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1．はじめに
「得意先が中国に進出したからわれわれも出ま

した」というのが多くの日本企業に見られる中国
投資の理由の一つであろう。これまでの日本企業
の中国進出の歴史を振り返ると、ビジネス面で影
響力を持つ大企業が中国に工場建設を行い、日本
から中国の新しい工場に生産活動を移管すること
が引き金となり、大企業傘下の関連会社や大企業
に部品・材料などを供給する多くの納入業者が中
国への事業のシフトを行ってきた経緯を見て取る
ことができる。
「既存のビジネスを確保するために得意先を追

いかけ、とにかく中国に出る」−系列会社や納入
業者などは、いわば「選択肢なし」の状況下で中
国進出を決断することが多い。この意味では、こ

れまでの日本の中小企業の対中国直接投資は、大
企業が構築するサプライ・チェーンのなかにとど
まろうとする企業の本能的な行動の現れであった
とも言えよう。

中国商務部の統計 1 によれば、近年、日本の対
中国直接投資実行額は 2005 年の 65.3 億米ドルを
ピークに、その後は低迷状態が続いており、2009
年の直接投資の実行額は 41.0 億米ドルであった。
筆者は、日本の対中国直接投資低迷の背景には、
日本企業の投資が製造業向け投資から販売・サー
ビス業向け投資へと重心を移していること、そし
て中国の投資環境が悪化していること（外資優遇
政策の調整、人件費の高騰、人事・労務対応の難
しさなど）があると考えている。

本稿では、中国の投資環境が厳しさを増し、事
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Point
❶	 	近年、日本の対中国直接投資は、金融業（銀行・証券・保険）向け投資を除くと、右肩下がりの低
迷状況が続いている。大手企業の中国投資に一服感があり、また、中小企業の中国投資は、中国の
事業環境が厳しさを増すなかで足踏み状況にある。

❷	 	中小企業は規模の経済の恩恵を享受することができないという構造的な弱みを持つ。従って、スケー
ルメリットの創出努力を行うことが企業にとっても、企業支援を行う様々な組織にとっても大切な
課題である。

❸	 	本稿では、中国事業の難度が上がりつつあるなかで、中小企業が本来持つ強みを活かすための事業
環境づくりに焦点を当てた対応策の検討を行うと同時に、若干の提言をさせていただきたい。

1  中国商務部の直接投資の統計は金融業（銀行・証券・保険）向けの投資を含まない。
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業の難度が上がりつつあるなかで、中小企業が本
来持つ強みを活かすための事業環境づくりに焦点
を当てた対応策の検討を行うと同時に、若干の提
言をさせていただきたい。

2．�中小企業の中国事業を考えるための基本的
フレームワーク

図表 1 は、日本の中小企業が海外事業の展開を
行う際に企業経営に求められる体力と能力につい
て概念的に示したものである。

まず、企業の国際化の発展段階（準備期→輸出
期→海外進出期）を視野に入れ、日本の中小企業
を四つの類型に分け、次に、本稿で取り上げる二
つの企業群、すなわち「海外進出の体力がある企
業群」と「海外進出の体力に欠ける企業群」に関
して、それぞれ「能力強化策」と「基礎体力強化策」
を例示した。

これらの二つの企業群についてごく簡単な説明
を加えると次のようになる。

第一に、「中国進出の体力がある企業群」は、既
に中国に直接投資を行い、製造拠点、開発設計拠
点、販売拠点などを持っているか、現在、中国に

進出する計画を持つ企業群である。この企業群の
経営活動においては、中国の工場で生産した製品
を日本に持ち帰り、日本市場で販売することや中
国の工場で生産した部品・材料を中国の日系企業
向けに販売することなどが事業領域の中心にある。

第二に、「中国進出の体力に欠ける企業群」にお
いては、当面は、日本からの製品輸出、委託加工
貿易、海外の代理店を経由した販売、アウトソー
シング活動などに注力しながら、会社の基礎的な
体力を鍛えることに徹したほうがよい。そして、
機を見て中国に駐在員事務所を設置するか、思い
切って現地法人を設立するかの段階に入るのが通
常の進め方であろう。

3．�中小企業の強みを活かすための環境づくり
の重要性

スケールメリット追求のメカニズムの形成
中小企業は、一般的な言い方をすれば、規模の

経済の恩恵を享受することができないという構造
的な弱みを持つ。これは、中小企業の規模の小さ
さと経営資源の不足などがもたらす基本的な弱み
であり、従って、スケールメリットの創出努力を

図表 1　中小企業の海外事業に求められる能力

良質な大企業と
同じ能力を持つ企業群

次の世代の経営に託する企業群

海外進出の体力が
ある企業群

海外進出の体力に
欠ける企業群

能力強化策

基礎体力強化策

事業の国際化は不可欠
海外視察
海外短期派遣
継続的な情報収集

現地経営能力
販売能力
パートナリング
ITの活用

日本からの輸出
委託加工貿易
海外代理店販売

出所：筆者作成
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行うことが大きなテーマの一つになる。
このことは、単一の中小企業で成し遂げられる

ものではない。従って、同業他社や異業種企業な
どを含めた複数企業のスケールメリットの追求を
業界関係者がどのように支援するかが大切な課題
になる。

コア業務に専念できるメカニズムの組み立て
大企業の場合には、中国で事業を行う事業部門

別の現地法人を戦略的に統括すると同時に、個々
のグループ会社に対し、各種のサービスを提供す
る地域本社が組織されていることが多い。このよ
うな中国地域本社は図表 2 に示されるような機能
を持つ。

地域本社を持つ余裕のない企業は、例えば、法
務対応や人材教育対応などについては専門サービ
スを提供する外部組織に依存することになる。

また、シェアードサービスというのは、大手企
業グループの一員である小規模企業の現地法人や
駐在員事務所に対し、大手企業が持つ地域本社が、
人事・労務や財務・会計などの業務領域で提供す
る各種のサービスを指すものである。グループ会
社の現地法人や駐在員事務所は地域本社に対して
サービスの対価を支払う。小規模現地法人や駐在
員事務所は、地域本社とのサービス契約に基づき

人事・労務業務や財務・会計業務などをこなすこ
とができ、自分たちは自らのコア業務に専念でき
る。

地域本社を持つ余裕のない企業は、人事・労務
業務や財務・会計業務などを自ら行うための最低限
度の組織を持つかどうかの選択を迫られるが、実
際の場面では、中小企業は自分たちで非コア業務
領域の仕事を行うことが多く、対策が必要である。

中国の事業環境が厳しさを増すなかで、中小企
業が非コア業務を引き受けてくれる第三者組織の
組み立てについて具体的な形で検討し、できるこ
とから実行に移す必要がある。

現実的なアプローチの実例：�
テクノセンター（深圳市）
「進出した中小企業にとって、テクノセンター

の存在は心強い。従業員はセンターが一括採用し
てくれる。従業員の教育から、管理職を対象にし
た品質管理教育や日本語教育までしてくれたうえ、
各種の勉強会も頻繁に開いてくれる。（中略）企業
のメリットは教育にとどまらない。各社とも色々
な設備を持ち込んでいるから、自分の会社の機械
が故障したときには、他社から簡単に借りること
ができる。工場と工場の間には垣根がなく、部品
や製品の倉庫も共同で使える。部品や材料の購入

図表 2　地域本社の機能

・地域代表機能

・法務、ブランド・マネジメントなど

・人材開発

・事業開発支援

・研究開発支援

・グループ会社管理

・シェアードサービス
 （人事・労務、財務・会計、情報システム、購買など）

出所：筆者作成
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先が分からなければ、管理スタッフに相談すれば、
探してくれる。中国当局との交渉や輸出入の通関
業務もセンターが一括してやってくれる。情報も
共有化できる」2

これは中国華南の地で中小企業の支援活動を
行っている石井次郎さんの半生を描いたノンフィ
クション小説の一節を引用したものである。中小
企業への支援をこのような形で具現しているテク
ノセンターの取り組み 3 は高く評価される。テク
ノセンター入居企業の人事・労務業務、財務・会
計業務、貿易業務などの業務をテクノセンターが
請け負い、テナント企業に対し業務サービスを行
う。テナント企業は業務サービスの対価を支払
う。このようなメカニズムの存在があって初めて
中小企業は本来のコア業務に専念できる。

香港工業総会の提言：�
「群れ」の形成によるスケールメリットの追求

2010 年 10 月末、香港工業総会（The Federation 
of Hong Kong Industries）は、香港の中小製造企業
の 競 争 力 強 化 策 に 関 す る 報 告 書、Hong Kong 

Manufacturing SMEs: Preparing for the Future 4 を出し
た。

この報告書は、広東省珠江デルタ地域で事業を
行う香港中小製造企業が、日増しに事業環境が厳
しくなるなかで、何をなすべきかについて詳細な
調査と分析に基づく提言をしている。

本報告書の記述のなかで、筆者が最も印象深く
受け止めた個所は、「集団的な事業行動の可能性」
についての提言 5 である。これは、中小企業がス
ケールメリットを追求するため、複数の会社が団

結することでより大きな効果を生み出そうという
考え方に基づく提言である。

報告書では、「集団的な事業行動」の例として、
広東省の各地に工場を持つ香港の複数の電気メッ
キ会社が一つの工業団地に集結し、製造面、調達
面や販売面などの領域で共同歩調を取りながらス
ケールメリットを追求するというケースや複数の
中小製造企業が共通の原材料を共同調達する試み
などが紹介されている。

また、非コア業務としての財務・会計業務や情
報システム関連業務、そして倉庫関連業務などを
個別企業としてもしくは複数企業としてアウト
ソースすることについても提言されている 6。

本報告書は、香港企業に「群れ」の形成による
スケールメリットの追求を提言しており、このこ
とは、中国事業の推進において同じような苦悩の
道を歩んでいる日本の中小企業に対しても重要な
示唆を与えるものである。

4．�新しい IT環境が企業を変える：�
クラウドは中小企業の救世主

シェアードサービスとクラウド
中小企業にとっては、シェアードサービス機能

を組織化することによりコア業務に専念できるよ
うなビジネス環境づくりが大切である。最近、実
務の分野で使われ始めたクラウドコンピューティ
ングは、シェアードサービス機能のクラウド空間
による利用を実現することができるので中小企業
の「駆け込み寺」になりうる 7。

中小企業がクラウドを活用するメリット
中堅・中小企業がクラウドを使ってビジネスを

2  佐藤正明『望郷と訣別を−中国で成功した男の物語−』文藝春秋、2003 年、505 〜 506 頁。
3  テクノセンターの概要については同社のウェブサイトを参照。http://www.technocentre.com.hk/（2010 年 11 月 12 日アクセス）。
4   The Federation of Hong Kong Industries, Hong Kong Manufacturing SMEs: Preparing for the Future, Hong Kong: The Federation of 

Hong Kong Industries, 2010. http://www.industryhk.org/english/survey/files/MadeInPRD_III_ENG_2010.pdf（2010 年 11 月 12 日
アクセス）。

5  Ibid., pp.114 - 115.
6  Ibid., p.98.
7  拙稿「クラウドコンピューティングと中国ビジネス」、『経営センサー』No. 116、2009 年、32 〜 41 頁。
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行うメリットについてまとめ、示したものが図表
3 である 8。

企業は、情報システムを構築し、「資産として保
有」するのではなく、クラウドが提供する各種の

「IT サービスを利用」することで、図表 3 に示し
たような多くの利点を生み出すことができる。

経営資源に乏しく、規模の経済の観点からもハ
ンディキャップを背負う中小企業にとってクラウ
ドコンピューティングの活用は企業のコスト競争
力を高めるだけでなく、中国市場開拓に割ける時
間を生み出したり、従来であれば難しかった新し
い IT サービスの提供を受けることを可能にした
りする。

また、例えば複数の中小企業が各種の IT サー
ビスを共同で利用することにより、中小企業の間
での「集団的な事業行動」の展開がやりやすくなり、
スケールメリットの実現に向けた共同歩調を取り
やすくなるという利点が生まれる可能性がある。

5．おわりに代えて
本稿では、事業の難度が上がりつつある中国に

おける事業環境づくりの観点から、「集団的な事業

行動」や「シェアードサービスの集団的な利用」、
そして「クラウドの集団的な活用」などの経営的
意義について論じてきた。

複数の中小企業が連携し、事業展開や経営管理
の面でスケールメリットを追求することが中国事
業の推進においてますます重要になっており、政
府関連機関や業界組織なども中小企業の「集団的
な事業行動」や「シェアードサービスの集団的な
利用」などを重視し、中小企業の経営能力の強化
と基礎体力の向上に向けた支援を行うことが大切
である。

以下、中小企業支援の観点から幾つかの点に触
れ、本稿のまとめに代えたい。

（1）�中小企業支援における政府の能動的役割：
米国の国家戦略に学ぶ

米国の National Export Initiative（国家輸出戦略、
以下、NEI と記す）報告書 9 が 2010 年 9 月 16 日
にオバマ大統領に提出された。

筆者は、何よりもまず、NEI の戦略的なプライ
オリティのトップに中小企業輸出振興策が掲げら
れていることに注目している。この目標を実現す

8  中村輝雄編『クラウドで会社をよくした 13 社−中堅・中小企業の導入事例−』リックテレコム、2010 年、15 頁。
9   National Export Initiative, REPORT TO THE PRESIDENT ON THE NATIONAL EXPORT INITIATIVE: The Export Promotion 

Cabinet's Plan for Doubling U.S. Exports in Five Years, Washington D.C.: U.S. Department of Commerce, 2010.
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/nei_report_9-16-10_full.pdf（2010 年 11 月 12 日アクセス）。

図表 3　中堅・中小企業におけるクラウド活用のキーワード

出所：中村輝雄編『クラウドで会社をよくした 13社－中堅・中小企業の導入事例－』リックテレコム、2010 年、15 頁

活用カテゴリー 概　要

①コスト削減 自社購入で設置していたサーバーなどの IT 設備をクラウドに換えることで、導入コストやランニングコスト、管理
負担などに要する TCO（総保有コスト）や業務コストを削減する。最も基本的なクラウドのメリット。

②売上アップと新規事業の創出 高額なIT投資を必要とせず、スピーディーにサーバーを立ち上げられるクラウドの利点を活かし、臨機応変にマーケッ
トに対応した新規事業を創出することで売上アップにつなげていく。

③ワークスタイルの変革
ほとんどの IT リソースをクラウド側で管理することに加えて、シンクライアントの特性を活かすことで、いつでも
どこでも仕事ができるようにするという新しいワークスタイルに向けた取り組み。高いセキュリティを持つクラウド
サービスを利用し、在宅勤務体制を構築する事例も出てきている。

④遠隔地拠点間の協働体制 迅速にソフトウェア開発環境を立ち上げられるクラウドを開発シーンに取り入れ、開発期間の短縮を実現しているな
ど。また、協力パートナーとの分散開発のインフラとしても利用され、開発の効率化やコスト削減につながっている。

⑤情報セキュリティ対策
一般に情報セキュリティは、クラウドを導入する際のハードルとして捉えられるが、その点を考慮したクラウドサー
ビスも提供され始めている。これを受け、中堅・中小企業の中には情報セキュリティの対策として、クラウドを積極
的に活用しようという動きも出始めている。

⑥スムーズなSaaS 利用
ソフトを利用する際のクラウドサービス基盤として活用され始めた。今後は、政府の後押しもありSaaS によるアプ
リケーション利用が進むと見られている。中堅・中小企業単独では開発できないような様々なアプリケーションが
SaaS として利用でき、企業競争の底上げも期待できる。
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るために、米国政府機関は、①輸出活動を開始も
しくは拡大しようとする中小企業の発掘、②中小
企業の輸出を成功に導く準備、③輸出機会発掘へ
の支援、そして④輸出機会発掘後の支援などを行
う。

今回の NEI 報告書を読み、米国企業の輸出拡大
に対する米国政府の強い意思と “能動的な支援”
の推進について理解することができた。特に、米
国の輸出拡大の鍵を握る中小企業の活動に対する
支援策の詳細を見ていると、日本の政府関係者や
企業支援を行う者に対しても政策的含意を提示し
ているということを感じざるを得ない。

（2）日本の中小企業支援について
日中関係を経済面から強化するため、政府関連

機関などの企業支援組織は、まず日本の中小企業
の中国事業振興策を明確な形で打ち出すことが必
要である。そして政府関連機関もしくは企業支援
組織の立場から中小企業育成の考え方を明確にし
たうえで、“能動的な支援”を行うことが大切である。

政府関連機関などの企業支援組織が行う支援活
動の推進に当たっては、産業分野別・地域別に育
成すべき企業を選び、米国の NEI の場合と同じよ
うに、企業支援組織から能動的な働きかけを行う
ことが必要であり、ここにおいては近未来の中国
ビジネスを担う企業家精神に富む中小企業の発掘
と計画的育成という視点の確立が重要である。

（3）人材対応に関する現実的な提言
最後に、本稿では考察することができなかった

中小企業の人材対応について、筆者の経験に基づ
き一つだけ現実的な提言を行いたい。

近年、中国進出といえば、上海、蘇州、北京な
どに会社を設立し、スタートの段階から中国本土
で戦いを構築する企業が多い。工場生産が中心で
あれば、こういう方法で事業の推進ができる。し
かしながら、現在、日本企業の中国事業において
は、生産活動中心の時代から中国市場での販売・
サービスを含めた全体的な企業経営の時代へと確
実に重心が移動している。

中国市場開拓の歴史を振り返ると、世界の有数企
業は香港を基地として仕事を始めた経緯がある。多
くの世界の企業が香港で腕を磨いて、中国大陸に
入って行った例は多く、枚挙に遑

いとま

がない。
香港で築き上げた販売・サービスの業務能力を

中国本土に移植する際、香港人スタッフが果たし
た役割は大きなものであったと思う。香港人ス
タッフと上海や北京の関係者が日常的なコンタク
トを取るなかで販売・サービス業務などの基本と
ノウハウが中国側の組織に伝わっていったことを
よく覚えている。

香港を含めた華南ビジネスの現場で鍛えられた
人材は貴重である。「貿易商社・香港」を支える力
強い人的資源は、販売・マーケティング人材と財
務・経理人材であり、最近ではエンジニアリング
や情報システムに精通した人材も育っている。優
れた香港の人材を使わない手はない。

中国における販売・サービス事業を含めた全体
としての事業運営強化のために、香港の人材を大
いに活用していただきたいと思う。

中小企業の中国事業を考える視点


