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1．はじめに

中国ビジネスにおける現地法人の経営の現地

化は日本企業にとって頭の痛い、また難易度の高

い経営課題のひとつである。近年、日本企業によ

る中国子会社への日本人駐在員の派遣が増えてお

り、日本企業の中国ビジネスの現場では、企業経

営の現地化よりも日本人スタッフ増加のほうが目

立つ状況である。特に、中国における経営人材、

専門人材などオフィス人材の不足は深刻であり、

企業経営の現地化の問題を複雑なものにしてい

る。

通常、企業経営の現地化という概念は、「事業

戦略の組み立てとビジネス活動の実行において、

投資先の国の人的資源を重視した経営アプローチ

を指す」ものである。しかしながら、中国のオフ

ィス人材の供給能力に大きな制約があるので、世

界の企業は中国本土の人材だけでなく、中華圏、

アジア地域、そして欧米地域というように広い角

度から人材を募っていることも事実である。この

ように、中国ビジネスにおける企業経営の現地化

は「投資先国の人的資源」以外の領域も視野に入

れた活動の展開を伴うものである。

ビジネスの激戦区･中国では、米国企業、欧州

企業、台湾企業、韓国企業そして日本企業など世

界の企業が活動を展開するなかで、経営企画、調

達、生産、販売、開発、財務･経理、人事･労務な

ど基幹業務の各領域で企業ごとに様々なビジネス

の形と人的資源対応の形が生み出されてきた。こ

れまでの各企業のアプローチを見る限り、それぞ

れの企業に共通する項目もあれば、企業によって

特徴的な経営方式もある。ごく一般的に言えば、

企業経営の現地化の経路はひとつではないと思う。

本稿では、中国ビジネスで最近元気な企業群

として、台湾企業と米国企業を取り上げ、そこに

おける特徴的な経営アプローチの考察を行うと同

時に、日本企業を取り巻くビジネス環境の変化を

踏まえ、これからの企業経営の現地化のために今

何をなすべきかについて問題提起を行う。これか
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らの中国ビジネスにおける企業経営の現地化の問

題について、読者の皆様と一緒に考えてみたい。

2．様々な経営アプローチ
― 台湾企業と米国企業の場合 ―

（１）台湾企業の「本土化主義」の意味

「台湾には帰れない。ここでがんばるしかない

んです」

昆山市の台湾企業のロビーに明るい声が響く。

2006 年秋、イーメックス（中国蘇州電子信息博

覧会、eMEX）視察に関連して、台湾企業を訪問

した時のことである。40 代のこの中堅マネジャ

ーは、9 年前、ある台湾企業の中国シフトで上海

に移った。最初の 5年間はその企業で勤務、その

後、昆山に生産拠点を持つパソコン関連の会社に

再就職した。家族を上海に残し、いつもは昆山の

会社の寮で暮らしている。土曜日の午前の会議が

終わると、上海の家族のもとに戻る。子供たちは

中国の現地校に通っている。日曜日、家族と夕飯

をとった後、また昆山の寮に向かう。これが彼の

日常である。このような台湾人は中国大陸に大勢

いる。

筆者は、これまで、この地域で活躍する台湾

企業を訪ね、台湾人と歓談する機会がかなりあり、

こういう時に台湾人に「将来どうされますか？」

と質問すると、異口同音に「台湾には帰りません」

という答えが返ってきた。台湾企業が好んで使う

「本土化主義」は、中国に移った台湾人が「中国

に留まり、台湾には戻らない」ことを意味するも

のだと思う。台湾の工場をたたんで大陸に移った

人もいれば、新しいチャンスを求めて故郷をあと

にした人もいる。「帰りたいけど帰れない」心情

を吐露することもなく、前を向いて仕事に打ち込

む台湾の方々に心からエールを贈りたい。

中国に進出した台湾企業の現地法人の組織図

を見ると、総経理、副総経理、部長、課長などの

職位が台湾人によって占められ、多くの職務が台

湾人によって執行されていることに気づく。筆者

の感じでは、従業員が数千人から一万人くらいの

会社であれば、ざっと数十人から百人くらいの台

湾人スタッフがいると思う。中国大陸の人による

経営の現地化が行われていることもあろうが、概

して台湾から派遣された台湾人スタッフが台湾に

帰ることもなく、中国本土に骨を埋める覚悟で会

社の仕事を進めていると言ったほうが実情に近

い。台湾企業の経営理念のひとつとして用いられ

る「本土化主義」のもとで多くの台湾人が本土に

留まり、会社で基幹スタッフとして業務を行って

いるのだ。

（２）米国企業の人材ベースのグローバル化

外資の積極的な活用で飛躍的な経済発展を続

ける中国が、職を求める大勢の外国人を引き寄せ

ている。モノやカネが引き寄せられるだけでなく、

ヒトもまたこの国に集まってくる。人々は様々な

理由から中国に生活の拠点を移す。自分の国では

仕事が見つからない人たち、中国で新しい仕事を

見つけ、再出発したい人たちにとって、高い経済

成長率を誇る中国は職の機会でいっぱいだ。

中国の米系現地法人における最近の人材対応

の最も顕著な特徴を一言で表わすと「外国人の中

国現地採用」である。中国で事業を行う米系企業

では、本国事業所などからの駐在員の派遣が減り、

中国現地で採用された外国人（欧米人、アジア人

など）がこれまで駐在員スタッフが行っていたよ

うな高度な業務に従事し始めているのだ。

このように、米国企業の経営の現地化におい

ては、中国本土の人材に加えて、中国に職を求め

て移り住む世界の人材の獲得に力点が置かれてい

る。この意味では、米国企業における経営現地化

のアプローチの特徴は、人材ベースのグローバル

化ということができよう。

米系企業だけでなく、欧州系の企業もこのよ

うな人材に目を向け、人材を採用している。最近

では、日系企業もシンガポール人や香港人などの

アジア系人材の獲得に乗り出しているようだ。中

国にいろいろな国や地域の人が集まり始めている

ことが重要である。多様性が新しいイノベーショ
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ン創造につながるからだ。

3．ビジネス環境の変化と中国ビジネス
（１）日本企業を取り巻くビジネス環境の変化と

中国駐在員

2000 年前後からの企業改革のプロセスを通し

て、日本企業の経営組織は、事業部制に代わって

社内カンパニー制が重要な役割を果たす時代に入

っている。また、各企業が組織の改革を図るなか

で、国際事業部などの国際的な組織が見直され、

日本企業の本社組織における国際事業部門の位置

づけが小さなものになっている。

中国現地に派遣される日本人駐在員の選定に

当たっても、国際事業部や海外事業部を統括する

国際関係の役員が決定的に重要な役割を果たす時

代から、社内カンパニーの役員主導で意思決定が

行われる新しい時代に入っているように思う。

こういうなかで、国際ビジネスの環境で育て

られた国際派の人材ではなく、国内中心の業務に

携わってきた人材がいきなり中国に幹部スタッフ

として送り込まれることが目立つようになった。

中国地域本社の総経理などの重要なポジションに

就く人の人事権が国際担当の役員から国内中心の

業務を行っている役員に移った会社も出ているよ

うだ。誤解を恐れずに筆者の仮説を記すと、前述

したように、社内カンパニー制への移行や国際事

業部門の縮小プロセスのなかで、日本企業の中国

ビジネス展開が本格化の時期を迎えたという歴史

的な現実が日本企業の中国ビジネスに大きな影響

を与えている。

最近、基礎的な語学能力や国際経験のない人

たちが中国現地法人の駐在員として派遣されるケ

ースが増えているようであるが、事前の研修を充

実させるなどの対応が必要である。

（２）中国ビジネスの流れと企業経営の現地化へ

の影響

中国がWTOに加盟して 2007 年 12 月で 6 年を

経過した。中国の投資環境の更なる整備が進み、

制度改革による開放の水準も上がってきた。最近、

対中国直接投資にいくつかの大きな変化が現れて

いる。ここでは、対中国直接投資をめぐる動向の

なかから、重要と思われる潮流変化（図表 1を参

照）を取り上げ、行論に必要な範囲で触れる。

第一は、直接投資の方式もしくは形態の変化

である。対中国の直接投資の歴史を見ると、改革

開放の初期段階では合弁方式による投資が主流で

あったが、その後次第に独資方式による投資が増

え、特に 1990 年代後半からは合弁方式による投

資が減り、これに代わって独資方式による投資が

着実な増加傾向を見せている。世界の企業が中国

投資に当たって、合弁方式より独資方式を選択す

るのは経営支配の観点からである。外資側企業が

100 ％経営の支配を行うことで、自らの経営哲学

や経営戦略を貫くということがポイントである。

第二の流れは、外資系の企業の活動が、これ

までのモノづくりを中心とする活動から、開発･

設計、販売･サービスなどを含む幅広い活動に移

りつつあるということである。特に、近年は中国

の国内市場の開拓を目指した販売･サービス活動

を強化するための投資が増えている。

それでは、このような中国ビジネスをめぐる

潮流変化が中国における日本企業の企業経営の現

地化にどのような影響を及ぼしているのかについ

て考察する。

直接投資の方式（独資、合弁）と企業活動の

● 合弁から独資への大きな流れ 
　　－ 自らの経営戦略を貫く 

　　－ 標準化戦略と適応化戦略 

 

● 企業活動の多様化 
　　－ モノづくり中心からエンジニアリング、販売へ 

　　－ 国内市場の開拓と販売の組織化 

図表 1 中国ビジネスの最近の動向

出所：筆者作成
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国際化における標準化、適応化というプロセスを

マトリックス表示し、それぞれの事業方式の強み、

弱みを整理すると図表 2のようになる。標準化の

プロセスは、本国で蓄積された経営のやり方を進

出先国の子会社の経営に適用するものである。例

えば、製造、設計、エンジニアリングなどの領域

の活動は標準化しやすい。これに対して、適応化

のプロセスは、投資先国の事業経営の環境に企業

行動のあり方を適合させるものである。例えば、

販売・マーケティング、サービス活動、人的資源

管理などの領域は企業の現地経営環境への適応が

必要な分野である。

近年、独資方式による中国進出が極めて大き

な流れを形成しており、企業経営の現地化は重要

な経営課題である。特に、販売･サービス活動と

人的資源管理などがチャレンジングな領域であ

る。独資企業運営のもとでの販売活動の組み立て

や人材育成の領域で経営の現地化をどのように進

めるかが中国で事業を行うすべての日本企業に課

せられた重要なテーマである。

4．企業経営の現地化のために今何をなすべきか
（１）企業経営の現地化と総経理について

中国における企業経営の現地化について議論を

する時、よく総経理の問題から始めることが多い。

米系企業や欧州系の企業が中国人の総経理をトッ

プにする企業運営を行っているのではないかと思

われがちだが、必ずしもそのようになっていない。

エレクトロニクス関連企業のホームページによる

公開情報に基づき、いくつかの例を挙げておきた

い。ただし、人事の情報は企業の人事異動で常に

変化するので、個別のケースについては、読者諸

氏が自ら最新情報を確認していただきたい。

IBMのグレーター･チャイナ地域本社の CEO、

Dah-Chuen Chien 氏は、シンガポール拠点でアセ

アンと南アジアの General Manager を務めた後、

社内ローテーションで北京の地域本社の CEO に

なった。上海にある IBM アジア太平洋本社の社

長の Frank Kern 氏はオーストラリア人で IBMの

本社から派遣されている。

2003 年頃までノキア中国のトップであった

Urpo Karjalainen 氏はフィンランド人である。そ

の後の経緯については確認できていない。半導体

の分野で元気な欧州企業、ST マイクロエレクト

ロニクスのグレーター･チャイナの地域本社は上

海にあり、トップの Robert Krysiak 氏はイギリス

人である。

このように総経理のポジションについては、

欧米企業も本国から派遣したり、社内のローテー

ションで対応したりしている。このような企業の

対応状況を見ると、日本企業の企業経営の現地化

についても、ナンバーツー以下の職位の扱いやそ

の他の幹部社員、中間管理職などのポジションの

現地化について実現可能なところから実行に移す

ということで考えて良いと思う。

（２）中国の事業環境に適合した企業経営の組織化

中国事業戦略の策定

中国市場の開拓は現地市場のニーズに事業を

合わせる企業の努力から始まる。強い中国市場志

向を生み出す鍵は、現地に根ざした事業戦略の立

案である。中国現地法人における事業戦略の組み

立てを強化し、日本の本社が現地発の事業計画を

経営戦略に組み込むような運営ができれば、中国

市場志向の経営になる。このためには中国地域本

社の活動を強化することが必要である。特に、中

国の地域本社における「関係（Guanxi）」開発を

ベースにした事業開発が重要である。

独資企業 

 

合弁企業 

 

標準化 
パートナーとの意思疎通
に時間を要する。 

自社経営意思の貫徹がで
き、経営の標準化がやり
やすい。 

適応化 
経営の現地適応、特に国
内販売、人材管理などで
有利。 

政府関係の調整に時間を
要する。国内販売、人材
管理などで不利。 

図表 2 直接投資の方式と標準化、適応化戦略

出所：筆者作成
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現地人材の登用

現地市場志向の経営は現地の人材と一緒に仕

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

を作れば、経営の現地化の質は必ず上がる。

本社の現地化支援

大切なことは、基本的な経営方針がぶれない

ことである。また、現地人材を登用して事業を進

めるという基本的な方針を貫き通すことが大切

だ。優れた現地人材によるビジネス展開ができて

いる会社の活動は 5 年、10 年前の先輩たちの努

力に始まり、ローカル人材重視の長い歴史に裏づ

けられていることが多い。「ローマは一日にして

成らず」である。

現地法人は市況や経営環境の変化に伴い、良

い時期も悪い時期も経験するものである。せっか

く現地人材重視の経営を築いていても、不況に襲

われた際に、現地人幹部が「いけにえ」になるこ

ともある。業績が良い時も悪い時も、本社側で現

地法人の現地人スタッフを支援する姿勢が肝要で

ある。

（３）企業経営の現地化手法の標準化

制度重視のアプローチ

日本企業の経営の現場も、他の国の企業と同じ

ように、様々な制度によりできあがっている。中

国における企業経営では、日本人駐在員、現地採

用の管理職などが代わっても、経営活動の質が維

持、向上できるようにするために、業務マニュア

ルなどの基本的な制度を整備しておく必要がある。

筆者の企業勤務時代の経験から考えても、中国

の経営環境においては、日本以上に制度的なアプ

ローチが重要である。日本企業の中国現地法人で

も、業務マニュアルなどを精緻化し、暗黙の了解

事項を減らし、形式知重視の社内システムの組み

立てに力を注ぐことが喫緊の課題のひとつである。

業務の仕組みづくり

制度重視のアプローチのキーワードは「業務

の仕組みづくり」である。中国現地法人の仕事を

できる限り標準化し、仕組みの定着化を図ること

が大切だ。受注、発注、生産、出荷、販売、代金

回収、財務･会計、人事･労務など基幹業務の各領

域で業務の仕組みづくりを行い、仕組みに基づい

た活動を進めることが重要な課題である。

業務の仕組みづくりのプロセスにおいては、

現在の業務の見直しをベースに作業を進めること

になるが、ここでは、業務活動についてできるだ

け明文化することがポイントである。言語、記号、

フローチャートなどを使うと、社内の関係者が共

通の認識を持てるので強力なアプローチになる。

このような方法で業務の見直しと組み立てを行う

ことで業務の標準化が進み、業務の仕組みの高度

化が図れる。

5.おわりに

中国の現地法人に派遣された日本人駐在員の

ほとんどが企業経営の現地化の必要性を感じてい

る。しかしながら、駐在員は、非常に忙しい毎日

を送っており、自分の業務で精一杯である。従っ

て、現地任せでは経営の現地化は進まない。この

意味で、現地化の基本的な牽引は本社サイドが行

うべきである。また、現地化の推進においては、

本社の経営哲学や経営理念が極めて重要である。

中国ビジネスはモノづくりの活動を中心とす

る時代から、販売・サービス活動が重要になる新

しい時代に入っている。中国市場を見据えた事業

戦略の組み立てと実行のためには、現地人材の活

用が重要であり、企業経営の現地化が大切な課題

である。特に、中国における事業展開においては、

「関係（Guanxi）」の開発が決定的に重要であり、

ここでは現地の有職者や専門人材の力を活用する

必要がある。

日本企業においても、本社サイドが中国現地

法人の経営現地化の意義を理解し、現地化の取り

組みが着実に進むよう、旗振りをすべきである。


