
経営センサー　2017.5
3030

はじめに
アジアがグローバリゼーションのなかで中心的

役割を果たすアジアの時代に、的確でタイムリー
な経営戦略の策定と実行を行うことが企業成長の
死命を制する時代に入っている。とりわけ、アジ
アビジネスの中核を占める中国ビジネスの戦略的
転換を図ることは今、企業にとって最重要課題の
ひとつである。世界の企業は中国ビジネスの強化
を目指し経営資源を投入している。中国事業にお
ける戦略的なターゲットは、言うまでもなく、中
国市場における販売・サービスである。

本稿では、中国ビジネスを取り巻くマクロ動向
を踏まえ、従来の製品を中心とした事業とは異な
る、サービス提供というアプローチに焦点を当て
た事業の組み立てを論じる。サービス事業構築に
おいては、顧客や企業を取り巻くステークホル
ダーとの課題解決に向けた対話と新しい価値の共
創が核心的活動になる。

1．		日本の対アジアおよび対中国直接投資の	
動向

近年、世界の国々のアジア向け直接投資が増え
ている。足元では、将来を見据えてアセアン向け
直接投資に注力する米国や中国向け直接投資を増

やす EU の動きが目立つ。
まず、日本のアジア向け投資の動きをマクロ的

に押さえておきたい。日本企業のアジア向け直接
投資はほほ順調に増えている。日本の 2015 年末
対外直接投資残高は 147 兆 7,997 億円であり、ア
ジアにおける直接投資残高は 42 兆 5,399 億円で
あった。日本の対外直接投資残高に占めるアジア
向け直接投資残高の比率は 2015 年末、29% であ
り、対北米投資残高比率 35% に次いで第 2 位につ
けている（図表 1）。ちなみに、この比率は、2006
年末の 24% から 5 ポイント上昇しており、日本の
アジア向け投資の伸び率が他の地域向け投資の伸
び率を上回っていることを示す 1。
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図表 1　日本の対外直接投資残高（2015 年末）
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出所：日本銀行「国際収支・貿易関連統計」に基づき筆者作成

1    日本銀行「国際収支・貿易関連統計」所収の対外直接投資残高（地域別・業種別）統計を参照。https://www.boj.or.jp/statistics/
br/index.htm/（2017 年 4 月 9 日アクセス）。
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また、日本の対アジア向け直接投資残高を業種
別にみると、2015 年末時点で、製造業向けの比率
が 57%、非製造業向け比率が 43% となっている。
2006 年末の製造業向け直接投資残高の比率が
72%、非製造業向け直接投資残高の比率が 28% で
あったことを考えると、投資構造がサービス業向
けへと転換を遂げてきたことがよく分かる。

次に、対中国直接投資実行額の最近の推移につ
いて簡単に眺めておく。ご承知の通り、中国経済
は、モノづくりを軸にした時代からサービスやソ
リューションに重心を移し、大きな構造転換を経
験しながら新しい時代を切り開いている。

中国商務部の 2016 年中国直接投資利用データ
（金融業向けを除く）2 をみると次のような特徴が
浮かびあがってくる。

（1）2016 年（1 〜 12 月）の中国直接投資実行額
は 1,260 億米ドル（8,132 億元）、対前年比 0.2% 減

（元ベース 4.1% 増）であった。
（2）産業分野別（元ベース）に見ると、サービス
分野における直接投資実行額は 5,716 億元、対前
年比 8.3% 増。中国の外資利用全体に占めるサービ
ス分野の比率は 70.3% になった。中でも、情報、
コンサルティング・サービス、コンピューター・ア
プリケーション・サービス、技術サービス、物流
サービス、小売サービスなど先端サービス業向け
投資が高い伸びをみせた。製造業向け直接投資は
全体の直接投資の 3 割を切ったが、製薬、医療機器、
計測機器など先端産業向け投資は伸びを示した。

（3）主要国の投資状況（米ドルベース）を見ると、
米国と EU からの投資が伸びた。アジアでは、マカ
オや韓国からの直接投資が伸長。日本の直接投資
実行額は 31.1 億米ドル、対前年比 3.1% 減であった。

（4）資本金 1 億米ドル（約 110 億円）以上の会社
設立が 840 件、1 億米ドルを超える追加投資・増
資の件数は 450 件であった。これらの大型投資は、
商務部によると、先端技術産業向けである。

また、対中国直接投資実行額の最近の動向をグ
ラフ表示すると図表 2 に示すようになる。世界の対
中国向け直接投資の実行額がほぼ順調な推移を見
せているなかで、日本の投資は最近やや低迷して
いるが、2016 年の下げ幅は対前年で縮小している。

図表 2　対中国直接投資実行額の推移
（金融業向けを除く）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

世界 日本

世界：棒グラフ（左目盛、億米ドル）
日本：折れ線グラフ（右目盛、億米ドル）（億米ドル） （億米ドル）

出所：『中国統計年鑑2016』、「中国投資指南」などに基づき筆者作成

2．中国ビジネス：	経済と社会の変化への対応
アジア市場の中核を占める中国市場での日本企

業の重要な経営課題の一つはビジネスに取り組む
姿勢の転換である。中国の経済と社会の基本的な
変化に企業がどのように対応するかが今、問われ
ている。

中国経済は、前述のように、新しい経済の発展
様式を求める時代に入っており、中国ビジネスは、
モノづくりそのものから、モノづくりに伴い発生
するサービスへの軸足の転換や企業を取り巻くス
テークホルダーを見据えた新しい価値創出を追求
している。ここで、企業のサービス事業を取り巻
くステークホルダーは、政府機関（中央、地方）、
大学、企業（国有、民営、外資など）、非政府組織

（NGO）などさまざまな組織と組織の部門、そし
てこれらの組織に勤務する人たちである。

こうした事業環境のもとにおいては、オープンな

2    中国商務部「中国投資指南」資料（2017 年 2 月 4 日付）、http://www.fdi.gov.cn/1800000121_49_4474_0_7.html（2017 年 4 月 9 日
アクセス）、同部新聞弁公室資料（2017年1月13日付）、http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ag/201701/20170102501364.shtml（2017
年 4 月 9 日アクセス）などを参照。

中国ビジネスの転換
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ビジネス空間での自由で闊達な対話をベースにした
連携構築の成否が新しい事業創出のカギとなる。

重要なことは、こうした動きは企業本社の戦略
的な旗振りのもとに行われていることを理解して
おくことだ。ここで大切なことは、顧客起点のビ
ジネスの構築ということであり、中国発の強いシ
グナルが日本の組織にどの程度届くかということ
である。

3．		サービス事業の構築：政府調達への対応を
中心に

（1）中国における政府調達
WTO（世界貿易機関、以下、WTO）の政府調

達協定（Agreement on Government Procurement、
以下、GPA）は、1996 年に発効した国際条約であ
り、複数国間貿易協定の一つである。中国は GPA
への加盟交渉を行っている。中国の GPA 加盟は
世界の望むところであるが、中国政府のオファー
水準はまだ不十分であり、未加入の状態にある。
現時点では、中国政府機関および国有企業の調達
プロセスの透明性欠如は否めない。

中国の政府調達法（2003 年施行）は政府調達
について、「国産の貨物、工事とサービスを採用す
ること」と基本原則を定めたうえで、次のいずれ
かに該当する場合は除外とすると規定している。
すなわち、①調達する予定の貨物、工事もしくは
サービスが中国国内で取得できないもしくは適当
なビジネス上の条件で取得できない場合、②外国
での使用のために調達する場合、③その他法律、
行政法で別途に規定がある場合である。更に、「上
記の国産の貨物、工事とサービスの定義は国務院
の関連規定に基づき執行する」と定めている（第
10 条）。

中国国務院は 2010 年、中国政府調達法実施条
例（意見募集稿）を公布した。意見募集稿は外資
企業に対し不利な内容が多く、さまざまな意見が

業界からも寄せられたことは記憶に新しい。前述
の意見募集稿からかなりの年月を経て、2015 年 3
月、中国政府調達法実施条例が施行された。基本
的に、政府調達法第 10 条が基底にあるが、総則
や第 1 章の条文をみると、政府機関と供給者との
間に存在する腐敗への対応に関する規定が目立つ。

企業の政府調達への対応について筆者の考えを
記す。日本企業の本社や事業所の持つ基幹技術や
コアエンジンを活かし、中国の社会的課題解決に
資するため、中国環境の理解、中国顧客のニーズ
を把握し、必要に応じて、基幹技術やコアエンジ
ンと現地ニーズのすり合わせを行ったうえで、中
国発の解決策に基づき事業開発を行うという姿勢
が大切だ。企業の基幹技術と中国の市場環境ニー
ズとの双方を見据えた政府調達対応をいかに組み
立てるかが事業の成否を決めると言っても過言で
はない。

（2）関係の現代的意味
米国の大手企業は中国進出の比較的初期の段階

から政府関係を任務とする組織を構築してきた。
こうした組織は Government Relations と呼ばれた
り、略号で GR と呼ばれたりしていた。近年では、
政 府 関 係 と 呼 ば れ て き た 業 務 領 域 は 政 務

（Government Affairs）と呼ばれることが多くなっ
てきた 3。

変化が常態のビジネス環境にあって、人は時間
の経過とともに退職したり、新しい世代の人に置き
かえられたりする。「関係」と言えば、どうしても
人との関係を頭に描きがちであるが、考えてみる
と、人は代わり、場合によっては、組織も変わる。
従って、政府関係の構築においては、こうしたこと
を念頭に置き日々の企業活動を行う必要がある。

また、政府関係に限らず、企業を取り巻くス
テークホルダーとの関係構築に当たっては、組織
との関係の樹立と組織との価値の共有や問題意識

3    Lin Gao and Haiying Yuan, “Where Government Affairs Needs to Grow” , The American Chamber of Commerce in the People's 
Republic of China News, May 23, 2016 を参照。https://www.amchamchina.org/news/where-government-affairs-needs-to-grow（2017
年 4 月 9 日アクセス）。
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の共有などに基づくステークホルダーマネジメン
トの考え方を重視したい。

（3）サービス事業と顧客共創
中国社会の抱える課題解決に向けた取り組みに

より新しいサービス事業の組み立てに挑戦し、既存
事業を進めながら新事業の柱を打ち立てることは、
経営幹部の理解がなければできないことである。

サービス事業の立ち上げにおいては顧客を理解
することに事業の起点を置く。サービスの提供者
である企業は、サービスの利用者である顧客の経
験や問題を把握し、顧客起点のサービスアイデア
を考える必要がある。サービスの提供者と利用者
が共に考え、解決策の発見に向かって協働する。
これが顧客起点の価値の創造であり、こうした活
動を顧客共創と呼ぶ。

顧客共創においては、特に顧客体験や顧客経験
を理解し、顧客の抱える問題や課題の解決につい
て考察・検討することが大切である。さらに言え
ば、中国の政府機関や大学、企業、NGO などとの
協働で新しい価値の創出を図ること、そのための
投資を増やすことが重要な取り組みとなる。

日本企業のなかでも、先端的な動きをしている
企業は、現地法人での営業人材の抜本的増強を
行ったり、経営コンサルティング人材を投入した
りして、中国におけるサービス市場の把握に注力
している。

（4）サービス事業の構築
①顧客とは誰のことか？

企業には、購買、研究開発、経営企画、政務な
どのさまざまな部門が存在する。ユーザ参加によ
る顧客共創と言っても、顧客企業のどの部門の人
たちが参加し、あるいはどの部門の人たちが、新
しいサービス開発のどの過程で参画するかは、具
体的案件の性格により異なる。

②顧客とのビジョン共有

顧客の体験や経験を理解すると同時に、顧客の
職場の問題と課題の発見に努める。顧客の置かれ
た状況と顧客の課題を発見し、解決策に向けた考
察を行う。このプロセスで重要なことは「暗黙の
了解の排除」と「コミュニケーションの可視化」
であり、これらは顧客共創において最も大事なこ
とである。ソリューション設計の上流工程が顧客
とともに確認できていれば、プロジェクトの成功
確率は上がる。

③サービスアイデアの創出

企業の領域において、新しいアイデアは、技術
の革新に支えられ、生み出されることもあれば、
構想力（Imagination）により形成のトリガーがか
かることもある。技術と構想力がアイデアの源泉
ということになるが、顧客共創の観点からみると、
やはり、顧客の抱える課題の本質は何かを理解す
ることが最も大切だ。

さて、ここでサービスアイデア創出の事例とし
て、日立製作所（以下、日立）が開発したフレー
ムワーク 4 を取りあげる。日立は、さまざまな場
面でこのフレームワークを活用している。日立の
サービスアイデア創出フレームワークを図表 3 に
示す。

図表 3　サービスアイデア創出フレームワーク
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出所：	前出、『日立評論』（注4）、25ページ

4    石川奉矛、石黒正雄、熊谷貴禎、柴田吉隆、森本由起子、谷崎正明「顧客協創方法論『NEXPERIENCE』の体系化」『日立評論』
Vol.97 No.11、日立評論社、2015 年 11 月を参照。http://www.hitachihyoron.com/jp/pdf/2015/11/2015_11_02.pdf（2017 年 4 月 9
日アクセス）。
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図表 3 に沿いポイントを示せば、1 点目は、顧
客の事業ビジョンと具現化すべき価値の明確化お
よび顧客の価値を実現する業務とその課題の具体
化であり、2 点目は、ソリューション提供企業の
持つ課題解決に有効な製品や IT の列挙を行い、
課題解決のためのサービスアイデアを製品や IT
と組み合わせて創出することである。

このサービスアイデア創出フレームワークは、
さまざまなビジネスの局面で活用可能である。モ
ノづくりと IT の両方を手がけている企業だけで
なく、情報システム企業においても、全体を俯

ふ か ん

瞰
することで系統だったサービスアイデア創出を行
うことができる。また、顧客共創による新サービ
スの提案に至る過程で顧客ニーズと企業のコア技
術・コアエンジンのすり合わせを行うことで、政
府調達案件においても説得力のある提案が可能で
あり、この意味で図表 3 は政府調達への重要な切
り口を示唆するものでもある。

おわりに代えて
ビジネスの激戦区・中国におけるサービス事業

の創出に焦点をあて、中国の外資利用の動向と中

国ビジネスの難関と言われる政府調達をめぐる最
近の動きなどを踏まえ、中国でのサービス事業の
組み立てに向けたアプローチの視点と具体的な考
え方について述べた。

近年、中国は科学技術の振興に国を挙げて取り
組んでおり、先端電子機器や情報通信技術の高度
利用により、省エネ・環境、都市開発・都市交通、
医療・介護、産業、教育、生活などさまざまな分
野における社会革新に挑戦している。

中国では、こうしたプロジェクトの多くに政府
機関や国有企業などが深く関わっており、政府調
達がらみのビジネス環境で、日本企業がどのよう
にして実効性のあるビジネスの構築ができるかが
大きな課題である。

中国のサービス市場は常に多様性にあふれ、ダ
イナミックに躍動しながら成長を続ける。企業は
それぞれの特長を活かし、市場参入の機会をうか
がうことができる。自社の強みと細分化された市
場の断面とのすり合わせを顧客との協力やステー
クホルダーとの連携により実現させることができ
れば道は開けると考えている。




