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はじめに
グローバル化の中でアジアが中核をなす時代に

入って久しい。企業成長の重要な部分をアジア事
業から生み出さなければ企業成長がおぼつかなく
なる新しい時代─こうしたアジアの時代に中国が
企業の戦略ターゲットの中心的存在になっている
ことはご承知の通りである。

世界の企業がアジア事業や中国事業を強化する
中で、例えば目を米国に転じると、「若者よ、東へ
行け（"Go East, young man"）」という言葉に表さ
れるように、MBA 取得者や若者世代の人たちがア
ジア、特に中国大陸の地に職を求めて移っている

さまがビジネス誌や新聞などで報道されており、
アジア熱が高まっている。

アジアの成長を牽
けん

引
いん

する世界第 2 位の経済大
国・中国ではビジネス競争が熾

し

烈
れつ

化している。ま
た、中国ビジネスを取り巻く最近の環境は、中国
経済の成長率鈍化傾向にも見られるように以前よ
り厳しいものになってきており、これに持続的な
人件費上昇などのコスト要因や人的資源上の制約
要因などが加わっている。中国事業の難度は明確
に上がっている。

2012 年はアジア事業のリスクについても考えさ
せられた年であった。スズキのインド子会社にお

アジアの時代の中国ビジネス
—ビジネス環境の変化と日本企業の対応—

Point
❶�� ��グローバル化の中でアジアが中核をなすアジアの時代に中国が世界の企業の戦略ターゲットに
なっており、日本企業も対中国直接投資を増やしている。

❷� 	在中国日系企業・米系企業の最近の実態調査によれば、人件費も含めたコストの上昇が経営上の
問題点のトップに挙げられている。また、人的資源の制約も深刻な問題であり、日系企業・米系
企業はさまざまな対応策を講じている。

❸� �中国市場は、タブレット PCとスマートフォンの事例を踏まえてみると、世界市場で中心的な位
置を占めつつあり、中国市場での販売は重要な意味を持つ。

❹� �アジア事業の全体像を踏まえた上で中国事業の位置づけを明確にし、貿易・投資戦略を打つこと
が大切である。

❺� �企業は、中国社会が直面している課題にイノベーションで応え、中国との共同プロジェクトなど
を通じて新しいビジネスを生み出すことができると同時に、中国社会の変革に寄与できる。
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ける暴動事件や中国各地における反日運動や暴動
はわれわれの記憶に新しい。こうしたリスク要因
はどの国で事業を行う場合にも何らかの形で存在
している。企業は、事業活動の選択肢を広げるこ
となどにより、企業価値を増やすことが必要であ
ろう。

本稿では、ビジネスの主戦場・中国における事
業と経営への取り組みについて、中国事業環境の
最近の状況を踏まえ、日本企業の中国現地法人が
直面する事業上の問題点を考察すると同時に、ア
ジア事業の総合的構築を視野に入れ、日本企業の
経営課題を論じる。

1．日本の対アジアおよび対中国直接投資の動向
（1）日本の対アジア直接投資

日本の対外直接投資額（Net）は 2013 年上半期
（1 〜 6 月）、速報ベースで 5 兆 2,098 億円、対前
年同期比 3.2% 増であった 1。日本の対外直接投資
は、アジア向けの投資が牽引し、ほぼ順調な回復
軌道に乗っている。

日本の対アジア直接投資の 2007 年から 2012 年
までの推移を主要国（含む地域）別にみると図表
1 に示すようになる。

対中国直接投資は順調な拡大をみせている。
2011 年には直接投資額が 1 兆円を超え、2012 年
の実績も 2011 年とほぼ同水準であった。韓国向
け、インドネシア向け、そしてベトナム向けの直
接投資は順調な拡大軌道に乗っている。タイ向け
の 2012 年の直接投資は減少した（製造業向け直
接投資額は 2,988 億円、対前年比 35.1% 増となっ
たものの非製造業分野、金融・保険業において資
金の引き揚げが増加した）。対インド直接投資は、
2008 年をピークに 2009 〜 2011 年は減少傾向が
続いていたが、2012 年は上昇に転じた。

（2）日本の対中国直接投資
まず、これまでの日本の対中国直接投資実行額

の推移を、中国商務部統計（金融業向け投資は含
まれていない）に基づき、多少長いスパンでみる
と図表 2 に示すようになる 2。鄧小平が改革開放

1   財務省のウェブサイト、「国際収支統計・報道発表資料」を参照。http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_
payments/release_date.htm（2013 年 9 月 29 日アクセス）。

2   1992 年から 2011 年までのデータについては中華人民共和国国家統計局編『中国統計年鑑』各年版に収められた数字を参照。2012
年のデータについては中国商務部のウェブサイト、「中国投資指南」を参照。http://www.fdi.gov.cn/1800000121_49_2571_0_7.html

（2013 年 9 月 29 日アクセス）。

図表 2　日本の対中国直接投資実行額の推移
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出所：�『中国統計年鑑』各年版などに基づき筆者作成�
（2012年は商務部「中国投資指南」を参照）

図表１　日本の対アジア直接投資額の推移
（アジア主要国・地域向け投資）

（単位：億円）
　 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
中国 7,305 6,700 6,492 6,284 10,046 10,759
香港 1,329 1,339 1,522 1,768 1,181 1,880
台湾 1,628 1,101 327 -101 685 90
韓国 1,533 2,447 1,014 936 1,944 3,197
シンガポール 2,626 1,122 2,706 3,319 3,517 1,283
タイ 3,063 2,093 1,523 1,983 5,576 464
インドネシア 1,207 739 459 409 2,876 3,039
マレーシア 379 618 578 906 1,148 1,052
フィリピン 1,244 737 773 433 807 584
ベトナム 562 1,130 531 636 1,495 2,049
インド 1,782 5,429 3,443 2,411 1,814 2,228
アジア 22,826 23,790 19,427 19,035 31,209 26,778
　　　製造業 14,549 16,676 10,137 12,505 17,159 17,663
　　　非製造業 8,278 7,114 9,290 6,530 14,049 9,115

出所：財務省「国際収支状況・報道発表資料」より筆者作成
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の加速を呼びかけた「南巡講話」が行われた 1992
年を起点とし、2012 年までの統計数値をグラフ化
したものである。

中国は、「南巡講話」をきっかけに市場経済化と
グローバル化の流れに乗り、2001 年の WTO（世
界貿易機関）加盟を経て、世界が見守る中で、市
場開放と制度改革を追求することになった。

近年の日本の対中国投資実行額は、2006 年から
2010 年までの間、低迷状況が続いていたが、2011
年には 63.3 億米ドルと盛り返し、2012 年には
73.8 億米ドルと過去最高を更新した。なお、2012
年の対中国直接投資額を国別・地域別にみると、
トップ 5 は、香港、日本、シンガポール、台湾、
そして米国であった。ちなみに、2011 年のトップ
5 と比較してみると、日本とシンガポールがそれ
ぞれ第 2 位、第 3 位に上がり、台湾は第 2 位から
第 4 位に後退した。

日本の 2013 年 1 〜 7 月の直接投資実行額は
51.8 億米ドル、対前年同期比 9.6％増と好調な推
移を示している 3。今後の実行額の伸び次第では
2013 年の日本の対中国直接投資実行額は 2012 年
の記録を更新する可能性がある。

最後に、中国の反日運動について簡単に触れて
おく。これまで大規模な反日運動が 2 回起き、中
国で事業を行う日本企業に大きな衝撃を与えた。
2005 年 4 月に発生した反日運動と 2012 年 9 月に
起きた運動である。後者のケースでは、一連の運
動もしくは暴動により、直接的被害を受けた日本
企業も少なくない。日本企業の多くは「腹を据え
て」中国ビジネスの拡大を目指しており、筆者は
日中両政府に日中ビジネス界の活動をサポートし
ていただきたいと願っている。

2．	中国ビジネス環境と企業の挑戦	
─日米企業がみた中国事業環境

（1）マクロ的な環境
中国経済はグローバル化の中で世界経済の影響

を受けながら進展を続けている。2013 年上半期（1
〜 6 月）の実質 GDP（国内総生産）成長率（対前
年同期比）は 7.6％となり、2012 年の 7.7％ 4 をわ
ずかに下回った。足元で起きている経済成長率低
下の直接的な要因としては国内外の需要の低迷が
挙げられる。

なお、中国の実質 GDP 成長率（対前年比）の
推移について記せば次のようになる。リーマン・
ショックが起きた 2008 年の成長率は 9.6％、2009
年の成長率は 9.2％、2010 年の成長率は 10.4％、
そして 2011 年の成長率は 9.3％であった 5。

ここで、GDP の成長率に加えて、中国における
工業生産に関係するデータの一つとして工業増加
値（工業付加価値）を取りあげておきたい。中国
の工業付加価値額伸び率（対前年比）の推移を示
すと図表 3 に示すようになる。

工業付加価値伸び率は、2010 年にいったん回復
したが、その後は右肩下がりの状況になっており、

3   前掲、「中国投資指南」に掲載された統計を参照。http://www.fdi.gov.cn/1800000121_49_3896_0_7.html（2013 年 9 月 29 日アク
セス）。

4   2012 年の実質 GDP 成長率（対前年比）については、国家統計局はこれまでの 7.8% から 7.7% へと小幅に下方修正した。中華人民共
和国国家統計局のウェブサイトに掲載された公告（2013 年 9 月 2 日付）を参照。http://www.stats.gov.cn/tjdt/zygg/gjtjjgg/
t20130902_402923828.htm（2013 年 9 月 29 日アクセス）。

5  前掲、国家統計局ウェブサイトに掲載された統計数値を参照。http://www.stats.gov.cn/（2013 年 9 月 29 日アクセス）。

図表 3　 中国の工業付加価値額伸び率の推移 
（対前年比）
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出所：中華人民共和国国家統計局資料に基づき筆者作成
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最初に述べた GDP 伸び率と同様の傾向が現れて
いる。外資系企業の工業付加価値額の伸び率は、
中国の工業企業全体 6 の工業付加価値額伸び率よ
り多少低い数字になっているものの、傾向的には
同じような推移を示している。

（2）在中国日系企業の経営上の問題点
日本貿易振興機構（以下、ジェトロと記す）は

2012 年 10 月から 11 月にかけて、アジア・オセア
ニアの国・地域に進出する日系企業に対し、現地
での活動実態に関するアンケート調査を実施し
た。本稿では、ジェトロが行った実態調査の中か
ら中国で行われた調査に関する報告書 7 を取り上
げ、在中国日系企業の経営上の問題点に焦点を当
て論述する。ジェトロの中国における実態調査で
は、1,268 社に回答の依頼が行われ、854 社（製造
業 532 社、非製造業 322 社）から有効回答があっ
た（有効回答率 67.4%）。

まず、中国の日系企業における経営上の問題点
のトップ 5 を図表 4 に示す。

経営上の問題点のトップに「従業員の賃金上昇」
があげられている。2011 年度調査においてもこの
項目が問題点の 1 位を占めていた。

中国における人件費の高騰問題は日系企業だけ

でなく全ての企業に共通する問題であり、特に労
働集約型産業においては深刻な対応課題である。
コストの問題は、事業競争上の「コスト削減圧力」
としても感じ取られている。なお、2011 年度調査
で経営上の問題点の 2 位だった「調達コストの上
昇」は 2012 年度調査では 8 位になった。

次に、人的資源に関する項目について触れる。
経営上の問題点の 2 位と 5 位はいずれも中国の労
働市場で獲得できる人材の能力や質に関わるもの
である。中国の日系企業の多くが事業運営の中で
引き続き人材の能力や人材の質に関わる領域で大
きな問題点を抱えながら経営を進めざるを得ない
状態にあることは、後述の米系企業の実態調査結
果と合わせて考えると、極めて深刻な事態である。

更に、特筆すべき項目として「主要販売市場の
低迷（消費低迷）」を挙げることができる。2012
年度調査においては、2011 年度調査結果と比べて
回答割合が 23.7 ポイント増加し、経営上の問題点
の 10 位になったからである。

最後に、「2012 年の営業利益見込み」を「黒字」
と答えた在中国日系企業の割合は 2012 年度調査
では 57.2％であり、2011 年度の 62.1％から 4.9 ポ
イント低下した。

6   一定の規模以上の工業企業が統計の対象である。2011 年以降は年商 2 千万元以上の全ての企業が、2007 年から 2010 年までは年
商 5 百万元以上の全ての企業が対象になっている。

7   日本貿易振興機構海外調査部中国北アジア課編『在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査−中国編−（2012 年度調査）』日
本貿易振興機構、2013 年。http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001200/cn_corp_research_2012.pdf（2013 年 29 日アクセス）。

図表 4　日本企業を取り巻く中国事業環境

経営上の問題点（全分野上位項目、複数回答）

1位 従業員の賃金上昇 84.4%
2位 現地人材の能力・意識 55.5%
3位 競合相手の台頭（コスト面で競合） 53.4%
4位 限界に近づきつつあるコスト削減 50.9%
5位 従業員の質 50.4%

出所：�日本貿易振興機構海外調査部中国北アジア課編『在アジア・オセアニア日系企業活動実態調
査−中国編−（2012年度調査）』日本貿易振興機構、2013年に基づき筆者作成
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（3）在中国米系企業のビジネスチャレンジ
上海美国商会（ The American Chamber of 

Commerce in Shanghai、以下、上海米国商会と記
す）は 2012 年 11 月に在中国米系企業の経営実態
に関するオンライン調査を実施した。本稿では、
上海米国商会の報告書 8 に基づき、中国の米系企
業の主要なビジネスチャレンジに焦点を当て論述
する。上海米国商会の調査には 420 社が参加した

（回答率 25%）。
まず、中国の米系企業におけるビジネスチャレ

ンジのトップ 5 を図表 5 に示す。
ビジネスチャレンジのトップに「コストの上昇」

が挙げられている。回答企業の 91.8% が「コスト
の上昇」がビジネスチャレンジだと答えた。ここ
で 91.8% という数字は、「コストの上昇」が「深
刻にビジネスを妨げた」（45.2%）に「いくらかビ
ジネスを妨げた」（46.6%）を加えたものである。
2011 年度の調査においてもこの項目がビジネス
チャレンジの 1 位であった。上海米国商会の前掲
報告書によると、「コストの上昇」の主な要因は人
件費、税、そして材料費であった。

ビジネスチャレンジの 2 位から 5 位までの項目
と順位は 2011 年度調査と同じであった。特に、

「人的資源の制約」状況はこれまでほぼ 10 年にわ

たって続いていると前掲報告書は記述している。
中国の米系企業は、採用、育成、つなぎとめなど
に大変な努力をしている。こうしたことにかかる
費用は決して小さなものではないと筆者は考える。

ビジネスチャレンジの 3 位を占める「国内競争」
については、中国地場企業との競争が厳しくなっ
ていることに触れておきたい。2012 年度の調査に
よれば、とりわけ中国の民間企業との競争が従来
に比べ激しさを増した。

上海米国商会の調査報告書のまとめとして、筆
者は次の二点に触れておきたい。第一点は、最近
の事業の収益性についてである。「利益が出た」と
答えた企業の割合が 2010 年の 79.1% をピークに
2011 年 78.0%、2012 年 73.1% と 2 年連続して減
少した。中国の米系企業においても経営面で苦労
が続いている。第二点は、中国事業に取り組む姿
勢についてである。回答企業の約 91% がこれから
の中国事業に対して楽観的な見通しを持っている
ことは中国で事業を行う米系企業の基本的なスタ
ンスを示すものとして重要である。そして、「中国
市場における販売のために中国生産もしくは輸入
を行う企業」の割合は 2012 年度調査では 87.9%
と 2010 年度調査時点の 81.5% から大きく増えて
いることも特筆されるべきだ。

8   The American Chamber of Commerce in Shanghai, 2012 - 2013 China Business Report, The American Chamber of Commerce in 
Shanghai, 2013. http://www.amcham-shanghai.org/ftpuploadfiles/Publications/ChinaBusinessReport/AmChamSh-2012-China-
Business-Report.pdf（2013 年 9 月 29 日アクセス）。

図表 5　米国企業を取り巻く中国事業環境

ビジネスチャレンジ（上位項目、複数回答）

1位 コストの上昇 91.8%
2位 人的資源の制約 89.4%
3位 国内競争 76.1%
4位 市場成熟度不足 75.8%
5位 腐敗・詐欺 68.8%

出所：�The�American�Chamber�of�Commerce�in�Shanghai,�2012�–�2013�China�Business�Report, �
The�American�Chamber�of�Commerce�in�Shanghai,�2013に基づき筆者作成

アジアの時代の中国ビジネス



経営センサー　2013.11
4646

3．	中国市場を考える視点─タブレットPCと
スマートフォンの事例を踏まえて

（1）	東アジア（韓国、中国、そして台湾）企業
の躍進

タブレット PC とスマートフォンの快進撃が続
いている。米国の調査会社、International Data 
Corporation（以下、IDC と記す）の予測 9 によれば、
2015 年にはタブレット PC の世界出荷台数が従来
型 PC（デスクトップ PC・ポータブル PC）の世
界出荷台数を年ベースで抜き去るという。ちなみ
に、IDC の 2013 年の従来型 PC 世界出荷台数見通
し は 3 億 1,530 万 台（ デ ス ク ト ッ プ PC が 1 億
3,440 万台、ポータブル PC が 1 億 8,090 万台）で
あり、タブレット PC の世界出荷台数は 2 億
2,730 万台である。

前掲 IDC のスマートフォンの 2013 年世界出荷
台数見通しは 10 億 1,320 万台であるので、移動体
通信端末の領域では 2013 年にスマートフォン出
荷台数が従来型携帯電話の出荷台数を上回りそう
な状況にあると言ってよいだろう。

ここでは、こうしたマクロ的な環境下で、タブ
レット PC ビジネスとスマートフォンビジネスの
最近の状況について行論に必要な範囲で記してお
きたい。

まず、タブレット PC について述べる。2013 年
第 2 四半期のタブレット PC の世界出荷台数トッ
プ 5 は、IDC の推計 10 によれば、サムスン電子

（シェア 30.4%）、アップル（同 13.1%）、LG（同
5.1%）、レノボ（同 4.7%）、そして中興通訊（同
4.2%）であった。ビジネスの激戦区・中国のタブ
レット市場で苦戦するアップルの状況について各
種メディアが IDC の調査データや同社リサー
チャーのコメントなどを引用しながら報道してい

る。ここで、中国におけるタブレット PC の 2013
年第 2 四半期出荷台数シェアトップ 3 を記せば、
ア ッ プ ル（ シ ェ ア 28%）、 サ ム ス ン 電 子（ 同
11%）、そしてレノボ（同 8%）であった模様で 
ある。

次に、スマートフォンについて述べる。2013 年
第 2 四半期のスマートフォンの世界出荷台数トッ
プ 5 は、米国の調査会社、Strategy Analytics の推
計 11 によると、サムスン電子（シェア 33.1%）、
アップル（同 13.6%）、LG（同 5.3%）、中興通訊（同
5.0%）、華為技術（同 4.8%）であった。世界で最
大のスマートフォン出荷台数を誇る中国では上記
の中国企業 2 社に加えて、レノボ、Coolpad ブラン
ドのスマートフォンで成長する深圳市の宇龍計算
機通信科技、新興企業の北京小米科技などが躍進
を続けており、筆者は、こうした中国地場企業が
2013 年上半期に中国のスマートフォン出荷台数
シェアの過半を占めたと推測している。

タブレット PC とスマートフォンの主要各社の
世界出荷動向をみていると、サムスン電子と LG
のような韓国企業やレノボ、中興通訊、華為技術
といった中国企業がたくましく成長していること
が分かる。また、ビジネスの激戦区・中国のタブ
レット PC とスマートフォンの市場でも韓国企業
と中国の企業が大きな存在感を示している。

こうした韓国企業と中国企業が支配する最終製
品の出荷市場空間に台湾の EMS（受託製造業サー
ビス）企業や Media Tek Inc. などの IC 製品・ソ
リューション供給企業が活躍する空間を加えると、
世界のタブレット PC 産業とスマートフォン産業
の発展に東アジア企業がいかに大きな寄与をして
いるかを知ることができ、興味深い。

9   IDC のプレスリリース（2013 年 9 月 11 日付）を参照。http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24314413（2013 年 9 月
29 日アクセス）。

10   IDC のプレスリリース（2013 年 7 月 25 日付）を参照。http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24239313（2013 年 9 月
29 日アクセス）。

11   Strategy Analytics のブログ記事（2013 年 7 月 26 日付）を参照。http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2013/07/26/
Strategy-Analytics-Global-Smartphone-Shipments-Hit-Record-230-Million-Units-in-Q2-2013.aspx（2013 年 9 月 29 日アクセス）。
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（2）	中国市場の位置づけ	
─世界市場で中心的位置を占める市場

これまで筆者は、タブレット PC とスマート
フォンを例にとりながら、世界の中で東アジア企
業が成長する姿と量的規模の観点で世界最大の市
場として中心的な存在になりつつある中国市場に
ついて簡単な考察を加えてきた。

ここで、まとめとして、中国市場の位置づけも
しくは意義について記しておきたい。

第一点は、東アジア、特に韓国、中国、そして
台湾におけるこれまでの産業集積の重要性であ
る。さまざまな事業分野で産業の集積が進み、業
種によっては世界の企業ランキングの上位に名を
連ねる企業が増えているということは特筆すべき
であろう。

第二点は、例えば前述したタブレット PC やス
マートフォンの領域で台湾企業が SoC（System 
on a Chip）のような IC ソリューション提供活動
の幅を広げたり、EMS の領域で世界に冠たる地位
を確立した台湾の企業群が市場の変動に対応でき
る事業推進能力の高度化を身につけたりしている
ことである。このようにして、東アジア、とりわ
けグレーター・チャイナ地域に産業や製品を支え
る生態系が構築され、次第にその質が上がってい
ることが重要である。

第三点は、中国市場の位置づけである。中国市
場は、アジア最大の市場というだけではなく、企
業戦略のグローバルな展開において戦略ターゲッ
トの中心に位置する市場であり、包括的・総合的
なアプローチが必要な市場である。

4．日本企業の課題
（1）コスト削減と人材対応

前述のように、ジェトロの在中国日系企業活動
実態調査において「人件費の上昇」が「経営上の
問題点」の 1 位を占め、上海米国商会が行った中
国の米系企業の実態調査においては「コストの上
昇」が「ビジネスチャレンジ」の 1 位を占めてい
た。人件費の上昇やコストの上昇は、中国で事業
を行う全ての企業に、基本的に同等の影響を及ぼ
すものだが、特に労働集約型産業においては決定
的なマイナス要因となり、現地生産から撤退を余
儀なくされる企業も多い。なお、労働集約型産業
における企業立地の転換については最近中国でも
議論が出ている 12。

前掲ジェトロ調査で指摘された在中国日系企業
の「経営上の問題点」の 4 位は「限界に近づきつ
つあるコスト削減」であった。

筆者の実務経験と考え方によれば、中国で事業
を行う現地法人がコストを削減することはまだ可
能である。ここでは、コスト削減を可能にする三
つの活動領域について項目だけを記しておき、こ
こでは「持続的な業務改革」についてのみ筆者の
実務経験に基づき若干述べておく。

①在庫の削減 13

②物流コストの削減：商流改革と物流改革
③持続的な業務改革
企業実務の組み立てに当たっては、基幹業務の

領域で徹底した業務の見直しを行い、業務を標準
化し、業務の仕組みづくりに注力することでコス
ト削減を図る。業務の仕組みづくりと同期化させ
た形で情報システムを活用 14 し、人的要因に極度
に依存しない業務体質をつくる。

自社で現実的に到達できる「業務の仕組み」が

12   例えば、2013 年 7 月下旬、中国紙が報じたところによると、北京大学国家発展研究院名誉院長林毅夫氏は中国の労働集約型企
業は人件費の水準が低い国や地域への移転を進めるべきであり、アフリカはこうした企業の立地転換先として有望であるとの見
解を示した。

13   在庫管理の進め方や留意点などについては、拙稿「中国ビジネスと在庫管理─電子部品などのハイテク生産財を中心に─」、『経
営センサー』No.132、2011 年 5 月を参照いただきたい。

14   情報システムの活用については、拙稿「中国進出企業における情報システムの活用」、『経営センサー』No.94、2007 年 7 月を参
照いただきたい。
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必要とする人的能力を意識し、人材の獲得、人材
の育成、そして「企業経営の現地化」15 などを図
る。こうしたアプローチにより抽象的な人材論の
もたらす観念性を払拭することが大切だと思う。

人材対応については、中国本土人材の活用に加
え、中華圏人材の活用などがこれまで日系企業や
米系企業の経営の現場で進められており、こうし
たアプローチは一定の成果を収めている。なお、
米系企業は中国で多様なナショナリティを持つ人
材を採用している。

（2）	貿易・投資戦略	
─アジアビジネス全体を見据えたアプローチ

近年、アジアビジネス全体を視野に入れた新し
い中国ビジネスの戦略的な組み立てが、従来にも
増して重要性を帯びている。中国の事業環境が
年々厳しさを増し、中国ビジネスの難度が高まる
中で、グレーター・チャイナ経済圏、アセアン

（ASEAN、東南アジア諸国連合）経済圏、そして
インド洋経済圏などを見据え、アジア事業を包括
的に見直し、アジア貿易・投資戦略の再構築を図
ることが大変重要である。

ここでは、アセアンと中国、そしてアセアンと
インドの FTA にごく簡単に言及する。アセアン
と中国との間の FTA（ACFTA）は 2005 年発効、
中国と ASEAN 先行 6 カ国（ブルネイ、インドネ
シア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、
タイ）は 90％以上の品目の関税撤廃を 2010 年ま
でに実現することなどを目標に掲げた。2010 年 1
月、その目標は達成され、ACFTA は本格化の
フェーズに入った。また、アセアンとインドとの
間の FTA（AIFTA）は 2010 年 1 月発効した。

このようなアセアンを軸とする二つの大きな

FTA（ACFTA と AIFTA）の存在を考えると、
企業は、どこに生産の拠点を置き、どこで販売す
るかを含め、「アジアの総合的事業」を視野に入れ
ながら中国ビジネスの実現に向けた戦略展開がで
きるだろう。

（3）	中国ビジネスの方向性─社会イノベーション
事業への取り組みを中心に

①事業を通じて社会的価値を創出する

ここでは「社会イノベーション事業」という観
点から中国事業について述べる。企業は、社会が
直面しているさまざまな問題に取り組むことで、
企業が持つ技術面での強みや財務面での強みなど
を通して社会的価値を生み出す。筆者がここで用
いる社会イノベーション事業というコンセプトは、
社会インフラに関連するさまざまな事業（電力、
水、交通、都市開発、医療、教育、情報通信など）
とこれらを支える高機能部品・高機能材料などで
構成される。

企業は、社会的課題解決への取り組みにイノ
ベーションで応え、そのことによって新しいビジ
ネスを生み出すと同時に、社会変革のステークホ
ルダーの一翼を担う者として社会に貢献する。

こうした観点から筆者は、アジアビジネスや中
国ビジネスについて具体的なケースを取り上げ、

『経営センサー』で紹介した 16 ので、機会をみて
参照いただければ幸甚である。

②	外資に対するニーズや社会のニーズを把握し、問題

解決能力の提示を行う

中国においては外資に対するニーズは旺盛であ
る。中国で事業を行う外資には、政府の立場から
は、中国経済や産業の発展段階に応じた役割を果

15   企業経営の現地化においては「制度重視のアプローチ」と「業務の仕組みづくり」などが大切である。こうした視点から筆者は
企業経営の現地化手法の標準化について論じたことがある。拙稿「中国における企業経営の現地化を考える視点」、『経営センサー』
No.98、2007 年 12 月を参照いただきたい。

16   例えば、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なすべきか？−」、『経営センサー』
No.146、2012 年 11 月、拙稿「中国における外資の役割−社会的課題解決への取り組みを中心に−」、『経営センサー』No.130、
2011 年 3 月などを参照。前者では GE のインド拠点での心電計の開発の事例を、後者では日立グループの環境事業分野におけ
る日中合作プロジェクトの紹介を行った。
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たすことが期待されている。また、中国の消費者
においては中国の地場環境の下では手に入れるこ
とが難しい製品・サービスなどに対する期待があ
ると思われる。言い古された表現だが、問題の把
握をどのように行い、そうした問題の把握に基づ
き問題解決能力の提示を誰に行うかが大切にな
る。この両方のプロセスを進めるに当たり、中国
政府（中央・地方）や政府機関などとどのような「関
係（Guanxi）」の構築ができているかが重要であ
ることは言うまでもない。

③連携活動を重視する

日中両国はさまざまな社会の領域において日常
的な生活のレベルで多くの社会的な問題を共有し
ている。中国社会が抱える社会的な問題、例えば、
環境問題、高齢化の問題、医療や介護の問題、教
育の問題、食の安全問題、地域活性化の問題など
は日本社会にも共通のものである。また、中国の
環境汚染問題や食の安全問題などのように、国境
を越え、日本に影響を及ぼすものもある。

アジアの国・地域の中で近代化の洗礼を多少早
く受けた日本が日中の産業連携・ビジネス連携を
追求することは有益である。中国社会が直面して
いる課題に日本企業がイノベーション能力で応じ、
日本企業は、日中共同プロジェクトなどを通じて
中国の社会的課題解決への寄与ができ、新しいビ
ジネスを生み出すことができる。こうした課題へ
の対応は、もちろん一企業や一企業グループだけ
でできるものではない。中国が中央・地方で提起
するさまざまな社会イノベーションプロジェクト
で日本企業同士で連携したり、他国の企業や他国

の政府機関などと連携したりすることから具体的
な取り組みを行うことが現実的な企業行動となる。

おわりに
アジアがグローバル化の新しいステージの推進

力としての役割を果たし始めてもう随分の歳月が
流れている。そして、これまでのアジアの発展を
牽引してきたのが中国である。「中国市場」や「中
国ビジネス」などの言葉はこれまで以上に重い響
きを持ってきた。中国市場は、タブレット PC と
スマートフォンの例を取り上げ論じたように、世
界市場で中心的な位置を占めようとしている。中
国ビジネスはグローバルビジネスの中で着実に重
みを増している。

このような状況の中で中国事業環境はさまざま
な面で厳しさを増している。中国事業を取り巻く
外部環境は厳しく、企業へのプレッシャーはいや
が上にも強まる。

企業の内部環境の面から考えると、引き続き事
業改革や経営改革の面でチャレンジングな状況は
続くものの、円安や株価上昇などの影響もあり、
事業の再構築を含め、戦略面の領域にエネルギー
と資源を投入することが可能になってきたように
も思われる。

企業を取り巻く外部環境と内部環境を視野に入
れ、グローバル化の新しいステージの中心に位置
するアジアの地で、企業戦略のターゲットとして
の中国ビジネスの方向性を見定め、組織や制度を
強固なものにし、実現可能な戦略プロジェクトな
どを着実に実行に移すことが極めて重要である。
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