出と言えば、上海、蘇州、大連
など中国の諸都市に現地法人を設立し、最初の段
階から中国本土でビジネスを組み立てる企業が圧
倒的に多いが、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。

古い話で恐縮だが、筆者も香港の地域本社をビ
ジネス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
を軸に大陸事業の拡大を目指したのである。まず
は、香港の会社の人材とパートナーの地道な活動
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に基づき、華南ビジネスから販売事業の立ち上げ
を行った。そして、同様の手法を上海や北京など
におけるビジネスにも適用した。

香港を基地として、香港人スタッフと日本人駐
在員が大陸出張を繰り返し、初期的な中国ビジネ
スを構築するのが第一のステップ、そして中国本
土の既存事務所の強化と事務所の新設、そして上
海市浦東地区に設立した現地販売法人などに ､ 経
営資源を計画的に移転していくのが次のステップ
であった。

中国本土での販売事業の拡大が目標であり、経
営資源の配分も段階的に本土側に厚くすることが
経営計画の基礎にあったので、こうした作戦実行
の場面では、香港スタッフの気持ちは複雑であっ
たと思う。しかしながら、中国本土での販売ビジ
ネスの強化という戦略目標があったので、香港の
幹部やスタッフは協力してくれた。

ある程度基礎のできた香港本社のスタッフから
見ると大陸の営業人材が頼りなく見えるのはごく
自然なことであった。こういう状況に置かれた時、
同じ香港人でも、時間をかけて中国本土のスタッ
フと向き合い、仕事の進め方を教えるタイプの人
たちと、中国大陸の人はいかに仕事ができないか
を嘆いたり、文句を言ったりする人たちとにタイ
プが分かれていた。もちろん、前者に属する営業
スタッフのほうが多く、販売ならびにマーケティ
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。

今、当時のことを振り返ると、香港地域本社を
基地として中国における販売事業を組み立てると
いうアプローチは、半導体製品、液晶ディスプレ
イ製品などのハイテク電子部品の領域においては
ごく自然な経営手法であったと思う。したがって、
ハイテク電子部品の売上高が当時の香港本社全体
の売上高の約 70％を占めていたことが、こうした
アプローチの後押しをしてくれたと考えている。

3．	中国における販売業務の仕組みと	
人材マネジメント	
─ハイテク生産財のケース

（1）販売の時代の人材マネジメント
中国で 2004 年、「外商投資商業領域管理弁法」

が施行され、早くも 10 年近い歳月がたってい
る。2000 年代中ごろ以降、中国では世界の企業が
さまざまな産業領域で多くの現地販売法人を設立
し、さまざまな形で販売活動を行っている。そし
て、近年、日本企業も中国市場ニーズを見据えた
販売事業の強化に乗り出している。

販売活動やサービス活動の領域では、人の果た
す役割が圧倒的に大きいことは言うまでもないが、
一方で中国では販売活動やサービス活動を支える
人材はまだ十分育っておらず、優れた販売人材の
確保や育成は難度の高い課題である。

ここでは、半導体製品などのハイテク生産財の
販売を取り上げ、販売活動や販売業務の推進には
どのような能力が要求されるのか、また販売活動
や販売業務の推進能力の形成はどのようにして行
うのか─といった観点から人材マネジメントの在
り方について筆者の経験に基づき論じることにし
たい。

（2）販売活動に求められる能力
①販売活動における「攻め」と「守り」

販売には「攻め」と「守り」の両面がある。ハ
イテク電子部品のような生産財の場合、顧客は部
品、材料などを購入し、使用する企業である。販
売活動における「攻め」の領域は、顧客の開発設
計部門への「技術的な販売」（製品に関して専門的
知識を持つ技術者が行う販売であり、半導体業界
ではこのような活動をデザイン・インと呼ぶこと
もある）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。「守り」は、顧客からの受注獲得をもとに顧客
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。販売活動
においては、顧客開拓（「攻め」）の能力と業務オ
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ペレーション（「守り」）の能力はいわば車の両輪
である（図表 1 を参照）。

②顧客開拓（「攻め」）の能力

筆者は、「攻め」の活動の領域において最も核心
的な活動は「技術的な販売」もしくは「技術的な
売り込み」だと考えている。ここにおいては、高
度な技術的知識と経験を持つ技術営業部門やプロ
ダクト・マーケティング部門などの専門人材が果
たす役割が決定的に重要である。こうした専門人
材は、顧客の開発設計部門でどのような新しいプ
ロジェクトが進められようとしているのかなどを
探ると同時に、適切な時期に顧客の開発設計部門
のキーパーソンに対してハイテク生産財の技術的
な売り込み活動を組織し、顧客に新規案件での基
幹部品の採用を促す。

技術的な販売の活動においては、顧客企業が外
資系企業である場合と中国の地場企業である場合
とでアプローチが異なることがある。

外資系企業が顧客である場合、顧客の開発設計
部門が中国にあるかどうかや顧客の中国の拠点の
組織が基幹部品などの採用意思決定を行うことが
できるかどうかが重要なポイントになる。

ここでは、中国の日系企業への販売活動を取り
上げ説明する。図表 2 は、顧客の開発設計部門が
日本にあり、基幹部品・基幹材料などハイテク電
子部品の採用に関する意思決定が日本の事業所に
より行われるケースにおける販売業務の基本的な

流れを概念図として表したものである。
日系顧客の親会社本体の国際ビジネス展開の度

合いにより、「攻め」の活動は日本の開発設計部門
に対して行われる。この場合、先端電子部品など
の技術的な売り込みは日本の販売組織が中心と
なって行う。そして、業務オペレーション（「守
り」）の活動は中国の現地法人が中心となって行
う。ここで重要なことは、日本の販売組織と中国
の販売組織との社内連携である。また、日本の販
売組織が行う技術的な売り込み活動に要する経費
については、日本の組織と中国の組織との間で取
り決めを結び、日本側で費用の回収ができるよう
にしておく必要がある。

顧客が中国の地場企業である場合には、「攻め」
と「守り」の活動は基本的に中国国内で推進される。

③業務オペレーション（「守り」）の能力

業務オペレーションにおける業務は、受注管理、
発注管理、納期管理、在庫管理、入金管理などさ
まざまな基幹業務を含むものであり、こうした基幹
業務を効率よく安定的に遂行するためにさまざまな
組織が業務処理能力の改善と向上に努めている。

ここで、顧客情報に基づき需要予想を立てる能
力、販売部門として顧客納期を確保する能力、販
売部門で保有する在庫の管理能力、販売代金を回
収する能力などはいずれも実務知識と経験の上に
形成されるものであり、一朝一夕に身につくもの
ではない。

図表 2　中国の日系企業への販売

出所：	筆者作成

－顧客の開発設計部門が日本にある場合－

中国現地法人
購買部門

日本の事業所
開発設計部門

生産部門

生産移管

技術的な販売販売および業務管理

中国サイド 日本サイド顧
客
サ
イ
ド

生
産
財
企
業
サ
イ
ド 「攻め」と「守り」 「攻め」

販売部門販売部門生産部門

図表 1　販売部門に必要な能力

出所：	筆者作成

「攻め」と「守り」

「攻め」
（顧客開拓）

「守り」
（業務オペレーション）

顧客情報収集

案件の掘り起こし
技術的な販売
販売チャネルの構築

受注・発注管理
在庫管理
入金管理
情報システム

－生産財の場合（例示）－
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（3）業務の仕組みづくりと人材マネジメント
① 人材マネジメントに関する基本的考え方 

─「業務の仕組み」を重視する

筆者は、かつて NPO 法人活動の一環として「業
務の仕組みづくりと情報システムの活用」に関す
る勉強会を企画し、開催したことがある。まず、
東京で生産と販売の基幹業務に焦点を当てた重点
セミナーを数回行った。そのあと、中国蘇州市で

「中国ビジネス現場塾」を開催した。現場塾には日
本企業の現地法人に勤務する日本人幹部や日本人・
中国人実務者などが多数参加した。東京で行った
勉強会でも蘇州で開催した現場塾でも「業務の仕
組みづくり」概念をもとに情報システムの活用を
図るというアプローチへの参加者の関心は高かっ
た。そして、この勉強会の主催者が「業務の仕組
みづくり」と「情報システムの活用」の先に「人材」
の世界を見据えていたことは参加者によく伝わり、
勉強会は所期の目的を達成できた。

企業の各部門はそれぞれの基幹業務について企
業価値の実現を見据え、足元の日常業務を見直し、
業務の仕組みづくりの高度化を志向する。業務の
仕組みづくりを意識し、企業実務を組み立てる。
業務の「形」ができていないと、優秀な人材を投
入しても人の力が活かされないことが多いからだ。

中国における販売事業の推進においても、業務
の仕組みが求める人的能力を意識し、人材の獲得
と人材の育成に注力するという視点を持つことは
重要だと思う。

②人材マネジメント推進上の留意点

まず、海外現地法人の日本人経営者の立場から
販売事業領域における人材マネジメントに関して
最も重視すべき点、すなわち、販売組織における
現地人幹部の登用という点について言及する。

企業の販売活動は市場のニーズに事業を合わせ
る企業の努力から始まる。例えば、強い中国市場志
向を生み出す鍵は現地に根差した事業戦略の立案
である。中国や香港の現地法人における販売事業
戦略の組み立てを強化し、日本の組織が現地発の

事業計画を自分たちの経営戦略に組み込むような
運営ができれば中国における販売事業は前進する。

中国市場ニーズに根差した販売事業は、中国
人、香港人、そして台湾人などの中華圏人材やシ
ンガポール人などアジアの人材と一緒に仕事する
ことを通して生み出される。米国企業のように超
一流の人材を採用することは難しくても、積極性
と安定感に富んだ現地人材を登用し、彼らがやり
がいを持って仕事に打ち込める職場の環境をつく
れば、中国における販売事業の質が上がり、結果
もしくは効果のあるものが企業活動の成果として
蓄積される。強い販売の組織をつくるためには、
現地におけるさまざまな販売活動を束ねることの
できる現地人幹部が必要である。ここで筆者が現
地人幹部と言うのは、販売事業の部門長、営業部
長、業務部長などを指しており、このような人材
は基本的に中国や香港の現地法人が採用するロー
カル人材である。そして、個々の業務領域で必要
なスタッフ人材の採用や育成は前述の現地幹部に
すべて任せてしまうのが現実的であろう。

次に、「攻め」（顧客開拓）と「守り」（業務オペ
レーション）の人材マネジメントを推進する上で
筆者が留意すべきと考える点をそれぞれ 3 点ずつ
取り上げ、簡単にコメントしておきたい。
「攻め」（顧客開拓）の人材マネジメントにおい

ては、何よりもまず、専門人材の採用が重要だ。
例えば、半導体製品の技術的な売り込みを行う者
について言えば、顧客がどのような産業分野で事
業を行っているかにより、要求される能力は多少
異なったものになる。基本的には、半導体製品の
主要なアプリケーション分野ごとに専門的な技術
知識・技能や経験を持つ技術者を採用し、このよ
うな専門人材は知識や技能を活かし顧客開拓を支
援する。こうした人材の採用は、同業他社からの
引き抜きなどを軸として展開されることが多くな
るが、中国本土での採用が難しい場合は、例えば
香港人や台湾人を採用することになる。第 2 に、
前述のごとく、外資系企業顧客への販売のケース
で「攻め」の活動が中国国外で行われる場合は、
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生産財企業の社内における国際連携が必要であ
る。この場合、技術的な販売を行う組織がサービ
ス費用を受領するだけでは不十分であり、技術的
な売り込み者へのインセンティブプランを用意し
ておく必要がある。第 3 に、中国地場顧客への販
売の場合には、販売活動が顧客の開発設計部門の
担当エンジニアと技術営業担当者の間の会話だけ
で終わらないようすることが重要である。このた
めには、現地人マネジャーや現地人幹部の存在は
欠かせない。顧客のエンジニアは自分が担当して
いる開発案件の事業戦略上の位置づけを理解して
いないことが多いからである。
「守り」（業務オペレーション）の人材マネジメ

ントにおいても、まずは、業務経験と技能を備え
た人材の採用がスターティングポイントであるこ
とは言うまでもない。ハイテク生産財の販売事業
の場合には、中国人の採用に当たっても、できれ
ば英語能力を持つ者の採用が望ましい。第 2 は、
人材の採用や人事管理などは全て現地人マネ
ジャーや現地人幹部に任せるということである。
第 3 は、販売組織運営の根幹に迫る事項である。
販売部門の運営においては、営業人材に焦点が当
てられることはある意味で当然であるが、業務オ
ペレーションの領域で販売を支えるスタッフに対
する配慮が欠かせない。社員表彰の折などには、
業務処理部門のスタッフへの表彰を常に念頭に置
くことが大切になる。

4．中国ビジネスと人材の現在的課題
（1） 中国ビジネスの方向性 

─中国市場と中国社会に根差した事業の構築
アジアに目を向けると、韓国企業、台湾企業、

そして中国企業などの成長が顕著である。電子産
業を例に取って、アジア市場における日本企業の
競争力を考察すると、例えば携帯電話やパソコン
などの情報通信端末の分野において最終製品で競
争をすることは現実的でないことに気づく。

日本のエレクトロニクス関連企業が成長著しい
アジア地域において進むべき道を考えてみる。図

表 3 は中国ビジネスの方向性を日本の電子産業を
念頭に置いて概念的に表したものである。この概
念図は、筆者のこれまでの経験に基づく考察と推
論を基底に持つものである。日本企業が進むべき
方向性の一つが「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」などであり、これ
らを支える「先端材料事業」や「先端部品事業」
などがもう一つの方向性である。中国における販
売事業の展開に当たっては、このような方向性を
踏まえて取り組むべき課題を検討し、業務の仕組
みづくり面と人材面での対応を行うことになる。

 
（2）組織的な課題

アジア事業の中核を占める中国ビジネスの戦略
的な位置づけと方向性の明示に基づき、企業が解
決しなければならない組織的な課題に取り組む。
もちろん、それぞれの企業を取り巻く環境によっ
て組織的な課題は多少異なったものになるが、筆
者の経験に基づき、最も重要だと思われる組織的
な課題を挙げるとすれば「中国地域本社の強化」
ということになる。

中国地域本社の果たすべき役割は想像以上に大
きい。地域本社と言えば、まずは、地域代表機能、
法務、知財、ブランドマネジメント、シェアード
サービス、関連会社管理などの業務領域が頭に浮
かぶ。ここで今、筆者が中国地域本社の機能とし
て強化すべきと考えている業務は、事業開発、人
材開発、そして研究開発である。こうした機能の

図表 3　日本企業の中国ビジネスの方向性

出所：各種資料に基づき筆者作成
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組織的な高度化を行い、中国のグループ会社の新
しい事業構築に向けた活動を支援することは大変
重要だ。

特に、企業が、市場ニーズに根差した新しい事
業の開発に取り組んだり、社会イノベーション事
業の開発に取り組んだりする場合には、「関係

（Guanxi）」開発が決め手になることが多く、中国
政府（中央・地方）、大学、研究機関、そして中国
地場企業などとの関係づくりや関係の掘り下げに
努力する必要がある。こうした活動は中国地域本
社が日本の本社とともに最も力を入れなければな
らない領域の一つである。

また、筆者の NPO 法人活動の経験に基づいて
言えば、中国の組織とのビジネス連携の強化に加
えて、香港、台湾、韓国などを含めた多極間のビ
ジネス連携促進のための戦略的旗振りも中国地域
本社の大切な役割である。

（3）人材面の課題
①販売の職場づくり

中国で事業を行う外資の活動の重心がモノづく
りから販売・サービスに移って久しい。したがっ
て、中国における企業のマーケティング活動や販
売・サービス活動などを支える人材は徐々に育っ
てきていることは事実である。しかしながら、企
業が求める人材の水準も着実に上がり続けている
ので、企業の販売部門が要求する人材の能力と労
働市場が供給できる人材の質との間には無視でき
ない差が存在していることもまた事実である。

半導体製品のようなハイテク生産財の販売領域
においては、業務の仕組みづくりの構築の上に、
まずは組織の核として販売活動をまとめることが
できるキーパーソンの確保から職場づくりを始め
ることについては既に述べた通りである。

こうした幹部人材や近い将来幹部として動くこ
とができそうな人材については、モチベーション
を高める努力をすると同時に、企業理念や企業価
値、そして企業ビジョンなどの共有を図りながら、
組織に引きつけておくための具体的なプランを用

意する必要がある。販売組織の中でキーパーソン
を中心とした人的な核が育っていけば、多少のこ
とではびくともしない強い職場になる。

②事業開発と人材
企業は、社会が直面している課題にイノベー

ションで応え、先端技術（ハードウエア・ソフト
ウエア）、人材能力、財務能力などを含む経営資源
を活かし、新製品開発や新事業開発を行う。企業
は、こうした活動を通して価値の創出を実現し、
成長を遂げると同時に、社会の変革に寄与できる
存在である。

社会インフラ面に目を向ければ、企業は、例え
ば、環境、資源、都市、交通、教育、医療などの
領域における社会的課題解決への取り組みを行い、
このような活動が新しい事業を生み出し、企業の
成長を支える。もちろん企業の経営資源や能力に
は制約があるので、実際には、個々の企業が持つ
経営資源とソリューション能力の特長を活かしな
がら、注力事業を絞り込むことになる。

中国における社会インフラ整備プロジェクトを
例に挙げれば、これまで、中国の国有企業、民間
企業、そして海外企業などがさまざまな形で受注
競争を繰り広げてきた。海外企業は、中国が
WTO 政府調達協定未加盟の状況において、例え
ば、地方政府案件などの調達行為の透明性が低い
中で参入活動を強いられてきた。

しかしながら、政府調達協定未加盟の状況に
あっても、近年、日本の企業が中国の都市開発や
環境関連プロジェクトに参入する事例が増え始め
ている。日本企業の場合には、高いイノベーショ
ン能力や先端技術がこうした活動の基底にある。
中国は今、深刻な環境問題を抱えており、都市開
発や資源循環型の社会づくりの分野では、日本企
業の社会インフラ関連プロジェクトへの参入機会
は増大していると思う。日本企業は、このような
新しい事業開発のケースを増やすことで、これま
での単品ビジネスからの脱皮を図り、企業活動の
質を一層上げることもできよう。
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社会インフラ事業を進めるに当たっては、やは
り、案件の開拓が重要である。ここにおいては、
企業の活動は、プロジェクト開発（案件の掘り起
こし、見極め、そしてソリューションの提案）に
始まり、顧客（プロジェクトの発注者）、政府組織

（中央・地方）、非政府組織、ビジネスパートナー、
コンソーシアム、地域社会など企業を取り巻く、
多様なステークホルダーとの調整を図りながらプ
ロジェクトの受注獲得に向かう。プロジェクト開
拓の分野では、前述した「関係（Guanxi）」が重
要な役割を果たす。

企業は受注獲得をもとにプロジェクト実現のた
めさまざまな活動を展開する。このフェーズにお
いてはプロジェクトマネジメントの力が問われ
る。また、こうした事業の推進はグループ会社な
どにまたがるのでプロジェクトを総合的に牽

けん

引
いん

す
る部門の存在が必要である。なお、最近では、ク
ラウドを活用したプロジェクトマネジメントが可
能になっているので、プロジェクトのステークホ
ルダー間のコミュニケーションの円滑化を図るこ
とができる。

最後に、中国における事業開発の特徴に関する
上記のような簡単な叙述を踏まえ、人材について
言及する。一般的な表現で恐縮だが、中国市場と
中国社会に根差した事業の構築で競争優位に立つ
ためには、新しい事業の開発においてリーダー
シップを発揮できるキーパーソンが必要であり、こ
のような人材にはグローバルな企業活動の経験や
社内外の組織との連携の多様性に対応できる能力
が求められる。そして、同様の経験・能力は販売
組織や販売部門で活動する人たちにも求められる。

おわりに
近年、中国市場はさまざまな産業・製品分野で

世界市場の中心的な位置を占めつつある。情報通
信端末の世界で言えば、タブレット PC やスマー

トフォンはこのような大きな流れに乗っている代
表的なセグメントである。

中国市場という存在は、その巨大さと多様性故
に、好むと好まざるとにかかわらず、企業を中国
市場とのかかわり合いの世界に引き込んでいく。

本稿では、「戦略」に支えられた「組織・制度」
を重視する立場から市場を見据えた「業務の仕組
みづくり」主導型の販売事業構築について論じる
と同時に、「組織が求める人材能力」を重視する立
場から販売人材マネジメントについて論じた。い
ずれの論述も筆者の企業経験とその後の NPO 法
人活動の経験に基づくものである。

中国は 1978 年以降、改革開放の路線に乗り、
外資利用を軸に経済発展の礎

いしずえ

を築き、1990 年代初
頭からはいわゆる社会主義市場経済への漸進的移
行を追求してきた。中国は 2001 年、WTO 加盟を
実現し、グローバル化する世界の中で経済発展と
改革開放の高度化を追求することになった。改革
開放と社会主義市場経済への移行という壮大な試
みは 2010 年、中国を世界第 2 位の経済大国に押
し上げると同時に、次のような諸問題を生み出し
た。すなわち、格差社会・社会的正義の問題、経
済発展の負の側面としての環境問題、そして中国
の病

やまい

としての腐敗問題─などである。
中国という国家と中国の社会が、「市場」や「母

なる大地」との関わり合いの中で社会的正義の実
現を図ることは重要かつ困難な課題である。

今、日本と中国は、環境、資源、高齢化社会、
都市、医療・介護などの領域で社会的な課題を共
有している。日中の政治的空間においては冷めた
関係が続いているが、日中の経済的空間において
は、両国の企業による産業連携・ビジネス連携が
続き、共存共栄を目指す動きは活発である。日中
両国の企業活動における連携の輪を広げることで、
全体としての日中関係の改善につなげることがで
きればと念じている。
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