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1．はじめに

中国はビジネスの分野でも激戦区である。世

界の有力企業がしのぎを削る戦いを繰り広げてい

るので、企業は今まで通りのことをやっていたの

では競争に勝てない厳しい環境にある。従って、

業務の仕組みを改善し、情報システムを活用する

ことで仕事のスピードアップとコストの削減を図

ることは中国進出企業にとって大切な課題であ

る。しかしながら、こういうことが分かっていて

も、なかなか実行に移せないのが実情のようだ。

業務改善と情報システムの構築のために特別

プロジェクトを編成し、何人もの人をアサインし

たり、中国の現地子会社にこういう業務を担当す

る駐在員を派遣したりできる企業は限られてお

り、一般的な企業の現場では業務改革と情報シス

テム化の必要性が分かっていても組織的な行動に

移せないまま時が過ぎてしまうことのほうが多

い。そもそも中国現地法人における投資の優先順

位の問題もある。生産拡充のための投資の優先順

位は高いが、情報システム投資となると足踏みを

する企業が多い。独資企業であれば自分で投資の

意思決定ができるが、合弁企業の運営では中国側

の事業パートナーと投資のプライオリティについ

て意見の調整が必要であり、この場合、情報シス

テムのように投資効果の測定が難しい領域の投資

については優先順位が低くなりがちである。

情報システム人材の確保という問題も、中国

進出企業の情報システムの活用を妨げる大きな要

因になっている。情報システム関連業務に従事す

る専門人材の定着率の低さはよく知られる通りで

ある。せっかく育てあげた貴重な人材が高給を求

めて他社に移ることは極めて日常的である。従っ

て、カスタム仕様の情報システムを構築しても、

この時かかわりあったシステムエンジニアが辞め
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てしまった場合には、システムサポートで対応に

苦慮する場面が出てくる。このような環境を考え

ると、中国の現地法人の情報システム対応におい

ては、ERP パッケージ（統合型業務管理システ

ム）の活用がひとつの現実的な解になるのかもし

れない。

近年、中国に進出した日本企業で ERP パッケ

ージの導入が増えている。しかしながら、こうい

うシステムを導入した企業でパッケージシステム

と現場の業務との乖離に基づくと思われる問題が

多く発生しているのも事実である。この意味では、

業務と情報システムを一体として改善することが

業務推進の基本的な課題であり、こういうことを

可能にする組織的なアプローチと管理の手法が重

要になる。

本稿では、中国進出企業における情報システム

の活用について業務の仕組みづくりの観点から考

察する。中国現地法人の経営現地化を制度の面か

ら支える業務の仕組みと仕組みの定着化の実現に

向けて、どのような取り組みを行うのかを情報シ

ステムとの関係に焦点を当てながら論じてみたい。

2．制度重視の経営アプローチと情報システム

の役割
（１）経営の現地化手法の標準化

欧米企業の中国における経営の組み立て方を

見ていると、組織、人材の現地化のアプローチが

かなり標準化されており、学ぶべき点が多い。欧

米企業における現地市場志向経営と組織運営の特

徴については、以前、本誌で論じた 1 ので、ここ

では再論しないが、重要な項目だけ挙げておくと、

グレーター・チャイナ地域本社、現地人材の活用

及び制度重視の異文化経営がある。グレーター・

チャイナ地域本社は、中華人民共和国、香港及び

台湾を含む地域の事業を統括する本社組織であ

る。この組織は、やや広い地域概念を用いるので

人材を含めた経営資源の有効活用の面で利点があ

る。現地人材の活用については、中国本土の人材

に加えて、欧米、アジア地域の人材の中国での採

用が進んでいて、多様な人材の活用が前提になっ

た企業経営になっている。また、グローバル化す

る人材ベースへの対応のため、社内制度と業務の

仕組みが重視され、業務マニュアル、業務ルール

など明文化された形式知に基づく業務の運用が行

われている。

欧米企業の中国ビジネスにおける経営現地化の

アプローチに比べて、日本企業の経営の現地化は

様々な面で遅れている。欧米地域では経営現地化

を追求してきた日本企業であるが、中国事業にお

いては日本人中心の現地経営を行っているところ

が圧倒的に多い。特に、暗黙知に基づく経営が支

配的な日本のビジネス環境で育った日本人スタッ

フの現地経営の対応については今後改善されなけ

ればならない点が多々ある。一定の水準の人材を

前提に仕事を進める日本の職場環境とは異なり、

中国現地法人の環境は質の異なる多様な人材を対

象にしている。このような場面では、業務をでき

るだけ標準化、ルール化することが大切である。

（２）制度としての情報システム

どこの国の職場でも企業の業務を円滑に遂行

するためには、イメージに基づくコミュニケーシ

ョンではなく、一定の業務概念とルールに基づく

会話が必要である。ビジネスルールを明文化する

ことで、暗黙の了解という魔物を排除するように

心掛けたい。

日本企業の中国子会社における経営改善の重

要な課題のひとつは形式知の重視に基づく業務の

仕組みづくりと仕組みの定着化である。中国進出

企業の職場環境では、日本人スタッフは多様な人

材に囲まれ、日常の業務を進めている。最近では、

中国本土の人だけでは足りなくて、香港人、台湾

1 浦上　清「中国市場を見据えた事業戦略と組織の課題（２）― 欧米企業のアプローチから学ぶこと― 」、『経営センサー』No.88、
2006 年 12 月、39 ～ 45 頁。
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人、シンガポール人などを採用して仕事を行って

いる日本企業も現れている。このような環境のも

とでは、仕事の手順をルール化し、制度的な枠組

みのなかで業務を進める配慮が必要である。また、

日本から派遣された駐在員、中国で現地採用され

た基幹スタッフが日常の業務のなかで蓄積した業

務ノウハウは貴重であり、優れた業務ノウハウの

明文化を行うことも大切である。

仕事の仕組みを支える情報システムは、中国

における企業経営では制度の一部として重要な役

割を担う。業務の仕組みと情報システムの両方を

改善し、中国における企業経営を支える制度の充

実を図ることが大切である。また、企業の業務ル

ールを基底に持つ情報システムは企業行動の番人

でもある。職場のなかで業務の規則に沿った事務

処理が行われているかどうか、経営の透明性を保

つという観点からも情報システムによる経営管理

は重要である。情報システムは企業倫理とコーポ

レート・ガバナンスの面でも経営に貢献する。

3．業務の仕組みづくりと情報システムの活用
（１）情報システムのステークホルダー

企業における情報システムの構築に関しては、

通常、多くの企業内部門と情報システム関係の会

社群が利害関係者としてかかわりあう。情報シス

テム構築の関係者をステークホルダーという観点

から一般的な形で示したものが図表 1 である。

「経営者」は、比較的小さな企業では社長、業務

執行役員などを指し、大きな企業の場合には事業

部門長レベルの階層を指している。企業における

情報システムのプロジェクトにおいては、経営、

事業企画部門の代表者が推進の任に当たることが

多い。「システム構築者」は、企業の情報システ

ム部門のスタッフ、情報システム及び関連機器の

ベンダー会社の人たちなどを指す。「システム利

用者」は企業内の情報システムユーザーである。

それぞれのステークホルダーの立場によって主た

る関心事が異なり、企業システム構築とのかかわ

り方に違いがある。

中国進出企業における情報システムの構築に

ついて、誰が業務と情報システムの改善を推進す

るのかは個々の企業が置かれた具体的な事業環境

によって異なる。比較的規模の大きな会社の場合

には、中国現地法人の設立準備の段階から情報シ

ステムの構築も全体計画のなかに組み込まれてい

ることが多い。この場合、本国で使用しているシ

ステムを中国に移す場合と現地子会社で本国のシ

ステムとは異なる ERP パッケージなどの導入を

行うケースがある。

中小企業の中国進出に際しては、現地に子会

社を設立した後で、実際のオペレーションを行う

なかで情報システムの導入を検討することが多い

ようだ。この場合、日本の本社や事業所が主導し

て動くケースと中国の現地子会社が企業システム

導入の起案を行うケースがあるので、ERP パッ

ケージなどのベンダー企業は、通常、日本の事業

所と中国子会社の両方に売り込みの活動を行う。

なお、中国子会社への販売は日本人駐在員に対し

て行われることが多い。しかしながら、実際の情

報システムの利用者は中国で採用された現地人ス

タッフであることが多く、システムの採用と職場

のシステムニーズとの乖離が発生する原因になる

ので注意が必要である。

経営者 

システム利用者 システム構築者 

経営幹部 
経営、事業企画部門 

情報システムユーザー 情報システム部門 
情報システム会社 
情報機器会社 

図表 1 情報システムのステークホルダー

出所：筆者作成
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いずれにせよ、中国進出企業における情報シ

ステムの問題を考察する時、情報システムにかか

わるステークホルダー別の視点で見ていくことが

大切である。

（２）業務の仕組みづくり

組織と個人の役割の明確化

まず、調査、コンサルティング会社として有

名な米国のギャラップ社のコンサルタントが書い

た 2000 年代初頭のベストセラー著作 2 を取り上

げ、職場と人材の問題について考えてみたい。こ

の本は、ギャラップ社がこれまで企業の管理者と

従業員に関する調査とコンサルテーションを行う

なかでたどり着いたコンセプトに基づいて書かれ

ており、説得力に富む。特に、ギャラップ社が職

場とそこで働く人たちの強さを測定するために設

定した 12 の質問 3 （図表 2）は、長年の調査とコ

ンサルティング活動をベースにするものであり、

大いに参考になる。そして、職場の従業員の調査

における最初の質問が「私は職場で自分に何が求

められているかを知っているか？（Do I know

what is expected of me at work?）」であることは

興味深い。このように、それぞれの従業員が組織

における自分の役割を認識することから職場づく

りが始まるという認識が重要である。

職場と人材の強さを測るための 12 の質問は中国

における企業経営の場面でも活用できる。米国企業

に限らず、中国に進出した日本企業もこういう考え

方を職場づくりに活かすべきである。業務システム

構築の出発点は企業組織と組織を構成する個人の役

割の明確化であり、このあたりの対応を行うことが

優れた情報システム構築の基本でもある。

企業価値の共有、全体最適そしてEA

職場とそこで働く従業員の位置づけの明確化

においては経営理念や企業価値の存在が重要な役

割を果たす。組織の構成員と企業を結びつけるも

のは経営者の理念やその会社が大切にしている企

業価値であるからだ。企業価値の共有は組織の構

成員のモラルを高める。この意味で、企業価値の

共有は従業員の元気の源泉であると同時に、活力

のある業務システムの基礎でもある。

2 Marcus Buckingham & Curt Coffman, First, break all the rules : what the world’s greatest managers do differently, Simon & Schuster Inc.,
1999.

3 同前書、28 頁を参照。

① 私は職場で自分に何が求められているかを知っているか？　 

② 私は職務の遂行のための道具と機材を持っているか？　 

③ 私には、毎日、職場で自分がベストの活動を行う機会があるか？　 

④ この１週間に、私が良い仕事をした時、認められたりほめられたりしたか？　

⑤ 私の上司もしくは職場の誰かが私のことを気にかけているか？　 

⑥ 職場の誰かが私の行動を励ましてくれるか？　 

⑦ 私の意見は職場で何らかの意味があるか？　 

⑧ 私の会社の使命や目的は私に自分の仕事が大切なものだと思わせるか？　 

⑨ 職場の同僚は質の高い仕事をしているか？　 

⑩ 私は職場に最良の友人がいるか？　 

⑪ 過去６カ月の間に、職場の誰かが私の進歩について私に話しかけたか？　 

⑫ 昨年、私は職場で学び、成長する機会があったか？　 

 

図表 2 職場と人材の強さを測るための 12 の質問

出所：前掲Buckingham & Coffman （1999） に基づき作成
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現在のビジネス環境下では、洋の東西を問わ

ず、企業の各事業部門の部分最適が先行しやすい

状況にあり、全体最適の観点からも経営理念や企

業価値のような基本概念の存在が重要である。従

って、システム開発でも上流工程の果たす役割が

大きい。ビジネスの推進で基本的なコンセプトが

大切なように、業務システムの開発においても基

本概念が重要である。

近年、日本でも「経営と情報システムの融合」

「全体最適の実現」の追求のための設計、管理手法

として EA（エンタープライズ・アーキテクチャ）

が用いられている。ここで、EA とは「組織全体

の業務とシステムを統一的な手法でモデル化し、

業務とシステムを同時に改善することを目的とし

た、組織の設計・管理手法」を意味している 4。

EA につながる考え方を最初に提示したのは John

A. Zachman であり、彼が 1987 年に発表した論文 5

に EA の起点がある。Zachman のフレームワーク

は、発表当時は情報システムを対象にしていたが、

その後、組織全体を扱うように拡張され 6、現在

では EA 策定に基づいて、多くの企業、政府機関

などが業務と情報システムの改革を行っている。

筆者は、中国で事業を行う企業の現地法人が業

務と情報システムを改善する場合にも、組織の設

計と管理の手法としての EA が重要な役割を果たす

と考えている。EA という言葉を聞いただけで尻込

みする企業も多いと思うが、少なくとも EA 的なも

のの考え方に基づいた業務の仕組みの改善と情報

システム導入、運用の試みは大いに意味がある。

標準化のツールとしての業務マニュアル

企業がこれまで本国のオペレーションを中心

に築き上げてきた業務の進め方を進出先の国の子

会社に適用することは企業の国際的な活動の重要

な側面である。業務マニュアルは、このような企

業の国際事業展開における標準化の推進を支える

ものである。様々な基幹業務のなかで、特に製造

に関連する領域では多くの企業が業務マニュアル

を作成している。調達、製造、設計、会計などの

世界では業務マニュアルの存在は一般的である。

進出先の国の状況によって、業務マニュアルの運

用に多少の変更を加えることが必要な場合もある

が、業務マニュアルは基本的には標準化の重要な

ツールとして世界各地で用いられている。

筆者はかつて香港に本社を持つ現地法人に勤

務したことがある。この会社は香港、中国そして

韓国における販売活動を統括する地域本社で、当

時、アジア全体の地域統括会社としてシンガポー

ルに本社を置く大きな企業の一部門であった。シ

ンガポール本社の傘下で活動するすべての現地法

人と事務所は業務の進め方に関する基準書を持

ち、この業務マニュアルが日々の活動のベースに

なっていた。このように、販売活動と地域本社活

動を中心に事業を行う会社が業務基準書を持つケ

ースはやや稀な存在であったのかもしれない。

業務の見直しと仕組みづくりの例

企業はいくつかの事業部門を有し、各部門は

それぞれの競争環境のなかでビジネスの拡大と成

長を求める。個別の事業環境で競争するためには、

一般的な業務マニュアルの存在とあわせて、各部

門のビジネス環境に適合した業務ルールが必要で

ある。

筆者が 1990 年代初期に米国の現地法人の半導

体部門に勤務していた時、半導体部門の始業時間

を午前 9 時でなく、午前 8 時半にしたことがある。

半導体の厳しい競争環境を考慮した対応であっ

た。また、当時、半導体の納期遵守について、顧

4 経済産業省のホームページ EA ポータル、「業務･システム最適化計画について（Ver.1.1）」、
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ea/data/report/r2/index.html（2007 年 6 月 15 日アクセス）。

5 John A. Zachman, “A framework for information systems architecture”, IBM Systems Journal, Vol.26, No.3, 1987, pp.276 － 292.
6 John F. Sowa & John A. Zachman, “Extending and formalizing the framework for information systems architecture”, IBM Systems

Journal, Vol.31, No.3, 1992. pp.590 － 616. 
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客から厳しい要求が出され、こういう顧客ニーズ

に応えるために半導体製品の出荷について抜本的

な改善を行ったことがある。物流システム、在庫

管理の改善などが業務ルール見直しの中心的課題

であり、対応のポイントは業務のスピードの向上

であった。

筆者が香港の会社で勤務していた時、やや大

掛かりな業務の見直し作業を行ったことがある。

2000 年から 2001 年にかけて進めた財務、会計業

務の改善プロジェクトである。外部の経営コンサ

ルティング会社に自分たちの財務、会計業務の詳

細な分析と世界的な企業の業務処理との比較を依

頼した。自分たちの業務処理のレベルを把握する

ことから作業を始めたのである。会社の事務所の

一角にプロジェクト室を設け、コンサルティング

会社の人が 2、3 人常駐する体制をつくった。財

務、会計業務の専門家と情報システムの専門家が

それぞれ 1 名参画していた。

1 カ月ほどかけて詳細な業務プロセスの分析と

評価を行い、次の 1 カ月半で改善案の検討を行っ

た。この段階で、ユーザーである財務、会計スタ

ッフとの間で業務について詳細な議論が行われ

た。経営コンサルタントと財務、会計スタッフの

業務システムに関する討議事項や約束ごとを具体

的に書き表すために業務フロー図と業務概念に関

する定義書などが作成された。

こういうことにより、暗黙の了

解事項を最小化し、確実なプロ

ジェクトの推進を図ろうとした

のだ。経営コンサルティング会

社のスタッフと会社の財務、会

計スタッフの打ち合わせの期間

中、会議室の壁には業務フロー

図と業務プロセスの改善案など

を記述した模造紙が所狭しと貼

られていた。こうしておけば、

経営コンサルタントとユーザー

企業の担当者がいつでも業務改

善プロジェクトに関する重要な

事項について目で確認できる。また、隔週ベース

で筆者のところに状況の報告があった。こうして、

約 3 カ月かけて極めて詳細な業務改善のプランが

完成し、その後業務改善計画は実行に移された。

実行のプロセスは改善計画の策定以上に時間

がかかった。人事、勤労問題などセンシティブな

課題を解決しながら進める必要があったからだ。

結果的に、このプロジェクトは業務の効率的運営

とコストの削減の両面で大きな成果を収めた。な

お、上記の財務、会計業務の改善プロジェクトは、

現状分析、改善案の作成、実行プロセスにおける

アドバイスに至るまでの全体のプロセスを通して

外部の経営コンサルティング会社の参加を得て進

められたことを付記しておきたい。

業務の仕組みづくりの手順

ここで、上記の財務、会計業務の改善事例を

もとに業務の仕組みづくりの手順をごくおおまか

に記しておく。

まず、業務改革の対象となっている業務の現

状を把握するためにユーザーとしての業務担当部

門とシステム開発者としての情報システム部門

（外部の経営コンサルティング会社、情報システ

ム会社を含む）との間で具体的な業務について共

通の認識を作る。図表 3 に示すように、暗黙知か

ABCDEFG
123○△ 

abcdefg
i  ii  iii ●▲ 

共通認識 

情報システム利用者 
（業務担当者） 

情報システム開発者 
（情報システム部門、 
    経営コンサルタントなど）

業務ルールの定義 
業務フロー図など 

図表 3 暗黙知から形式知へ

出所：筆者作成
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ら形式知への転換により共通の認識に立った業務

改革を図ることが重要である。

こうして定義された概念を前提に当該業務の

改善に必要な帳票類、コンピュータリスト、画面

などの洗い出しを行い、当該業務領域で発生する

データのレビューを行う。こういう作業のなかで、

特に、製品、金そして情報の流れに注意しながら、

企業内の他部門及び他社との業務のやり取りを含

めた業務フロー図を作成する。

次に、ユーザーから収集した資料とデータに

基づき業務のルールを定義する。企業の職場で

日々蓄積される業務のノウハウは各業務担当者の

頭のなかにあるのが実態であり、個人に従属して

いた業務処理の情報を客観的な形で明文化する必

要がある。これが業務ルールの明文化である。業

務の段階には、管理レベル、業務レベル及び作業

レベルなどがあり、段階ごとに業務のルールが存

在する。それぞれのレベルの業務に関する詳細な

情報を一元的かつ体系的に蓄積し、共有する。

これらのプロセスは基本的に内部環境の把握

である。業務改革のためには外部の競争環境に目

を向ける必要がある。このための作業として同業

他社の業務推進など業界状況を分析し、こういう

考察をもとに改善目標を設定する。ベンチマーク

すべき競争相手の企業などを決めたうえで自分た

ちの業務の改善策を検討する。

こうして内部環境と外部環境の把握を行った

うえで、これから自分たちの組織で使用する業務

の仕組みとルールを組み立て、情報システム化に

結びつける。

（３）情報システムの導入と運用を考える視点

基本的な視点：「業務の仕組みづくり」と「仕組み

の定着化」

これまで述べてきたことから分かるように、

情報システムの構築において大切なことは業務の

仕組みづくりとシステムの導入を一体化すること

である。業務の仕組みやルールの見直しの観点に

立ち、業務と情報システムの両方をにらんだアプ

ローチを行うことにより、実際の業務と情報シス

テムの乖離に起因する諸問題の解決に当たる必要

がある。単に情報システムのインプリメンテーシ

ョンで解を模索するのではなく、業務の仕組みづ

くりと仕組みの定着化という視点を強く持つこと

で情報システムが活きたものになる。

ERP パッケージの導入に当たっても、機会を

捉え、生産、調達、販売、会計など企業の基幹業

務の見直しを行うことが大切である。情報システ

ムの利用者の意見は極めて重要であり、情報シス

テムの高度化は問題意識を持ったユーザーの存在

により実現される。

出発点としての販売業務

企業の業務の出発点は企業と顧客とのやり取

りである。顧客からの製品の受注をもとに企業の

業務が進められる。情報システムにおいても受注

データの入力により業務処理のサイクルが始ま

る。顧客からの受注データに問題があれば、調達、

生産、在庫など関連する業務領域で問題が発生す

ることになる。図表 4 は、基幹業務の主たる領域

である調達、生産、出荷、販売を取り上げ、全体

的な業務の関係を示したものである。顧客に関す

る情報が調達、生産、出荷などの部門でどのよう

に共有され、各分野の活動でどのように活かされ

ているかによって、企業の活動の命運が決まると

言っても過言ではない。特に、中国では、通常、

生産、販売などの各部門が組織的にうまくつなが

調達 

調達計画 
調達実績 

製造 

情報共有 
顧客情報の重要性 

生産計画 
生産実績 

物流、流通 

在庫計画 
在庫実績 

販売 

販売計画 
販売実績 

図表 4 業務の仕組みと情報システム

出所：筆者作成
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っておらず、ばらばらの動きをすることが多いの

で、調達部門、生産部門そして販売部門の動き方

によっては、あっと言う間に大量の在庫の山を築

くことになりかねない。

顧客情報の重視

販売に関する情報の入手と情報の精度向上は

最も重要で難易度の高い業務課題である。顧客情

報の獲得者である営業マンが自分たちの持つ情報

を出したがらないからである。営業マンが情報を

小出しにすることは、中国ビジネスに特有のこと

ではない。営業担当者にとって顧客情報は最も大

切な財産であり、自分の身を守るためにも、情報

を選択的に使用するのが世の常である。

従って、顧客情報の収集と社内共有の重要性

について社内の認識を新たにすると同時に、常日

頃から販売部門スタッフに対し顧客情報の収集に

関する教育を行っておく必要がある。ここで注意

すべき点は顧客情報の幅の広さである。生産財を

例にとると、顧客は企業であり、企業の様々な部

門が持つ情報が顧客の情報であるからだ。平均的

な営業マンの情報入手先は顧客の調達部門であ

る。開発や設計部門に入り込める販売員は優秀で

ある。このような活動ができるスタッフの存在は

現在の中国では貴重である。

顧客状況に関する情報についてもうひとつ注

意が必要なことは、「良いニュース」と「悪いニ

ュース」という視点が大切だということだ。販売

スタッフによっては悪い話を隠して良い話だけを

社内連絡する人がいるが、「悪いニュース」の取

り扱いについても社内でよく議論しておきたい。

いずれにせよ、顧客情報の重要性はいくら強

調しても強調し過ぎることはない。中国において

も販売情報を大切にする企業環境が効果的な情報

システムの運用を生み出すものである。

課題としての在庫削減

在庫対策は中国進出企業における最大のオペレ

ーション課題のひとつである 7。中国のビジネス

環境は透明度が低く、顧客の需要が大きく変動す

るので、日系企業の在庫水準は本国事業所と比べ

てかなり高めになる。日系現地法人の生産コスト

の削減努力がぎりぎりのところまで来ている状況

のもとで、更なる原価低減のためには在庫の削減

が最も重要なオペレーション上の課題である。

しかしながら、中国の現地子会社における在

庫の管理は遅れている。在庫といっても、完成品、

仕掛品、部品・材料などいろいろな種類があり、

また、在庫の場所も工場、販売店など異なるとこ

ろにあるので、在庫状況の把握は極めて困難であ

る。日本企業の中国現地法人でも、どこにどのよ

うな在庫があるのかが見えるようになっていない

企業が多い。また、ERP システムなどを導入し

ている企業でも、在庫数値の集計になると、慣れ

親しんだエクセルによる個別集計に頼るケースも

目立つ。在庫管理の基本は数値管理である。過剰

在庫と停滞在庫の定義を明確にし、品名ごとに問

題製品を絞り込み、具体的に対策を議論する必要

がある。このような対策のためにも在庫のシステ

ム的な把握と管理は欠かせない。

なお、在庫対策は製造部門だけの問題ではな

い。顧客の製品に関する需要予想を入力したり、

顧客から注文を獲得したりする販売部門のスタッ

フにも責任がある。販売サイドの情報の精度が良

くなければ、調達、生産の活動に多大の影響が出

るからだ。この意味でも、情報システムの入口に

位置する受注業務の精度向上が望まれる。

4．おわりに

巨大な中国市場の存在が世界の外資企業を吸

い寄せるなかで、中国におけるビジネス競争は熾

烈さの度合いを増している。中国現地市場への対

７　中国における企業の在庫対応の問題について、筆者は別のところで論じたことがある。浦上　清「中国における在庫オペレー
ションの改善 ― 国内販売の推進とコスト削減策の追求 ― 」、『中国経済』No.477、2005 年 10 月、98 ～ 107 頁。
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応とコスト削減の両方を実現するため、経営の現

地化がこれまで以上に重要になっている。このよ

うな状況のなかで、多くの企業、特に欧米系の企

業は、中国本土の人材だけでなくアジア各国の人

材や欧米人材の採用を行っており、外資系企業の

職場環境は大きな変化を経験している。人材ベー

スの多様化のなかでの経営現地化は企業に制度的

な対応の強化を求めており、この意味で業務の仕

組みづくりにおける競争優位の追求がますます大

切になっている。

中国の現地法人として事業活動を行ってきた

多くの企業が、これまでの製造領域での事業活動

に加えて、中国市場における販売、サービス活動

に注力し始めており、中国における企業活動の幅

が広がりつつある。日本企業も中国での現地経営

の高度化を目指している。経営の現地化とコスト

削減を追求するなかで、情報システムの活用の位

置づけが上がってきていると言える。また、近年、

中国で独資による企業経営を行う企業が増加して

いる。独資による企業経営は、情報システム投資

がやりやすい環境を生み出している。こういう機

会に、中国現地法人における日常業務の見直しを

行い、情報システム活用の問題を考えることは日

本企業にとって大切な課題である。

最後に、本稿執筆の背景について簡単に付記

しておきたい。筆者が所属する特定非営利活動法

人アジア IT ビジネス研究会は、2007 年 4 月から、

情報システムに従事する実務家を中心に「中国進

出企業における情報システムの活用」に関する研

究会を行っている。本稿は私たちの研究会活動の

基本的なフレームワークを叙述するために書かれ

たものである。キーワードは「中国」「業務の仕

組みづくり」及び「情報システム」である。アジ

ア IT ビジネス研究会は、これから、受注業務、

発注業務、在庫管理、販売管理など具体的な業務

領域について突っ込んだ検討を行い、業務と情報

システムを全体として改善するために何をなすべ

きかについて提言していく所存である。本稿の考

察が中国で現地経営の改善に取り組むかたがたに

とって少しでも参考になれば幸甚である。


