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1．�はじめに�
－問題の所在と課題の設定－

米国、EU、そして日本などの先進諸国におい
て、先行きが極めて不透明ななかで経済危機を乗
り切れない状況が続いている。こうしたなかで、
政治経済の世界でじわりと存在感を増す中国と、
情報・通信分野を軸に着実に産業の高度化を実現
し、世界の注目を集める台湾が、国共内戦後、初
めて文字通り画期的な経済協力協定に調印した。

2010 年 6 月 29 日、中国重慶市で中国と台湾が
調印した経済協力協定、これが「海峡両岸経済合
作架構協議」（日本語では「海峡両岸経済協力枠組
み協議」、英文では暫定的な表記として” Economic 
Cooperation Framework Agreement”、略称として
ECFA が使われている）である。以下、本稿で中
国と台湾の経済協力協定を指す時は ECFA と記
す。

台 湾 で は、2010 年 8 月 17 日 夜、 立 法 院 で
ECFA ほかの関連法案が可決された。これからの
台湾、中国双方での動き方については、双方がそ
れぞれ関連手続きを完了してから、書面で相手側
に通知することになっている。双方の相互通知作
業が完了し、発効日が確定する。ちなみに、本稿
執 筆 時 点（2010 年 8 月 下 旬 ） で は、ECFA は
2010 年 9 月に発効するものとみられている。な
お、双方は WTO（世界貿易機関、以下 WTO と
記す）に ECFA に関する報告を行う必要があり、
このことに関連して本協定の英文表記の正式版は
変更される可能性がある。

現在、ECFA 調印に基づき様々な準備が進めら
れており、早ければ 2011 年 1 月にもアーリー
ハーベスト（先行実施項目）による関税引き下げ
が実施される見通しである。

本稿では、ECFA 調印と発効を見据え、中国と
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台湾が新しい時代を迎えたとの基本認識の下に、
日本企業の中華圏事業の新しい組織の在り方につ
いて提言すると同時に、東アジアの産業連携の重
要性に言及する。

2．�「グレーター・チャイナ�
（Greater�China）」の衝撃

（1）授業風景のひとこま
以前、筆者が都内のある私立大学の大学院修士

課程で「日本企業の国際化と中国ビジネス」とい
うタイトルの講義を行っていた時の話から始めた
い。

筆者が「中国ビジネス」に関する地域概念につ
いて話していて、図表 1 の概念図を指し示しなが
ら、「グレーター・チャイナ（Greater China、大
中華圏）」という言葉を発した瞬間、学生から「そ
れって…」というつぶやきとともに質問が出た。
「グレーター・チャイナってどういう意味です

か？」と質問したのは中国人の学生だ。中国人の
学生が質問をするのが興味深いと思った。「こうい
う考えは先生の考えですか？　日本ではこういう
考えは広がっているのですか？」と聞いてくる。「欧

米企業、特に米国企業は早い時期からこういう地
域概念に基づいて中国事業の仕組みづくりを行っ
てきた」と答えると、その学生の顔には不思議そ
うな表情が現れた。筆者は「でも、日本企業では
こういう考え方を基に組織づくりをしている企業
はまだ極めて少ない」と付け加えた。

中国大陸から日本に来て、経営学を学ぶ中国人
学生の新鮮な驚きは、今からおよそ 13 年前に筆
者が香港や中国本土の米系企業を訪問した時に感
じた驚きに近いと思った。特に、台湾がグレー
ター・チャイナ地域として捉えられ、実際に、グ
レーター・チャイナの地域本社が、北京にあった
り、上海にあったり、香港にあったりする。ビジ
ネスの世界では、中国と台湾は接近しているが、
政治の世界では、まだ両岸関係は難しい問題を内
包しながら推移しているので中国人留学生の驚き
もよく理解できる。

（2）�米国企業にみる�
グレーター・チャイナ・グループ

米国を代表する企業である IBM のグレーター・
チャイナ・グループ（Greater China Group）を例

図表 1　グレーター · チャイナ地域（Greater China Region）

中華人民共和国
中華人民共和国香港特別行政区
台湾

（注）実際には中華人民共和国マカオ特別行政区もグレーター · チャイナ地域に含まれる
出所：筆者作成
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にとり、このような組織編制の意味を考えてみた
い。

筆者が初めて北京にある IBM の組織を訪問した
のは 1997 年夏のことであった。訪問先の事務所
で先方の方と名刺の交換をした時、相手の方の名
刺に “Greater China Group” と書かれてあったの
を見て、新鮮な驚きを感じたことを今でも覚えて
いる。

現在も IBM は北京にグレーター・チャイナ・グ
ループ（大中華区）という組織を持ち、董事長兼
首席執行総裁を銭大群氏（D.C. Chien）が務めて
いる。

グレーター・チャイナという地域概念は、香港、
台湾と中国本土を含むもので、ビジネス上の概念
としては、特に米国企業が中国ビジネスを組み立
てる時、中国本土だけを対象にした組織をつくる
のではなく、例えば、グレーター・チャイナ・グ
ループという呼び方で仕事をまとめていったこと
から登場してきた。

それでは、なぜ米国企業はグレーター・チャイ
ナという地域を前提にして中国事業を組み立てる
のか。重要な理由のひとつは経営資源の有効活用
ということだと筆者は考えている。例えば、人材
の活用という問題について考えてみると、台湾人
の工場経営能力を活用したり、香港人の販売・マー
ケティング能力を活用したりするところにアプ
ローチの特徴がある。また、グレーター・チャイ
ナ地域を見据えた事業の展開は、中国本土、香港、
そして台湾を含む総合的ビジネス環境の理解に基
づいて行われるので、バラバラの経営アプローチ
をとる企業に比べ、事業開発の観点からも有利に
なる。

日本企業の場合は、グレーター・チャイナ地域
という概念を使って中国事業を組み立てるという
発想が、一部の企業を除いては、あまりないので、
香港と台湾にそれぞれ現地法人を設立し、中国で
はまた独自に製造・販売拠点展開をやっていくと
いうような、バラバラな組織づくりがまだ主流を
占めている。

3．�中台新時代の中国地域本社�
－グレーター・チャイナ地域本社－

（1）グレーター・チャイナ地域本社の重要性
①中国事業における地域本社の重要性

日本では、近年、分社化や社内カンパニー制が
企業経営の基本的な組織として定着し、こういう
動きに伴って、海外地域本社の組織的位置付けは
下がっているように思う。

しかしながら、中国ビジネスに関して言えば地
域統括が極めて重要である。大きな理由のひとつ
は、中国は、2001 年末の WTO 加盟以降、産業、
貿易・投資、税務などの重要な分野で多くの制度
改革を行い、この国がまだ大きな変革の過程にあ
るということである。言い換えれば、中国事業の
展開においては、中国という国全体を意識した企
業対応が重要である。

②中台新時代の到来と地域本社の関連

筆者は、今回の中国と台湾の ECFA 締結を踏ま
えて、日本企業は中国事業の組織の見直しを含め
た更なる組織強化を図るべき局面に入っていると
考えている。

米国企業や一部の欧州企業は、中国事業の推進
に当たり、グレーター・チャイナ地域を前提にし
た組織（例えば、前述の IBM 中国のグレーター・
チャイナ・グループ）の運営により経営資源の有
効活用を図っている。米国の先端的な企業は 1990
年代の中頃からこのような組織論に基づく社内制
度を確立してきた。

近年では、一部の欧州企業でも、2004 年頃から
2008 年頃にかけてグレーター・チャイナ地域本社
を北京や上海などに構えるアプローチが始まって
いる。例えば、携帯電話産業の雄、フィンランド
のノキア社が北京の地にグレーター・チャイナ地
域本社を構え、経営戦略の旗振りを始めたのは
2007 年末のことであった。

日本企業の場合には、例えば、電機・電子業界
の例をとると、日立製作所やパナソニックなど一
部の企業を除いては、まだ各国・各地域にバラバ
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ラに現地法人を設立し、運営することが多い。
また、日本企業の場合には、どちらかという

と、中国地域本社の戦略的な旗振り機能に多くの
経費がかけられない状況が続き、分社化や社内カ
ンパニー制ではカバーできない経営課題への対応
で多くの宿題を抱えたまま、業務が進められてい
るように思う。

2010 年 6 月末の ECFA 締結に象徴されるよう
に、中国と台湾は相互に経済協力関係を強め、貿
易と投資が活発化する新しい時代を迎えている。

筆者は、中台新時代の到来は、日本企業にとっ
て、グレーター・チャイナ地域を視野に取り込み、
中国地域本社の組織強化を実現すべき絶好の機会
をもたらしていると思う。

（2）グレーター・チャイナ地域本社の機能
まず、筆者が考える地域本社（Regional Headquarters）

の基本的な機能もしくは役割についてまとめたも
のを図表 2 に示す。地域を代表する機能、経営法
務機能、人材開発機能、事業開発支援機能、研究
開発支援機能、グループ会社管理機能、そして
シェアードサービス提供機能などが地域本社に組
織的に課せられた任務である。

図表 2 に示された地域本社の機能のなかで、中
国事業の推進に当たり、最も大切な機能が事業開
発支援である。

中国事業が、これまでのモノづくり中心の事業
から中国市場開拓を視野に入れた活動が最も重要
になる時代に入り既に長い年月が経っている。中
国市場での販売事業の推進に際し、最も大切な課
題は中国の現地市場への企業の適応能力の形成で
ある。

これまで日本で行ってきた中国事業戦略策定の
機能を中国現地法人に移管することで、市場の動
きを素早く捉え、中国現地に適応した事業戦略の
構築と策定された戦略の具現化を図ることがポイ
ントである。日本でも製品戦略や事業戦略の立案
を中国現地で行う企業が登場し、中国地域本社に
事業戦略立案部門を移管したり、現地での研究開
発支援の活動を推進したりしている。ここにおい
ては、中国政府、中国の大学、そして中国地場企
業などとの「関係（Guanxi）」を開発することが重
要な任務であろう。

中台新時代を迎え、台湾企業の大陸での優れた
会社経営の力を活かすことや中国大陸企業との協
力で中国市場の開拓を行うことは日本企業の大切

図表 2　地域本社の機能

•�地域代表
•�法務、ブランド、知的財産権など
•�人材開発
•�事業開発（M&Aを含む）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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な課題である。
全社的な視点からの旗振りが重要な企業活動と

しては、財務業務、物流業務、情報システム業務
などがある。財務面では、中国法人における財務
センター機能の構築が課題のひとつであり、グ
ループ会社全体の立場から資金の有効活用をどの
ように行うのかが重要である。物流においては、
ロジスティクスの改善によるコストの削減が大き
な課題である。物流と商流が交錯する世界と向き
合い、ロジスティクスの流れを整えることはエネ
ルギーを要する仕事であり、地域本社の指導力が
不可欠である。情報システムの領域では、企業全
体としてのネットワークの効率的な運営の観点か
らの旗振りが大切なテーマである。

4．�中台新時代の事業活動�
－販売事業と産業連携を中心に－

（1）�グレーター・チャイナ地域における�
販売方針の統一

筆者は、香港の地域本社勤務の時代に、グレー
ター・チャイナ地域の販売事業に心を砕いてきた。
足元の「中台新時代の到来」を意識すれば、これ
まで筆者が力説してきたことにも目を向けていた
だけると思う。この機会に、ぜひともグレーター・
チャイナという地域概念を意識した販売事業の展
開に心がけていただきたいと思う。

販売の実務についてここで詳論することはでき
ないので、ポイントについてごく簡潔に記してお
く。

（ⅰ）販売事業の推進にとっても、グレーター・チャ
イナというように視角を広く取ったほうが、香港、
台湾を含めた商流変化への対応が適切に行える。
多くの台湾企業と香港企業が中国大陸で事業展開
を図っているので、グレーター・チャイナ地域概
念を前提とした販売活動を行うことは極めて有効
である。

（ⅱ）グレーター・チャイナ地域における販売方針
は統一されなければならない。
　例えば、日本の会社からの台湾の販売店への仕

切り価格が香港の販売店への仕切り値より相当程
度低ければ、台湾市場における販売を狙って出し
たはずの製品が中国大陸で販売されることになり、
香港の販売店経由の販売とぶつかり合うことさえ
ある。

また、どの製品をディストリビュータのチャネ
ルで販売し、どの製品をセールスレップ経由で販
売するかについても、各国もしくは地域で方針を
統一しておく必要がある。製品別の販売チャネル
政策の問題である。

東アジアにおいてグレーター・チャイナ地域を
中心に商流が大きく変化している今 ､ この地域を
統一的に把握し、一本化された戦略と政策の実現
を図ることは中台新時代の到来状況での販売事業
にとって重要なテーマである。

（2）�グレーター・チャイナ地域を見据えた顧客
情報の把握と対応

中国における販売活動の推進を行う時、中国大
陸市場の動向や中国本土の顧客動向だけを見るの
ではなく、香港および台湾の市場や顧客の動きを
合わせて把握するグレーター・チャイナ地域対応
の組織運営が大切である。

中国の事業拠点で販売活動や顧客対応を行って
いると、どうしても自分のテリトリーのことに意
識が向きやすくなるのはごく自然なことだと思
う。しかしながら、筆者は、中華圏で仕事をする
際には、香港と台湾を含めたグレーター・チャイ
ナ地域を見据えた市場・顧客対応が最も大切な課
題のひとつであると考えている。

特に、顧客対応のなかでも品質保証や欠陥商品
問題への対応については、例えば、中国本土内での
顧客対応の場合においても、香港や台湾での顧客
対応もしっかりと見ながら、対応する必要がある。

欠陥製品に関する情報と会社の対応に関する情
報はただちに海を越えて他の国の顧客に伝わる。
ましてや、グレーター・チャイナ地域での品質保
証対応や欠陥製品への対応については、企業側は
共同歩調をとる必要がある。

中台新時代の到来と日本企業の経営課題
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（3）東アジアの産業連携を進めるにあたって
①「チャイワン」現象と日本企業

近年、「チャイワン」（Chaiwan、チャイナと台
湾を合わせた言葉）という造語が台湾で使われて
いる。語源をたどると、韓国の新聞記者が使い始
めた言葉のようだ。2007 年の夏頃から、チャイワ
ンという言葉は韓国紙・朝鮮日報などにたびたび
登場している。中国大陸企業と台湾企業が中国ビ
ジネスで連携を強化し、「チャイワン企業」という
形の連合体として、韓国企業に深刻な脅威を与え
ているというのだ。

特に、海峡両岸の経済協力の強化により中国と
台湾の競争力を高めるという産業連携は、例えば、
液晶テレビや第三世代の携帯電話などの分野で具
体的な活動の進展がある。

チャイワン企業という言葉が台湾でも平然と使
われる時代に入って一年以上が経過している。こ
れまで、台湾企業は日本企業に何度も「手を組ま
ないか」というラブコールを送ってきている。日
本企業と台湾企業の合弁による中国事業は引き続
き重要なテーマである。

②日台企業のビジネス連携

日本企業と台湾企業が手を携えて中国大陸で合
弁事業を行うケースは多岐にわたる。日本企業と
台湾企業とが相互補完関係にある場合は合弁事業
の利点を活かせる。

例えば、日本企業の技術開発力と台湾企業の中
国大陸における企業経営能力を組み合わせ、合弁
事業を展開するのは極めて現実的なアプローチで
ある。ビジネスモデルの相互補完性を重視し、日
本企業と台湾企業がお互いの長所と短所を認めた
うえで、中国大陸での事業の将来像を描くことが
大切だ。企業経営の理念は多少異なっていても、
共通の目的に向かってお互いの良さを活かせる事
業運営ができれば共存共栄の関係が構築できる。

実際、日本企業と台湾企業が合弁で対中国直接
投資を行い、一緒に事業を行っているケースは少
なくない。多くの場合、日本企業が基礎的な技術
と資本を出し、台湾企業は出資に加えて、中国に
おける日台合弁企業の経営と中国市場での販売を
担当することが多い。「台湾企業活用型の中国投資」
は、ひとつのビジネスモデルの形を築きつつあり、
注目に値する。

図表 3　日本の対アジア直接投資の推移（アジア主要国・主要地域向け投資の比較）
単位：億円

2006 年 2007 年 2008 年 2009 年
対グレーター・チャイナ地域 9,498 10,262 9,140 8,341
中国 7,172 7,305 6,700 6,492
香港 1,755 1,329 1,339 1,522
台湾 571 1,628 1,101 327

対韓国 1,768 1,533 2,447 1,014
対ASEAN 8,090 9,169 6,518 6,587

主要国

シンガポール 444 2,626 1,122 2,706
タイ 2,307 3,063 2,093 1,523
インドネシア 864 1,207 739 459
マレーシア 3,455 379 618 578
フィリピン 427 1,244 737 773
ベトナム 543 562 1,130 531

対インド 597 1,782 5,429 3,443
出所：財務省『国際収支統計』より作成

マネジメント／トピックス



2010.10　経営センサー
5757

5．�おわりに�
－東アジアの産業連携と企業倫理の重視－

本稿のまとめに当たり、まず「東アジアの産業
連携」の重要性について触れさせていただきたい。
図表 3 は日本の対アジア主要国・地域直接投資の
動向を見たものである。

筆者は、東アジアはグレーター・チャイナ地域
（中国、香港、そして台湾）と韓国を包摂する地域
として考えている。そして、図表 3 の数字を見る
と、日本の対東アジア直接投資がいかに大きいか
がよく分かる。このような数字は東アジアにおけ
る産業連携がもたらすインパクトの大きさを示唆
するに十分である。

経済産業省が『平成 21 年版通商白書』で指摘
する新興国のボリューム・ゾーン（Volume Zone）
攻 略 の た め の イ ノ ベ ー シ ョ ン の 領 域 で は、 

（ⅰ）東アジアの産業連携（中国企業、香港企業、
台湾企業、そして韓国企業とのビジネス連携）、

（ⅱ）ASEAN 地域企業との産業連携、そして 
（ⅲ）インド企業との産業連携などが極めて重要な
戦略課題となることが分かる。

ところで、中国市場に代表されるボリューム・
ゾーンは激烈な価格競争としたたかな駆け引きの
世界であり、日本企業が孤軍奮闘しても競争優位
を発揮することは至難の業であろう。

幸い、東アジア地域においては、産業の形成の
過程で、それぞれの国や地域に特有の産業集積の
形とビジネスモデルが構築されてきた。

エレクトロニクス産業を例にとると、（ⅰ）先端
技術とモノづくりの力で世界的な製品ブランドを
確立した日本企業、（ⅱ）OEM・ODM 生産を軸に
IT 関連機器産業で揺るぎない地位を築き上げた台

湾企業、（ⅲ）貿易商社型のビジネスモデルを構築
した香港企業、（ⅳ）標準品の分野で低コスト生産
の力をつけた中国企業、そして（ⅴ）OEM・
ODM 生産と海外市場志向の経営で国際的なプレ
ゼンスを高める韓国企業など特徴のあるビジネス
の形が生み出されている。

東アジア地域における、こうした産業集積の形
と特徴のあるビジネスモデルの存在を考えると、
これから日本企業は東アジアの産業連携をこれま
で以上に強化する必要があると思う。

東アジア企業とのビジネス連携においては、相
互補完性の考え方を大切にしたい。これまで東ア
ジアの各国や地域が築き上げてきた産業集積やビ
ジネスモデルの特徴を活かし、新しいビジネス連
携を組み立てることで、ボリューム・ゾーン攻略
の鍵が見出せるかも知れない。

今、日本企業が、中国と台湾が新しい「経熱」
時代を迎えるなかで、東アジアにおける事業をど
のように組み立てるかが問われている。「中台新時
代の到来」を積極的に事業チャンスに結びつける
ようにしたいものである。

東アジアの産業連携・ビジネス連携において、
中国企業、台湾企業、香港企業、韓国企業などと
事業理念や将来ビジョンを共有し、東アジア社会
の根っこに事業の基礎を置き、企業倫理を大切に
した経営を目指したい。

東アジアの産業連携の推進においては「企業の
社会的責任」という基本的な価値を共有しながら
事業を推進するという基本姿勢が大切だ。このよ
うな活動を通じて東アジアの経済社会の発展に貢
献できれば、更に東アジア地域の連携の意義が深
まると思う。

中台新時代の到来と日本企業の経営課題


