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「特殊な中国」から「グローバルな中国」へ
―中国に対する夢と現実―

1 閉塞感が漂う日本から、成長する中国に出かけると、言いようのない高揚感、恍惚感に捉われる。いわゆ

る「中国熱病」にかかる日本人が多い。しかし、実際には中国のことは何も理解していない。

2 日本の常識で中国を眺めると、「特殊な中国」が見えてくる。しかし、中国に進出している欧米企業、韓国

企業と日本企業を比較すると、逆に「特殊な日本」が見えてくる。中国が要求しているのはグローバル化

への対応である。

3 中国生産よりも中国市場進出の方が難易度が高い。それでも、中国を目指す日本企業が多いのは、地理的、

時間的、心理的距離が近いせいである。可能性があり、現実が見えていない時こそ、夢は膨らむ。

4 中国進出と並行して、日本市場も見直すべきである。欧米ブランド企業はアジア市場戦略の一環として、

東京に旗艦店を設置している。日本企業も東京の役割を再発見し、東京に蓄積されているソフトやメディ

アを活用すべきであろう。

要　点

日本人の「中国熱病」

「先日、初めて中国に行った」というデザイナー
の A さんに会った。彼は、中国のエネルギーに感
激していた。中国語はできないが、筆談で中国の
若者と会話を楽しんだ。中国の若者は自信にあふ
れ堂々と自分の意見を語る。彼はそんな若者に中
国の将来性を感じたようだ。
A さんは日本のクライアントから契約金の引き

下げを申し入れられていた。明確なビジョンも持
たず、コスト削減ばかりを考えている日本企業。A
さんは、そんな日本の状況に嫌気が差していたの
だ。
百貨店も量販店も 14 年間連続して前年実績を割

り込んでいる。流通業、アパレル企業は価格競争
に疲れ果てている。安売り競争の結末は、誰も儲
からない状況を生み出した。経営者は高齢化し、
思考停止状態に陥り、変化に対応できない。サラ

リーマンはリスク回避に明け暮れ、ルーチンワーク
をこなすだけ。日本を覆う、言いようのない閉塞
感を感じるのは Aさんだけではないはずだ。
そんな時に、中国に行った多くの日本人は、言

いようのない高揚感に包まれる。成長著しい中国
の街には次々と高層ビルが建設される。経営者は
若く、行動は迅速。経験は浅いが、試行錯誤を繰
り返しながら、着実に実力を付けている。
中国に刺激を受けた日本人は、こう考える。「こ

れまでの自分の人生の中で、こんなに大きな刺激
を受けたことがあっただろうか。決められたレー
ルに乗り、定められたコースを走っていただけで
はないのか。しかし今回は、自分で可能性を感じ、
自分の頭で考え、自分から行動を起こそうとして
いる。成長を続ける中国で、自分のキャリアを活
かした仕事をすれば、必ず成功するはずだ。これ
が最後のチャンスかもしれない…」
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中国に夢を感じた人は、書店でも「中国」の二
文字に引き付けられる。中国に関するビジネス書
や中国特集のビジネス雑誌を読み漁る。そして、
自分なりにビジネスを組み立てる。
二度目の訪中。中国人に自分のビジョンをぶつ

けてみる。すると、こんな言葉が返ってくる。「あ
なたの意見は正しい。中国は可能性に満ちている。
しかし、あなたは中国のことを知らない。中国で
は良きパートナーが不可欠だ。だから、私と一緒
に事業をしましょう」
日本でビジョンを語っても、多くの場合、否定

的な意見が返ってくるだけだ。問題点をいくつも
指摘し、失敗例をあげつらう。ましてや、「あなた
の意見は素晴らしい。私と一緒に事業をやりまし
ょう」などという人は皆無に近い。
「中国でビジネスをしよう」という自分の思いつ
きは確信に変わってくる。日本には将来性がない。
これからは中国だ。
中国で日本人が感じるめまいにも似た恍惚感。

日本では失われた人生のチャンス。チャイナドリ
ームは手の届く距離にある。チマチマした日本と
別れを告げ、中国で人生最後の花を咲かせようで
はないか。私は、これを「中国熱病」と呼んでい
る。

中国ビジネスは欧米ビジネスより難しい

私自身、「中国熱病」を経験している。しかし、
幸いにもすぐにビジネスに突入することはなかっ
た。中国人と付き合いながら中国ビジネスについ
て冷静に研究した。その結果、中国人と日本人の
発想の違いや、互いの特殊性が理解できるように
なった。
中国と付き合い始めると、最初は中国の特殊性

ばかりが目に付く。しかし、それはあくまで日本
人の目から見た特殊性に過ぎない。中国市場に進
出しているグローバル企業と日本企業を比較する
と、今度は日本企業の特殊性が目に付く。
「なぜ、日本企業の中国人社員が 1 年で辞めてし
まうのか？」「なぜ、日系企業で働く中国人の給与
水準は欧米系企業の半分程度なのか？」「なぜ、欧
米系企業は管理職や経営陣に現地採用の中国人を
据えるのに、日系企業は日本人が独占しているの
か？」「なぜ、韓国人は家族で赴任地に行くのに、
日本人は単身赴任が多いのか？」「なぜ、欧米系企
業は商取引において契約書を交わすのに、日系企
業は契約書を交わさないのか？」

中国人から指摘される日本企業の問題点の多く
は、海外企業が普通に行っていることである。決
して、「中国の特殊なビジネスに対応しろ」と迫っ
ているのではない。「中国では賄賂が当たり前」な
どと言うと、「中国人の悪い部分は真似せずに、中
国企業の手本になって欲しい」と言われる。
日本人が語る中国ビジネスの極意の多くは、「中

国の特殊性を強調し、特殊な対応のテクニックを
紹介する」というもの。しかし、中国ビジネスに
おいて最も重要なのは、日本本社を含む企業グル
ープ全体のグローバル化である。
中国の法律は変わり続けている。これまでは、

発展途上国ゆえ、外資企業の投資が必要だった。
そして、経済特区を設置し、外資企業への特別待
遇を行ってきた。
中国の外貨準備高が世界一となった現在、中国

が目指すのは輸入促進と対外投資であり、外資の
導入ではない。外資企業の特別優遇制度は廃止さ
れる。今後は中国企業が世界に進出するのだ。
中国企業はグローバル化を図っている。中国企

業がグローバル化を図っている時代に、日本企業
が中国のローカルルールだけに対応するのは本末
転倒だろう。
「中国熱病」は、不景気で停滞する日本から来た
日本人が、好景気で発展する中国の熱に浮かされ
る現象である。
自分本位の中国ドリームをイメージしているだ

けで、中国のことは何も理解していない。中国市
場の調査もせず、中国の同業他社の調査もしない。
また、日本人消費者と中国人消費者の生活スタイ
ルや価値観、嗜好の違いも理解していない。ほと
んどの日本人は、上海や北京といった大都市の高
級百貨店や一流ブランドモールを見るだけだ。地
元の若者が買い物に行く市場や、卸売市場に関す
る流通構造も理解していない。
それでも平気でいられるのは、「中国は日本より

遅れているのだから、日本のことが分かれば中国
でも対応できるはず」と高をくくっているからで
ある。
しかし、中国人と日本人は発想から価値観まで、

あらゆる部分が異なっている。顔も似ており、同
じ漢字を使っているが、中国人の発想は日本人よ
り欧米人に近い。その意味では、常に欧米相手に
ビジネスしている会社ならば、中国でも対応でき
るかもしれない。しかし、日本国内だけでビジネ
スをしてきた大多数の日本企業は苦戦するだろう。
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中国に比べれば、アメリカやヨーロッパの方が法
制度も整っており、ビジネスはやりやすい。中国
ビジネスは欧米以上に難しいのである。したがっ
て、欧米進出以上の綿密な準備を行わなければな
らない。

中国との地理的、時間的、心理的距離の近さ

極東の島国である日本と欧米の距離は遠い。多
くの日本企業の業務は、日本国内で完結しており、
海外との交渉は商社に依存していた。商社の社員
は、これまでも世界各国でカルチャーギャップを
経験していただろうが、一般の企業は海外との交
渉を商社に依存しており、自らカルチャーギャッ
プに悩むケースは少なかった。それでも、生産基
地を海外に移転する段階では、かなりの苦労を強
いられただろう。
生産基地の移転は台湾、韓国に始まり、中国に

落ち着いた。現在の中国との付き合いが、これま
での韓国、台湾、東南アジアと異なるのは、中国
は「世界の工場」であると同時に「世界の市場」
であるということだ。
生産基地の海外移転でも、海外で法人設立を行

い、複雑な政府の許認可をクリアし、外国人を雇
用し、技術指導をして、日本に輸出するようにす
ることは容易ではない。それでも、完成した商品
の販売先は日本企業である。商品加工のコストと
納期、品質に問題がなければ、取り引き上の問題
は少ないはずだ。
海外市場への進出は、生産基地の移転とは異な

る問題が生じる。製品を作るまでの苦労に加え、
販売面の苦労がある。販売先は海外企業であり、
最終的な消費者は外国人だ。商習慣や取引制度の
違い、消費者の嗜好の違いにも対応しなければな
らない。
そんな難しい挑戦であるにもかかわらず、多く

の日本企業は中国市場への進出をもくろんでいる。
最大の理由は地理的条件である。中国は日本の隣
国であり、飛行機で 3 ～ 4 時間の近距離だ。時差
も 1 時間しかない。欧米の企業と取引をする場合、
相手の時刻に合わせると就業時間外に連絡を取ら
なければならない。ほとんど時差のない中国との
連絡は、海外と意識することなく、国内企業と同
じようにできる。
心理的な距離感も近い。日本人と中国人は同じ

肌の色で、同じ文字を使用している。会話は通じ
なくても、筆談ならば何となく意味が通じる。最

近は中国人のファッションも進化しているので、
見た目だけでは日本人と区別が付かない。
宴席でも、乾杯を繰り返し、同じ杯を酌み交わ

す。面子を大切にする中国人の姿は、義理人情を
大切にする日本人と似ている。
日本国内の縫製工場には多くの中国人研修生が

働いているし、中華料理店や居酒屋で働く中国人
を目にすることも多い。一般の日本人が身に着け
ている衣服の 8 割以上は中国製だ。日本の最大の
貿易国は中国であり、あらゆるビジネスで中国と
の関係が深まっている。
中国に出張や観光で出かけると、流暢に日本語

を話す中国人に出会う。皆、とても友好的だ。中
華料理も日本人の舌に合う。旅の印象は、接する
人と食べ物が大きな比重を占めるものだ。
隣国中国が急激な経済成長を遂げ、巨大な市場

が生まれている。その市場に対して世界中の企業
が注目しており、次々と進出している。中国国内
企業も着実に成長している。一方の日本は閉塞感
に覆われている。もはや、将来は中国市場進出以
外にないではないか。そんな夢が膨らむのも当然
である。

世界の一流ブランドは東京に旗艦店を開く

可能性だけ見えて、現実が分からない時にこそ、
夢は膨らむ。成長する中国に夢を膨らませること
は悪いことではない。日本国内に留まっていても、
輸入品、外資企業との競争が待っている。
これまでは日本国内の会社で日本人を雇用し、日

本国内で企画生産し、日本国内の顧客に販売すれば
良かった。将来は、グローバルな人材を活用し、グ
ローバルに企画生産し、グローバルに販売すること
になるだろう。結論から言えば、日本国内に留まる
場合も中国市場に進出する場合も、日本企業はグ
ローバル化を目指さなければならないのだ。
私は、海外に進出する際にはグローバルな視点

で日本を見直す必要があると考えている。日本の
見直しと言っても、「メイド・イン・ジャパンを守
れ」「国内製造業の空洞化を防げ」という製造業視
点ではない。欧米ブランド企業が続々と銀座、青
山に旗艦店を設置している現実に目を向けて欲し
いのである。
中国市場は成長し、日本市場は成熟している。

しかし、日本の GDP は中国と比較してもかなり大
きいのも事実だ。2006 年の日本の名目GDPは 4兆
3,760 億ドル、中国のそれは 2 兆 6,450 億ドルであ

「特殊な中国」から「グローバルな中国」へ
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り日本の 60 ％に過ぎない。
欧米ブランド企業は、日本と中国の規模の違い

を認識している。また、アジア市場戦略の中で、
東京、シンガポール、香港、上海、北京等の役割
分担を考えている。
東京に出店している欧米ブランドのショップも、

実は中国を筆頭とするアジア人の顧客に支えられ
ている。かつて日本人観光客がパリで買い物を楽
しんだように、アジアの観光客は東京で買い物を
楽しんでいる。東京はアジア市場の情報発信基地
であり、ブランドイメージを訴求する舞台である。
東京でブランドイメージを確立し、アジア市場で
販売するという戦略だ。おそらく、単体の店舗で
見れば、地価や人件費の高い東京で採算を取るこ
とは難しいはずだ。しかし、アジア市場トータル
で判断すれば、東京に出店する意味は見えてくる。
同様に、日本企業ももっと東京を見直すべきで

ある。ファッションメディアが集中し、アジアか
ら観光客が押し寄せる東京は、アジア市場戦略に
確固とした位置を占めている。中国市場で成功す
るには、東京に旗艦店を設置することが重要な意

味を持つのだ。
しかし、ファッション情報が少ない中国の現状

を見ると、今のうちに中国国内のプロモーション
に集中的に投資し、一気にブランド認知度を高め
るという戦略も効果的だろう。今なら、日本でブ
ランド価値が確立していなくとも、中国でブラン
ドを確立することも可能だ。しかし、近い将来、
その戦略は破綻するだろう。情報量が増えれば、
何が本物で何が偽物かを中国の消費者も理解する
はずだ。その時こそ、東京の旗艦店が重要になる。
東京には、質の高いグラフィックデザイナー、

建築デザイナー、ショップデザイナー、ファッ
ションデザイナー等の高度な専門知識を持つ人
材が集中している。また、世界の新聞社、出版
社、テレビ局など、マスコミも集中している。
確かに、中国の購買力は旺盛だが、こうしたソ
フトやメディアは東京がリードしている。アジ
アスケールの視点で東京の資産を活用し、アジ
ア視点のマーケティング戦略を組み立てること
が問われているのだ。


