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円卓討論

日　時：2012年 6 月23日（土）

会　場：上海復旦大学日本研究センター 1 Fホール

主　催：関西大学経済・産業研究所、復旦大学日本研究センター

水野氏　 1時半になりましたので、今から復旦大学・関西大学経済フォーラムの最後のセッシ

ョンが、お手元のほうに書かせていただいていますが、円卓討論という、決してこれ丸くはな

いんです。 2時間を実は予定しておりまして、なぜ 2時間にしたかというと、個々の先生方の

研究発表以外に、ぜひ参加した方からいろいろコメントとか意見、あるいは自分が勤めていた

経験とかいうのをお話をしていただいて、もちろん差し支えない範囲でお話をしていただい

て、何らかのこれからの日中関係を、特に経済関係を進めていくのに役に立てばということで、

この円卓討論というのを企画しております。

　そして、張先生は、今、ある企業の方とお会いする必要になったということで出ていかれま

して、 2時ぐらいにお戻りになられますので、それまで張先生はおられませんけれども、私の

ほうで予定どおりこの円卓討論を進めていきたいと思います。

　最初の午前中、休憩の前に皆さん方にそれぞれ所属と若干簡単な自己紹介をしていただいた

んですが、午後から新しくお見えになった方がおられます。

　上海関大会の幹事をされておられまして、同時にこの上海で企業を立ち上げられて、その経

営者になっておられる方なんですけれども、今回初めての方も多いと思いますので、上海関大

会というのをつくる上でかなり中心的な役割を担われた方でありますし、もう長く上海におら

れますので、最初、簡単に自己紹介的にプロフィールを紹介していただければと思います。

参加者A　上海は1995年から来ておりまして、その前に 3年間大連にいましたので、通算で中

国は約20年ぐらいおります。

　もともと商社の駐在員ということで中国に参ったんですけれども、2001年にその会社をやめ

まして、2003年に上海で起業をしまして、今、主に日中間の取引と中国の内販関係をやってお

ります。

　上海関大会をつくったのが1999年なんですけれども、当時 4名で発足いたしまして、もう11

年、12年たちますが、今、上海関大会のメンバーは日本人の増加とともに増えまして、会員が

約190名ぐらいの規模になりました。

　今日は、こういう場に参加できたことに対して大変感謝しております。よろしくお願いします。

水野氏　私が最初にAさんとお会いしたときは、まだある商社に勤めておられて、2000年ぐら

いだったかな、上海関大会もまだ10名少しですね。それから見れば、本当にこの10年で日本人

が増えたことに伴って、関西大学のOBの方もたくさん来られているということのあらわれで
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はないかなというように思います。

　それでは、お手元のほうに、昨日から用意させていただいております日本側の報告資料と、

それから今日復旦側から、昨日、張先生がご報告された「中日経済協力の現状と展望」という

パワーポイントの資料、それと先ほど上海社会科学院の傅先生がご報告されました統計資料が

ありましたので、それをコピーして皆様方に用意させていただきました。

　それで、どのように議論を進めていこうかということなんですけれども、昨日からの報告で

少し大きな流れでいけば、佐々木先生のお手元の資料でご確認いただければ、「日中国交正常

化40年の日中経済関係」ということで、中国、それから日本との少しマクロ的な貿易の関係、

それから人の関係、 2ページにありますが人的な関係、それから 3ページのほうで、そうした

ことを踏まえた40年間ですね、ちょうど1972年に国交回復になりましたけれども、40周年とい

うことでありますが、そこでの特徴的なことについてお話をしていただきました。

　また、日本の企業で、成功事例、失敗事例のようなところですね。特に我々の世代だと、ヤ

オハンというのは非常に印象的な話だったと思いますが、そのことに若干触れておられたと思

うんですけども、それが少しマクロ的な意味での中日の経済関係、人、物、金の関係を含めて

ですね。

　それから、私のほうで基調報告ということでさせていただいたものは、ミクロのそれぞれの

企業のことになっていきますけれども、現在、中国では第 4次、中国に対して日本の企業が直

接投資ということでいくと、第 4次の中国ブームというようなことが言われておりまして、特

徴的なものとして、製造業よりサービス、流通業が中心になり、大企業に対して中堅中小企業

が積極的になった。

　それから、現地市場での販売が目的という進出の形態がはっきりとわかると。

　さらに、従来、沿海部の大都市だけだったのが、それが中堅都市、あるいは内陸部に入り込

んでいくという動きですね。

　いろいろなジェトロの調査に基づきましてご紹介したんですが、 9ページを見ていただきま

すと、これはジェトロだけじゃなくて、最近の大阪商工会議所が行った調査でもそうなんです

が、中国に進出している日系企業の現在の経営上の問題点ということで、 1位、ベストじゃな

いんですが、 1位から10位までで賃金の上昇という、10％近くの賃金が年々上がってきており

ますけれども、その問題から人材の育成とか品質管理の厳しさとかいうふうなことがアンケー

トでも出ているということですね。

　また、日本の中小企業が中国での内販ということで、今、動いておりまして、この調査もジ

ェトロのほうで行われているということをご紹介しまして、最後のほうには今後の中国ビジネ

スにとって八つの提言ということで、13ページからですね。GDP第 2位になった中国の活力

を日本の企業、あるいは日本の安定的な成長発展につなげていこうというのが、日中経済協会
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の報告のサブテーマになっておりますので、そのあたりから受けて八つの提言ということを言

っておりますが、このあたりも参考にしていただければと思います。

　そして、中国全体じゃなくて、今日ご報告いただいた傅先生のほうでは、長江デルタ地域の

中日の貿易とか進出状況についてのご報告もございました。

　これらの報告というのは、少しマクロ的な大きな意味での日中経済関係と、それから中国に

進出している企業全体の中での問題点、課題ということで言っておりますので、一つは、こう

いう日中経済関係の少し大きな問題ですね、今後の方向ということで少し最初に議論が必要で

あれば、あるいは佐々木先生のほうから、ちょっと時間の関係もありまして、最後のほうで中

国と日本の新たな経済関係の構築をということでつくられてたんですが、そういう大きな意味

での方向性がどうなのかということが議論の一つであり、もう一つは、現実に進出している日

本の企業の、日系企業の問題点という、これは日系企業で働いたご経験のある中国の方からも、

率直に何かご経験から問題として挙げられていること、あるいはこれから日本の企業が中国

で、もちろん内販として進めていく上で、さらに発展していく上ではこういうことが必要だと

いうふうなことを、日系企業の現状、問題点、あるいはそれの今後の方向性ということですね、

2番目にお話をしていただければどうかなと。

　それから三つ目ぐらいに、特に岡先生の今日のご報告もありましたし、あるいはそういう環

境の問題の結論的なことにもなりまして、そういう問題と、それから長谷川先生のほうから、

深圳に進出している事例ということでもお話がありました。これは、その後で質問を受けて討

論をしていきたいと思います。

　最初に、ちょっと大きな話になってしまって、余り大きな話は言いにくいのかもわかりませ

んけども、それをちょっと佐々木先生にもう少し補足をしていただきながら、日本と中国の今

後の経済関係の構築ということで、いろんな問題がございます。ここで申し上げるのはどうか

なと思いますけれども、いろんな、私がご紹介した中でも、中国のリスクということで政治上

の問題とかいろいろ問題がございますけれども、今後の大きな方向性として、日中経済関係の

あり方についてどのような構築が望ましいのかということを少し補足的に、先生のほうからお

話をしていただければありがたいと思います。

佐々木氏　水野先生に最初のご指名を受けたわけですが、日中の経済関係の今後の展望するに

当たって、総体的にうまくいってきたといいますか、経済面では中国の改革・開放に一定の貢

献をしていると思いますし、中国側の先生方からもそのことは肯定的に語られたと思います。

　しかし、国交正常化40周年の今になって、昨日ご紹介させていただいたとおり、日中間の国

民の相手国に対する世論といいますか感情が、経済的な緊密度とは反するかのように悪化して

いるというゆゆしき事態といいますか、状況があります。

　同じ世論調査で、相互に、日本にとって中国が、中国にとって日本が重要であるというのは
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80％以上の人が認めておりながら、相手国に対する感情がよろしくないということですね。

　それは昨日も申し上げたように、尖閣諸島をめぐる問題とか、あるいは歴史認識とか、ある

いは幾つかの政治絡みのこととかが反映してそういう結果になっていると思いますけども、経

済的な関係からすると大きなギャップがある。そこを国民世論に、もう少し実際の日中間の相

互依存度とか、その相互補完性とか、お互いがお互いを必要としているということをもっと広

く認識していただく必要があるということ。とりわけ若い世代にとって、お互いがお互いを必

要としているということを認識するという、そのことが非常に大事だというふうに思っています。

　そのギャップを少し埋めるというのは、中国経済を研究テーマにしていますけど、同時に大

学で職を得て、若い人を、教える立場からしてもそのことが自分にとって一つの大事な教育上

の責任であるというふうに思っています。

　輪郭の問題に触れる形ですけど、例えば尖閣の問題について、ある日本の政治家といいます

か、少し過激な発言をしたりしているわけですね。そのことで、例えば私の家庭の中でもその

ことが話題になることがありますけど、この問題は鄧小平さん自身がもっと前にその問題の存

在を指摘していて、ただその世代では解決ができないから、将来に託して、いい知恵が出る可

能性があるということで棚上げしている事例ですね。

　しかし、そういう問題について、殊さらに摩擦を拡大するようなことがあって、僕は非常に

よろしくないといいますか、どの国の間にもいろんな摩擦とか違いがあるのは当然ですから、

大同小異という言葉が中国の四字熟語でありますけど、日本では小異を捨てて大同につくとい

うふうに訳していますけど、小異を捨てる必要はなくて、小異を残してというか、小異は置い

たまま両方の共通の利益、大きな共通の利益を見失ってはいけないということだと思っています。

　そういう意味で、今、懸案のそういう大きな問題についても、そういうことで大きな共通の

利益を失ってはいけない。大きな共通の利益というのは広い意味ですけど、経済に即して言う

と、お互いがお互いを必要としているという、昨日申し上げたようにですね。

　アメリカで随分昔、チャイナフリーという本が出て、中国商品なしに生活できるかというこ

とを実行してみたけどできないという、これは10年以上前の話ですね。日本にとってチャイナ

フリーということは全く考えられないと言いますか、私だけでなくて、多分ご列席しておられ

る皆さん方が着ておられるアパレル製品とか靴とか、メイド・イン・チャイナの恩恵を受けて

いると思いますね。その範囲というのは物すごい広がりを持っています。それから、恐らく中

国にとっても、日系企業の進出がもたらす経済的効果なり、あるいは提供する製品は重要な役

割を果たしているというふうに思うんですね。そういう日常レベルでの経済的な相互補完性と

か関係とかを考えたときに、そこはお互いに大事にしなきゃならない点だと強く思います。

　ただ、庶民レベルの一方で、昨日十分にお話できませんでしたけど、日本自身が長期な経済

低迷を続けていて、そして例えば大学生の就職率が非常によくないわけですね。就職率の問い



第 3回復旦大学・関西大学経済フォーラム　中国における日系企業の現状と課題（張・水野・戴・佐々木・傳・岡・魏・長谷川）  385

方は、例えば大学単位で93％就職率とか誇っていますけど、実際はそうではなくて、卒業生か

ら上級学校へ進学した人を除いて実際に就職が決まった人というふうに厳密にとると、 6割ぐ

らいしか就職率がないという非常に厳しい状況ですね。

　そうしますと、若い人たちの雇用が失われたり、賃金も余り上がっておりませんから、その

ことがややもすると、お隣の国で、アジアで非常に勢いのいい経済成長とそれからGDPを拡

大する中国に対するひがみといいますか、一種の被害者意識のようなものを持って、中国に対

する、先ほど申し上げた世論の中で、中国に対して余りよくない感情を持っている人が、今回

の調査では、昨年の74～ 5 ％からさらに上回って80％を超えたという中にそれが入っている可

能性があると思います。単に両国間の歴史認識とか、あるいは領土をめぐる政治的な対立だけ

ではなくて、経済面での被害者意識というものが紛れ込んでいる可能性があると思います。

　そういう点について両国間の現状をしっかりと認識させて、そうではない共通の利益なり、

貿易とか投資とかを拡大する上で双方の恩恵がどんなに大きいのかということをさらに教育し

ていく必要があるというふうに思っています。

　どうも十分には答えられておりませんが。

水野氏　ありがとうございます。

　最初に少し大きな話の問題提起をさせていただいたのは、今回は中国における日系企業の現

状と課題についてのフォーラムですが、ただそれが日中経済交流の転換期、40周年になるこの

時期にいろんな問題があるからです。今後の方向として問題があるということの認識をしてお

くことの必要性と、それから今後どういう方向に向かうのかという点で、少し佐々木先生から

示唆をいただいたと思います。

　長谷川先生がおっしゃっておられたように、学生さんもよくわからないままに少し中国への

嫌悪感が一部出てきている。重要なことだということはわかりながらも、少し嫌悪感のある方

が学生の中にもいるというのは、よく知らないからであって、そういう意味では大学の中で果

たせる役割というのは、佐々木先生もそうですし、何人もの先生方が学生と現実に中国に来て、

いろんな話を聞いたり見たり、あるいは中国の留学生の方と交流する中で、長谷川先生の言葉

じゃないですが、いい人がいるんだねということを広げていくことが重要だと思います。

　大学の中でやれることというのは、学生もそうだし、あるいはこのような形での研究交流と

いうことでの方向というのがかなり重要なことでありますし、またそれの専門分野で客観的に

見て、日中の関係がどういう関係にあるのかということを客観的な状況、あるいは光景とか事

実に基づいて明らかにしていくということは重要な役割じゃないかなということを、今お話を

していただいて改めて思いました。この点については余りいろんなことをここでやることはな

いと思うんですが、そういうことがあるということで、ちょうど40年目に来ているということ

を、節目に来ているんだということを最初に確認をさせていただきました。
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　 2番目に、本題といいますか、このフォーラムの大きなテーマになります「中国における日

系企業の現状と問題」ということで、これはそれぞれの多分、中国の方も、皆さん全部日本語

ができる方だし、日本に留学をし、あるいは日系企業で働いた経験がある中国の方でもありま

すし、あるいは現実に中国で仕事をされているYさんのような方もおられますので、皆さんが

それぞれ一家言あるところだと思います。一つの参考で、先ほど申し上げました、いわゆるア

ンケート調査なんかでは、 1ページにあるような経営上の問題点なんかも挙がっております。

　長谷川先生のご報告の中でも、最低賃金が一番高い深圳の状況もおっしゃいまして、ただ賃

金を上げているだけでは、どうもうまくいかないと。労務管理の問題が一番大きな問題だと思

います。従業員をいかに活性化して、会社の中でまとまって働いていただけるのはどういう方

法かということだと思うんですけども、こういうことを踏まえながら日系企業の現状、あるい

は問題ということをそれぞれ少し意見交換させていただければと思っております。それぞれの

ご経験とか、今考えておられることをお話ししていただければありがたいですね。せっかくの

機会でもありますので。

　どなたからがいいのかちょっとわからなかったんですが、隣にもいますので、Bさんのほう

から。

　彼は、午前中ご紹介しましたように、上海外国語大学で日本語を学ばれた後、日本に留学を

され、その後、日本での商社の勤務経験もあって、上海に戻られて幾つかの日系企業にもお勤

めの上で現在の会社におられるわけで、長く日本の企業を見ておられるし、事実、Zさんが日

系企業を幾つか変わる契機になったことも何かの要因があったと思うんですが、日系企業の現

状とか問題とか、あるいは中国人の方を雇用する関係上のところで何か感じたこととか、何か

これまで約20年近いですね、十数年のご経験がありますので、討論のきっかけとしてお話をし

ていただければと思います。

参加者B　水野先生にご指名をいただきまして、私なりの十数年、日系企業に勤めた経験に基

づいて、少し感想を皆様にお話しさせていただきたいと思います。

　ここで、 3点ほどご報告させていただきたいと思います。

　 1点目は、今感じた中国のマクロ的経済の環境は、ご在席の皆さんもご存じだと思いますが、

中国の高度成長はもう30年ほど二けたの成長率をたどってきまして、もう一段落となりました。

　今、政府から、産業構造の転換にどうしても努めなければならない時期に入りまして、みん

な第三次産業の割合を拡大していこうとしています。ここで、傅先生のご説明の中にも挙げら

れましたが、今年から上海市ではもともと営業税を増値税に変える動きが出ました。上海はテ

ストとして、この半年も実施してきまして、目的はやはりサービス業を営んでいる中小企業の

二重課税を軽減しようとしております。

　ご存じのように、もともと営業税はいったん課されますと完全にコストに計上されてきます



第 3回復旦大学・関西大学経済フォーラム　中国における日系企業の現状と課題（張・水野・戴・佐々木・傳・岡・魏・長谷川）  387

ので、会社にとっては結構負担となっています。増値税に変わりますと、仕入れ増値税と売り

上げ増値税と相殺申告ができるようになりまして、サービス業を営んでいる会社にとってはコ

スト減の効果は出つつあります。

　もう一つは、上海市もGDPの成長率を抑えながら、今、第三次産業の展開に努めております。

そのかわりに、これまで資源消耗型、あるいは余り競争力がないメーカー、製造業への進出に

ついては、その規制を強化しています。

　次は、水野先生のレジュメにもありましたが、人件費の上昇です。これは、先生のアンケー

トの中で 1番目の記述となっていますが、確かにおっしゃったとおり、2008年から中国は労働

法が発動されまして、今、福利厚生のコストは、個人負担が18％、会社負担が大体43％、合計

で61％の負担率となっています。一般企業にとっては非常に高くなっています。

　一方、解雇も簡単にはできなくて、何らかの理由で解雇したり、雇用契約を中止する場合は、

賠償金の支払は決まっています。それは法規上はもうどうしても避けられなくなりまして、会

社にとってはそれも一つのコストです。

　もう一つ原因は、多分、中国の少子高齢化の問題です。それは日本も同じく直面している問

題ですが、ただ中国は発展途上国でありながら、もう少子高齢化が進んでいる上海市を例にし

ますと、60歳以上の人口は全体の20％を占めています。通常の全国の高齢化の物差しは14％と

なっているようで、結構高齢化が進んでおります。

　一方、都市化も今は中国の一つの方向ですが、上海市の不動産価額は皆さんご存じのように、

なかなか下げられていません。地方から働きに来られる方にとっては結構大きな負担となって

おります。これはすべて人件費の上昇が原因となっています。

　そうすると、優秀な人材を確保するためには、会社はどうしてもいくつかの問題を考えなけ

ればならないと思います。

　一つは、住宅問題をどういうふうに解決していくか。今は日系企業、私の勤めている企業は

住宅手当をちょっと多目に出しています。

　あと、最近、上海市は退職年齢の延長を議論し始めてきました。そうすると、会社にとって

は個人の生涯設計も重要視しなければならなくなると思います。

　国にとっては、健康産業と介護産業はこれからもっと進めていかなければならなくなりま

す。今、中国では、みんな共働きなので、子供をケアしたり、あるいは自分の両親をケアする、

育児や介護の問題の影響は出つつあります。この面でも、体制はまだ不備であると痛感してお

ります。私を含めて、もう10年ぐらいになっている方々にとっては、それは結構、頭が痛んで

おります。

　 3番目は、一応、異文化コミュニケーションの、これも水野先生のレジュメの 5点目の提言

の中で触れられましたが、今、日産中国の流れは、現地化は進んでいると感じております。駐
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在員を抑えながら現地のマネジャーを登用していて、そのかわりに権限を最大限に委任しなが

ら仕事を任せたりしています。

　そういう意味合いでは、それは現地に人脈を持っているマネジャーにとっては、とてもやり

がいを感じさせていますが、多分それもほかの日系企業もこれから、あるいは今もう既に実施

していると思います。それは異文化というか、信頼感の醸城は社員のモチベーションを高める

ために重要なポイントだと認識しております。

　思い当たって言うところはこれぐらいであります。

水野氏　ありがとうございます。

　今のことについてのご発言とかもいただこうと思いますが、もうお一方、日本人のほうから、

Aさんの方から少し何か、20年中国にかかわってきたことで、ずっと振り返りながら日系企業

の問題という、以前の問題があるいは解消されてきたのか、あるいはまだ残っている問題はど

ういう問題があるのか。

　最後ちょっと言っておられた問題では、古くから言われながら改善されているもの、特に現

地化の問題、現地スタッフをどう活用するかということで、なかなかほかの外資企業に比べて

も日系企業は昇進も遅いし、成果主義ということは余り日本の企業になじまないというところ

もあるんですけれども、中堅の方ですね、 5年、10年勤めた方に対して十分な報酬、あるいは

ポジションを与えられていないというところの問題点もあると、ご経験の中からはあるとは思

うんですけども、そういうことを含めて何か日系企業にかかわってこられて、中国の中とは違

った、もう今やAさんも中国人かなと思うぐらい、日本の企業のほうから見たところから、日

系企業の現状や問題点というところでの何か。途中からも話をしていただいて結構ですが、ち

ょっと初めに、もし今、いつも考えておられるようなこととかが何かございましたら、少しお

話をいただければと思うんですが。

参加者B　マクロ的な難しいことはよくわかりませんが、多分、今まで日本企業が抱えた問題

は、やはりいかに現地化するか、それと上から目線というところがあったと思うんですね。そ

れをいかにして融合して、皆さんの力をかりながら、お互いがやはりウイン・ウイン関係で発

展していくのが一番いいかと思うんですけれども、実際はなかなか意識を変えるというのが、

やはり固定観念を持たれている方は非常に難しいと思うんですね。やはりもっと若い人にいろ

んなことを経験して、若い人が、下の子からしっかりとしていくというのが非常に大事じゃな

いかなというふうに思うんですが。

水野氏　現地化の問題で言うと、これもなかなか課題で、少しずつ改善はされていると思うん

ですが、それがなぜうまくいかないかという、背景とか理由というのはAさんから見ていかが

でしょうか。

　例えば、私がいろいろ聞いている範囲では、中国にいる幹部の方も、中国を見るというより
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も日本側を常に見ているという方が多いし、それから 2年、 3年ぐらいで変わっていくという

中では、なかなか思い切った意思決定がしにくいと。 3年をうまくクリアして、日本に帰って

次のポジションに入る、失敗しないようにやりながらというふうなことが多いということを聞

いているし、いや、それじゃなくて、もう今やここに骨を埋めようというぐらいの中でやって

いる方も出ていて、個々の企業で結局そうなるということもありますが、先ほどおっしゃった

現地化がなかなか進まなかったとか、あるいは上から目線ではない形でやることの必要性、あ

るいはそれがなかなかできなかったような理由とか、あるいはこういう会社、ちょっと名前は

挙げなくても結構ですが、こういうところでやっているとこはうまくいっているとか、何かも

しご経験の範囲でございましたら。

参加者A　今、水野先生から言われた、常に本社のことを意識しているというのが、これはや

はりなかなか一つの大きな問題だと思っております。

　例えば、現地の、ダイキンは非常に中国的なやり方で進めて、やはり中国の方に任せて、皆

さんの提案に基づいていろんな政策を実行していった企業のほうが、今まで見た限りではその

ほうが成功しているんじゃないかなという実態がある一方で、完全に現地の方に任せてだまさ

れたという方も、要は社印とか法人・代表印全部渡して、それが知らん間に会社をのっとられ

たというパターンもあると思うんですけれども、その辺が非常に難しいところじゃないかなと

思うんですね。

　ただ、日本人としては、すごくやはり意識改革をしなければいけないというふうに私は思い

ます。お互い一緒に働いていくんだという仲間意識が、今までは非常に欠如していたんじゃな

いかなという気がしました。

水野氏　現地化で、中国の方にいろいろな役職を含めて任せるということで、例えば私はサン

トリーでお話を聞いたときに、サントリーの上海での、ちょっとシェアは最近落ちていますが、

圧倒的なビールのシェアを確保できたというのは、中国の方への現地化をかなり進めておられ

たということですね。

　それからもう一つの要因は、中国人の方を、これは日本に帰化された方ですね、日本に留学

もされて日本に帰化された方が、日本名で来ているから日本人かなと思ったら、名前を忘れま

したが、日本人の方じゃなくて中国人の方だったということで、だから日本に留学、あるいは

日本で仕事をされて、その方が日本的ないろんなことを理解した上で、中国に戻られて仕事を

しているところの成功事例って何人か聞いたことがあるんですけれども、それも一つ、ある現

地化の一つの形態で、中国人の方、日本のことをよく熟知された中国の方をかなりトップに近

い形で経営を任せるというのも一つかなと。

　サントリーが物流の途中のいろんな卸問屋を飛ばして、ビールを販売する形で持っていった

ということは、現地の方の裁量を認めたということによる貢献が大きかったようで、工場のほ
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うもそうですね。当時は工場のほうもそうでしたけど、あるいは浦東にあるジュース類の飲料

工場、そのあたりですね。でも、がちっと抑えるとこは抑えたいということは何かというと、

品質管理のことだけは、これはもう非常に丁寧に人材採用をし、育てていくような形で。それ

は出ていったら困るというか、それは非常に慎重な採用の仕方ということを言っておられまし

た。一つでも間違うと、サントリーの飲料メーカーとして全部だめになってしまうということ、

ご破算になるから、その管理、品質管理のところは非常に重視されていました。

　今、お二人の方から、それぞれ日系企業のご経験を踏まえたコメントをいただいたのですが、

もう少し中国の日系企業の問題点について、何か皆さんのほうから何かありませんか。

参加者C　私、経験よりは、ちょっと質問で皆さんに教えていただきたい。水野先生のご報告

の中の 9ページのところに、日系企業の経営上の問題点の中の 7位にある品質管理の難しさ、

さっきもおっしゃいましたけれども、サントリーが結構、品質管理に力を入れまして、それが

成功の一つの重要な要因とおっしゃいました。

　日系企業の中で、なぜ品質管理がなかなかできないか。また、人材育成や人事制度としては、

日本の人事制度をそのままで現地に持ってくるのが難しいのは大体わかります。企業は現地に

ふさわしい人事制度をとり、本社の人事制度とは違う人事制度をとっていることはあります。

しかし、品質管理の面におきましては、本社と違う品質管理システムを、あるいは仕組みをと

っているでしょうか。日本国内の品質管理システムがなかなか現地に合わなくて、現地に合わ

せるような品質管理仕組みをとっているでしょうか。このところがちょっとわかりませんが。

　私の感じとしては、恐らく日本国内の品質管理システムをそのまま使っているのではないか

と思います。そうだとしますと、難しさはどのところにあるのか。もしかしたら、やはり人材、

長期雇用ではないか、あるいは日本国内のそういう生産管理システムと違うから、日本の本社

の品質管理システムがそのままでは現地では難しい。そういうところをもっと教えていただき

たいと思います。その割合を見たら結構高い、43.3％、結構高いです。その難しさはどこに問

題があるのか、このことはすごく知りたいです。

水野氏　私が聞いている範囲のことを少しご紹介します。

　これはアンケートの結果なんですが、例えば日本の同じ品質を維持するためには、従業員の

質を高めて、研修と教育に非常に力を入れないとだめだと。今おっしゃっておられたように、

雇用の形態も考えなきゃだめだということは、徹底してその品質を維持するには非常に困難が

あるということが一つ。

　もう一つは非常におもしろい、ある飲料会社なんですが、私が工場へ行ったときにお聞きし

たのですが、ビンのラベルがありますね。このラベルを張るときに、ちょっと斜めに、中身じ

ゃないですよ、外に張っているラベルがちょっとずれているときがあるらしいんです。このず

れている許容範囲は、ここまでは大丈夫だと、中国の場合は。ここまでは問われないという若



第 3回復旦大学・関西大学経済フォーラム　中国における日系企業の現状と課題（張・水野・戴・佐々木・傳・岡・魏・長谷川）  391

干のずれということで、これはオーケーにしているそうです。日本だと、これはもっとちゃん

となってないと、これは少し斜めになっているところは大丈夫だということを企業の方が言っ

ておられた。おもしろいなと思って、そこまでは要求はされていないといいますか、だからそ

こが若干、現地の品質管理というところ、中身の問題じゃなくて、媒体のところの少し違った

ところということですかね。

　これを徹底してやるときのコストというのは、やはりかかってくる、機械の運営とかあって。

いずれ変わってくるのかわかりませんが、 3年ぐらい前ですか、行ったときにはそういう話を

していたのがちょっと印象的でしたね。

　だから、日本と同じ品質レベルに持っていくことの困難さというんですか、質の問題で。生

産能力を見ても、日本の企業が、これ企業によっても違いますが、設備そのものを全部持って

きて、説明も全部日本語で書いていて、日本流の生産管理システムでやるほうがやりやすいと

いいますか。だから、よくどこでも 5 Sを、生産 5 Sはありますし、中国では、中国のハイア

ールなんかはそれにセーフティーを入れて中国的というのは 6 Sだというのを言っているとこ

ろもありますけれども、そうした日本流の生産管理を維持するということの難しさと同時に、

若干、中国の実情に合わせたような形での管理をしているということもあるということをお聞

きしました。これは多分、企業によって、さまざまなレベルによっても事情によって違ってく

るのではないかなという気がしているんですけども。

　掃除から始まって、あるレベルのところに持っていくことの困難さというのは、ここにもあ

りますが、どの日本企業が入ったときも非常に難しいということはおっしゃっておられました。

　それでも稼働させないとだめだから、どこかで、ここまでは行けるという点からだんだんレ

ベルを上げていくんだと思いますけれども、それは非常に難しいというところがあるようですね。

参加者D　私の気がついたところは、例えば今、生産現場で大体、作業員の採用期間は短いで

す。大体、 1年ぐらいでやめる人が結構ありまして、そうなると、せっかく例えばさっきのよ

うに、品質管理に対する認識、あるいは習慣、整理整とんに対してそういう習慣づけるような

だけの時間がかかります。ようやくわかったらやめていきますので、また新しく採用するとき

に、また最初から教えなきゃいけないという。それも一つのつまり原因ではないかと思います。

つまり、日本国内では長期採用なので、意外にみんなずっと同じ企業に務め、その勤務年数に

従い習慣になっていきます。品質管理コストもだんだん安くなっていく面もあります。

　中国の現地企業では、期間が結構短く、やめるのも早い。そういう部分のコスト、教育コス

ト、あるいは管理コストが多分高いのではないかと私は思います。結局、人事制度と労働市場

の特徴と関連性があるかもしれません。

水野氏　おっしゃるとおりなんだと思いますね。だから、それはまた従業員のレベル、ワーカ

ーの部分というか、ホワイトカラーの人たち、あるいは年齢層の人たちによって形が違ってく
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るとは思うんですけれども、日系企業の少し悩みのところはそこにもあると思います。

　だから、日本でのパソナを初め、こっちはインテリジェンスとか幾つか、人材紹介事業がい

かに多いかということで、非常にいろんな業者がたくさんできておりますけれども、そういう

労働市場の流動性が一つ反映しているのかなという気がします。

　ただ、企業によっては、やはり長く働くような、それから品質管理と技術の流出ができない

ように、帰属意識を高めるような工夫というのは結構やっておられて、コアになる人材は、あ

る日系企業で聞いている限りでは、なかなか離職率は低くて安定して維持できているというこ

とを言っておられました。

　やはり日本流に大卒から、特に先ほど品質管理のセンターの方に聞いたんですけども、大卒

から採用してずっと育てていくようなプロセスがやはり必要で、それをしているという話ね。

余り優秀な人は採らないと言っていました。余り優秀な人は離れていくというわけですね。そ

の次のレベルの人をゆっくり育てるほうが、結果も良いという。あんまり優秀な人は向いてい

ませんねということを言っておられたことが印象的だったんです。

　目端のきく人は次のところにぽんぽんと変わっていくんですね。そういう意味で、もう少し

じっくり育てることが重要です。大卒でしっかり、これ日本も同じですが、白紙の状態で企業

の経営理念とか考え方とか研修をきちんとやって、長期雇用が前提で、ある程度、 5年先、10

年先の自分の生活設計ができるような提案で育てていこうというのは、中核になるコアな人材

をそういう形で養成したいということです。

　Aさん、何か。

参加者A　昔、先輩に言われたのは、例えば工場へ行って工場を見るときは、まずトイレを見

ろと言われたんです。トイレがきれいなところは多分管理がゆきとどいている。そのようなと

ころで経営者がですね、いいものをつくるんだろうということは言われていました。確かにき

れいなところはやはり経営者の思想が入っていまして、丁寧にやはり物をつくるというのは、

僕もそれは感じたことがあります。

　それともう一つは、日本の消費者というのは、やはりきめ細かな要求がありますので、メー

カーとしてはやはりクレームされたくありません。クレームされたくなければ、やはり標準に

合致した製品をつくらないといけないということで、品質に対する要求が、つくるときに細心

の注意を払ってつくっているんじゃないかなという気がします。ちょっと回答になったかどう

かわかりませんが。

水野氏　では、Dさんのほうから。Dさんは今、中国の大学の先生をされておりますが、以前、

日系企業にお勤めの経験もございますし、日本で働いた経験もありますので、もし何か。

参加者D　意見ではなくて、質問です。教えていただきたいことがあります。

　人材戦略という部分ですが、Aさんですね、そしてBさんに質問をさせていただきます。
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　10年前の人事採用制度と今の人事採用制度、どのように変わっているか教えていただけませ

んか。現地化する場合、現地のスタッフ、例えば新卒を採用するとき、どんな条件を大事にし

ているか教えていただきたいのですが。

参加者A　全く何も準備はしてないんですけれども、昔は結構、上海市政府の服務公司からの

派遣という形で人材を受けられたことがありまして、その次は、結構、服務公司の担当者がい

ろんな話をして、その方の推薦する方を採用、多分いろんな企業がしていたと思います。

　多分、今はそれぞれの会社に人事担当の方がおられまして、中国に長くおられる中国と日本

の両方の感覚を持っている方が、その方が責任者になって面接をされて、それで採用されてい

るのではないかなという気がします。それはやはり中国マーケットをにらんでの人材採用でし

ょうね、そういう気がします。

参加者B　10年前、私が経験した頃は2002年の求人の条件ですが、今に比べて割合に簡単だっ

たんです。日本語ができて日系企業の経験があればいいということでした。今求めているのは、

それだけではなくて、性格、何らかの特殊の、経験がそのポジションとの釣れ合いなどで、要

するに入ってからすぐ活用できるということです。あとは、どれぐらいいられるか。それは継

続勤務に対してのチェック、確認もでてきました。

水野氏　10年前に比べて難しくなって、いろいろな側面を多面的に見ていくような時代になっ

てきているということですね。

　それでは、最近、中国での就活をされて、やっと日本企業に勤められたE君とFさんのほう

から、入ってみてどうだったかということもそうですが、入るまでの今のような採用のことが

ちょっと問題になっていますが、入るまでの苦労でどんなことが、やはり就活のときに聞かれ

て、もちろんお二人とも日本語がよくできて、それから修士の学位もお持ちで、ただ職業経験

は 2人ともまだなかったんですが、そういう立場からそれぞれ有力な、申し上げていいと思い

ますが、FさんはB社という九州でも有力なメーカーだし、E君は大きな総合商社というとこ

ろに入っておられますが、ごく最近、就活で経験された立場から、今、Dさんの質問で、どの

ようなことが見られて、どのような苦労があったとか、入ってみてどんなに大変かということ

も含めて何か、どちらからでも結構です。

参加者E　日本での企業説明会とか、 1次、 2次面接も参加したことありますけど、日本でや

はり新人を採用しているとき、基本的に専門知識とかは重視してないと思います。ただ、その

人の性格、能力、自分の専門でなくて、ほかの、例えば現在の能力レベルとか、人とコミュニ

ケーションをとれるとか、それらに焦点をあてて考えているのではないと思います。

　中国で、私は大手メーカーと総合商社だけ面接を受けたんですけど、やはり基本的にまず、

応募者の専攻、大学から何を勉強してきたかを質問します。留学の経験がある人に対してやは

り、留学の間に、得たものは何ですかとか、入社してからの希望は何でしょうか、それらのこ
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とについてよく質問をします。

　入社してから、これはいろいろ先輩から言われましたが、日本の企業は基本的には自分の職

員に対していろいろ教えることができます。つまり、日本の企業は仕事を教える企業で、欧米

の企業は仕事を、業績をつくる企業と、基本的に分類しています。やはり新卒としてなにもわ

からないから、経験として日本の企業と、 1年、 2年、 3年ぐらい働いて、自分の仕事の能力

をアップしていく一番大切な段階と思います。

　だから、経験を積んでからみんな欧米や中国の国有企業に、離職してほかの企業に行く人も

多いですけど、50％以上と思います。これが私の感想です。

参加者F　難しい話はできませんが、もともと私は日本にいる間に、アパレル関係のアルバイ

トをやったことがあります。

　中国地元でB社は、私が初めて面接を受けた会社です。入社前に、一体どんなものをつくる

かよくわからなかったです。入ってから、つくっているのは機械の中の部品のようなものです。

入ってからちょっと少し後悔しましたのは、余り女性らしいものがなかったことです。

水野氏　ロボットでしょ。

参加者F　冷たいのが、機械のものでしょう。入社してから 1週間ほど、すぐ上司に、中期計

画をつくってくださいと言われました。中期計画は、会社で 3年間どういうことをやっていこ

うか、そういう計画を立てないといけないです。

　私は余り経験もないし、先輩たちに相談して、どのようにその計画を立てるとか、B社が今

までやっていることは一般の日本企業と同じような、代理店経由で物を売ります。代理店経由

で物を売る一番のメリットは、代金は回収しやすいことで、代理店はほとんど中国人の方です。

中国人の方は、利益さえあればやってくれる。今では 8代理店で、毎月の売り上げは大体11億

元で、でもその売り上げは毎年下がりました。何で毎年下がっているのかその理由について部

長たちに聞いてみました。

　その理由は、実は中国人の、性格に関係があります。なぜか一般の企業の社長とか年をとっ

たら、もう十分お金持ちだから、将来的にはもうそこまででいいですと。お金も十分あります

から、自分の息子も娘も海外に留学をさせて、それでもう満足します。だから、企業、代理店

の方は、そんなに大きくならなくてもいいと思いますと。B社としては、そういう現状を変え

たいです。代理店のモチベーションを高めるために、いろんな戦略を策定しないといけない。

このことで私は、最近頭が痛いくらいです。

　あとは、皆さんがよく言われるキーワードの会社の見える化。例えば、最近よくやっている

のは、省エネというテーマの企画です。でも一般の中国企業としては、例えばインバーターを

使うとどれだけの省エネ効果が出るとか、それを皆さんはわからないです。だから、断られま

す。もう要らないです。大丈夫、大丈夫、要らないですよ。だから、今よく考えていることは、
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お客さんに対してどんなものを求めているとか、どんなものが必要とか、あとどれだけの利益

だけではなく、省エネの効果が出たら将来的にどれだけの利益だけのものではなく、自分に対

してのメリットを見せないといけないです。

水野氏　ありがとうございます。

　E君の、先ほどのDさんの質問とのかかわりで言うと、採用の過程ではやはり日本的な、新

卒の場合は個人の将来性と成長性とか、特定の専門的資格という、そういう能力やコミュニケ

ーション能力とか、組織として、一員としてやっていけるようなことを評価して入るという、

非常に日本的な採用の形だなというか、気がします。

　それから、その後、別な価値に変わっていくというのは、そういう形で入って、日本のOJT

で仕事を通じて職務経験をして、その能力を高めた後、自分の労働力をもっと高く評価してく

れるとこに移っていくというのも、これは逆に現実の中国のある種、比較的若い、30前後まで

はそういう幾つかの会社をステップアップしていってやるというのがよくあるということの、

今おっしゃったことの反映かなという気がします。そういう意味では、日本的な採用の仕方と、

佐々木先生がおっしゃった途中でかわるということも一部出ているところがあるのかなという

気がしました。

　Fさんがお話をしていた、後半のほうは、今、多分、仕事で悩んでいることの、そういう形

で新卒で入ったのに、今や中期計画をつくるまでにということで。彼女の肩書はあれですよね、

アシスタントマネジャーですか、「部長助理」でしょう、あなたは。アシスタントマネジャー

の計画づくりに少しかかわってやるということ、これも仕事を通じて鍛えていくという、ある

種日本的なですね。

　中期計画も含めて、何回か予算をつくっていけば、もうベテランになっていきますので、そ

ういう、これも日本的なあらわれかなという。もともとつくる能力があって採用するんじゃな

くて、新卒の方をそういう形で経験させてつくり上げていくというのは、やはり日本的な採用

をまだ大手企業はやっているんだなという気がいたします。

参加者Ｄ　先生、いいですか。ちょっと一つ質問したいのは、例えば今、人事採用のグローバ

ル化が日本の企業の中でも進んでおりますけれども、例えば日本で留学生を採用して現地派遣

という形もとっていますよね。

　採用するときには、中国現地勤務というのが前提条件として、日本国内で採用して、例えば

2年、日本国内でいろんな経験をさせて、後は中国に派遣するというケースも結構あると伺っ

ていますけれども、逆のほうで私が、気になっているのは、今、日本人留学生が例えば復旦大

学に結構来ております。留学生に聞いたら、卒業してから現地で就職したい。しかし、そうい

う学生に聞いたら、日本の人事制度としては本社採用と現地採用のハードルが高い、すごくな

かなか乗り越えができない。日本留学生、例えば中国で留学して、現地で就職して日本企業に
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採用されても、幾ら優秀な人材であっても本社に勤務させないです。というのは現地採用だか

ら。その話を聞いてびっくりしました。

　つまり、日本人留学生であっても、現地で勉強して経験があって、本当に優秀な人材だった

ら、本社で採用すれば、あるいは勤務させればいいんじゃないか。これもグローバル化の一つ

の内容と。

　今、日本のほうが進んでいるのは、さっき言ったように、日本の国内で外国人を採る。逆に、

海外に行っている、いろんなグローバル経験を持っている日本人学生さんに対しては、なかな

かそういうグローバル化的な採用はやっていない。それはどんどん留学生が海外に行って、特

に中国に、例えば今、復旦にも何百人の留学生がいます。もうちょっとグローバル化の意識の

改革があって、本当に現地でよく見て、いい人材なら本社に転勤させて活躍してもらえばいい

のに、なかなかそういう本社採用ではないから、幾ら優秀な人材であってもそれはだめだとい

う話を伺っております。それは本当でしょうね。

参加者A　最近はそれほどでもないのではないですかね。その辺の意識は少しずつ変わってい

るかと思うんですけどね。優秀な人を採ると。特に、中国に内販をしたい企業さんに関しては、

その辺は一つの大きな選択のポイントにしていると思いますが。

水野氏　申し上げたように、中国での日本人の現地採用は実は増えております。Aさんもおっ

しゃったように、そういう方は、中心は中国で活躍していただくという形で採用するというの

が大きいですね。

　先生がおっしゃったように、その方が、じゃあ本社に戻ってということですね。

参加者Ｄ　そうです。

水野氏　それは当該個人がどのような形で留学をされて入ってきているかによって違うんです

ね。別に現地採用の方を差別、区別というよりも、日本の企業というのは、多くは新卒一括採

用ということがあって、日本の中にいても、一度それをずれてしまうと、留学して戻ってきた

りずれてしまうと既卒の採用になって、その方の能力とか経験とか資格とかいうことは別採用

になるということがございまして、だから今の中国だけじゃないけれども、現地採用の日本人

の方というのは、これは人によって違っていますね。

　というのは、人によって違うというのは、日本を脱サラをして中国の大学に入り直して来る

とか、中国の正規の学生、院生として卒業していない方とか、正規に卒業している人が非常に

少ない。中国で勉強したということがあっても、それだけの語学能力、専門能力を、例えば中

国の主要な大学できちっと学位を取るまで行ったかどうかというと、かなり少ない、割合ですね。

　だから、現地で採用される方も、日本の大卒で中国で勉強した方というのは結構多いわけで

す。だから、その方がどのような経験を経て採用されたかということは、非常にばらばらです

ね。どういう形で採用されたかによって、本社に戻る方もいるし、そうじゃない方もいると思
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います。

　一般に言うと、大企業、上場企業、大きな伝統的な大企業ほど、それは非常に難しいと言い

ますね。ただ、中堅企業になると、私が知っているような方なんかでも、シンガポールなんか

で活躍されて採用されても、本社に戻ったりとか中国に来たりとか世界に行くという形で本社

で重用された方がおられますけども、そういうふうな方も一方ではおられますので。

　ただ、おっしゃっておられたように、日本の非常に有力な大手企業だと従来からの採用方針

をとっておりますので、それは必ずしも、現地の方がだめだという形じゃなくて、現地の方で

採用のされ方とか、現地で採用された方の背景ですね、能力、背景ということによって違いま

す。年齢が上だと、本社に戻ったときになかなかポジションが難しいところがありますね。

　ただ、多くは、留学されてこちらに来ている方というのは、いろんな経験があって、脱サラ

とかあってもう 1回来ている、やり直しで来ている方が多いですので、その方はやはり年齢も

上になっているし、いろんな、多様な経験をしている、能力はあるんだけれども、本社のほう

での、本社に戻ってくるポジションというのは、日本人の管理能力を問われるわけです、マネ

ジメント能力を問われますので、それは向いていないということで本社に戻っての仕事はない

けれども、現地で活発に運用されるといいますか、これは商社の採用も現地採用が今ふえてい

ますので、コストの面から見ても、中国だけじゃなくて、いろんなところで現地で採用して現

地で働いていたり、グローバルな人材登用というのは進んでいると思います。その中でも、経

験を受けて抜てきされる方は最近は少なくない、これからも出てくる可能性は高いと思います。

　これまでの現状は、今言ったような、採用された方の能力とか背景とか資格ですね、それに

影響があるのは確かだと思います。一括して現地採用が本社に戻れないということではなく

て、現地採用された方の個人のものは大きいと思いますね。

　ほかに、日系企業の現状、問題点で、もう少し違った形で何かお出しいただければ。

　Gさんは、現在、アメリカ系企業におられますけれども、以前は台湾系企業などに勤められ

た経験があると思いますが、外資企業に勤められた経験を含めて、日系企業の現状の、あるい

は問題点といいますか、そういうところは。やはりアメリカ系企業のほうがいいとか、いろい

ろあなたは経験が豊富ですから、もしそういう点から日系企業の現状とか問題を、何か経験が

あれば。

参加者G　私の過去の勤務経験から言えば、最初の就職先が日本の企業でした。貿易会社の、

北京事務所でした。そこで 1年半ぐらい働きました。今、振り返ってみれば、その当時はどれ

だけ楽しかったか、あるいは苦しかったかというと、自分には向いていないという感じでした。

　要は、当時、ほぼ15年前ぐらいの話ですから、やはり恐らくその企業が日本を代表するとい

う感じでもないですが、ペースが遅くて、そして結果重視よりも人間関係とか、あるいは勤務

時間の長さとか、そういう割に客観性の少ないバロメーターが非常に重視されるという雰囲気
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でした。当時、私は恐らく忍耐力もそんなによくなかったですし、それから十分そういう雰囲

気には向いてはいませんでした。

　そして、最近の日本企業とのかかわりと言えば、やはりいずれは自分のカスタマーだとか、

あるいは自分のサプライだとかという関係でした。自分の顧客先として、一時、結構、フルタ

イムで開拓に携わりましたが、日本のE社でした。

　あれは2003年ぐらいの話ですが、結構有名な、当時、世界的にもあそこはゲーム業界では恐

らく、ソニーももうちょっと売れているぐらいの優秀な企業でした。でも、顧客として開拓し

ようとすれば、やはり幾つかの自分らに接触してきた欧米企業とはそういう違いを感じてきま

した。

　まず、大きな違い、あるいは驚きとしては、E社という世界的な名前を持ちながら、でも、

その企業がこういうIT化か、あるいはMRPか、ツールへの投資が非常に少なく低いです。特に、

当時のアメリカの企業と比べれば、アメリカの大手企業であれば、ほとんどいずれはセルフィ

ーとか、あるいはオラクルのシステムを採用していますが、E社は非常に古い形で運用した。

　そして、日本企業と仕事をしようとすれば、非常にアジア的な経営方法ですか、人間関係が

重要でした。やはりこれだけのビジネスをしようとすれば、これだけの時間を投入してこれだ

けのレセプションをしなければ、なかなか次のステップには上がれない。そういうことは私た

ちの経験していた伝統的な方法が、少なくとも10年前までありました。

　マクロ的に見れば、私は今、非常に残念に思っているのは、特に去年に入ってからは、昔に

非常に有名だった日本の大手企業で、例えば超有名な家電業界であれば、パナソニックなり、

あるいはソニーなり、あるいは液晶業界のナンバーワンだったシャープなり、こういう超有名

企業が去年より驚くほどの赤字を出していますし、そして私たちの日常的な生活から見れば、

今、20年前まで、あるいは15年ぐらい前までは、中国で例えば日本の家電や車は、日本的な影

響がところどころにありました。

　でも最近、日常的な生活から見れば、そんなにプレゼンスが余り見えないですよ。逆に、非

常にいい方向としては、あるいは積極的な面としては、意外に日本の中小企業が、少なくとも

中国でだんだん、徐々に格安さで目立ってきました。それは、私らが時々服を買うときに、や

はり日本留学経験の関係もあるでしょう。この報告にもありましたが、内販を重視してきたユ

ニクロ、上海各所に支店がどんどん増えているんですが、私はよくそういうところを使います。

　そして、コンビニでは、ローソン、セブンイレブン、ファミリーマートなどの名前が挙げら

れます。そんな中小企業でもありませんが、昔の伝統的な超一流企業じゃない企業が、だんだ

ん私たちの生活にかかわってきました。

　そして、日本に帰らずに中国で活躍している日本人も結構住み着いています。彼らも、大体

はそれほど超有名な企業で就職はしていませんが、いずれも何らかの形で、小企業あるいは零
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細企業、あるいは自分で起業しています。でも彼らは非常に頑張っています。ですから、非常

に残念ですが、日本の昔の超有名企業がある面で沈没している事実を見ながら、もっともっと

日本の中小企業が活力を出して、中国でできる内販なり、何らかの形でももっともっと頑張っ

てほしいですね。

水野氏　ありがとう。

　今、ちょっと中小企業ということが出てきましたので、少し論点は変わりますが、もうかな

り時間も過ぎましたので、次は三つ目の話で、長谷川先生のご報告で、中小企業でテクノセン

ター、深圳での中小企業のサポートということで、石井さんなんかやっておられたことがあっ

て、そのところの問題を、これは張先生が実は中小企業のご専門で日本で著書を出されていま

して、専修大学で教員をされていましたので、本当にもともとのというか、本来のご専門だし、

先ほどのコメントを聞いていても、よく深圳のほうに行っておられたということがございます

ので、張先生のほうから、いわゆるテクノセンターの役割がどうか、あるいはそういう役割を

持ってのものを日本向けの中小企業が入っていくときの問題とか、あるいはもうそれがかなり

歴史的役割は終わって進んでいくのか、何か長谷川先生のご報告を受けて、日本の中小企業の

メーカーになりますが、そのあたりのことをもう少し、ちょっとさっき言われたコメントプラ

ス何か、長谷川先生への質問でも結構ですしコメントでも結構ですが、張先生のほうからテク

ノセンター絡みの中小企業のことをお話しいただけたらと思います。

張氏　さっきも申し上げたように、私がテクノセンターを勉強し始めたのは、相当前のことな

んですけれども、石井さんのときからのスタート時点でいろいろとお話を聞かせていただいた

んですが、当初は来料加工とかいろいろメリットがあったんですけれども、報告の中にもあっ

たように、絶好調のときはもう5,000人ぐらいの従業員がいたが、今は1,800人ぐらいに減りま

した。多分、企業数も相当減っているとは思います。

　その中に今日は来料加工とか、従来の中国の貿易加工方式のやり方は、これから中国にとっ

てまだ魅力があるかどうかの問題だと思います。

　企業の考え方よりも中国政府の考え方のほうが重要だと思いますが、むしろ今は、私が知っ

ている限りでは、保税区というもの、今まで我々は保税区というものを大体、沿岸や港での保

税区と。今の保税区という概念は、もう既に空港が保税区に変わっていっています。特に西側

になると、今は西安とか成都とか、さらにその近くの綿陽とか、そういうところで保税区をつ

くっているんですね。

　飛行機で原材料を運んできて、そこでつくって、来料加工も含めてやり出しているんですね。

そういうことになると、深圳の周りでテクノセンターがまだ存在する意味があるかどうかとい

う話が、やはり地方政府の判断によって大分変わってくるというのが一つの考え方です。

　もう一つは、企業自身のレベルになると、私が日系企業に行って一番驚いたのは、そこの出
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稼ぎの女の子たちの笑顔も大変すてきだと思いますが、それよりも向こうでまたいろいろ中に

入ってみると、おもしろいことで、あそこで日本の伝統的な製造の伝授というか、継承が実際

に行われています。

　例えば、現地でゴム系の会社、今、日本国内でゴムの成形に関して、流し作業はほとんどや

っておりません。今、ほとんどコンピュータ制御機械でやられています。手作業で流し作業と

いう、ゴムの金型づくりとかそういうのはほとんどやっておりません。しかし現地では、深圳

あたりではこういうことをやっております。

　それでなぜ手作業でやるか、機械は入れていないかと聞いてみたら、いや、そうでもないと、

機械も入れていると。だけど、そういう手作業の流し作業がないと、機械なんてそもそもつく

れないと。だけど、日本国内でこういうものはもうできないから、これは日本の今の中小企業

の大きな課題なんですけども。

　要は、何世代もやってきて、今の若手は余り跡を継ぎません。みんな大都会に行って、オフ

ィスビルに入って、スターバックスコーヒーを飲みながらキーボードをたたきながら、それで

もうこれでいい。しかし、おやじさんが一生懸命頑張ってきて、あるいは何代か伝わってきた

日本の伝統的な技術がなくなります。そういうことが、意外と中国のテクノセンターとかそう

いうところで継承されているのは、一つの事実です。

　そういうことは、企業レベルで行くと、中小企業が大変で、これを続けてやってほしいとい

う部分と、中国政府が、いや、こういう 3 Kの仕事で、極端な話、中国の地方政府、中国の政

府と日本の政府に一つ大きな違いがありました。日本の政府、地方政府にしても中央政府にし

ても、技術官僚が相当います。要は実務をわかる技術官僚が相当いて、いろいろ政策を推進し

ているのが日本です。中国は基本的に政治官僚がメーンなんで、技術というか、本当に実務が

わかる官僚は割と少ないです。

　私は2005年、日本から中国に帰りましたが、中国は物流センターをつくり出したばかりです。

当時、私は長江デルタ地域の周りの物流センターをいろいろ回りました。そこを調査している

うちに、現地で一番聞かれた言葉は、物流の意味をもうちょっと教えてください。物流センタ

ーは一応つくりましたが、物流とは何か、本当の物流は何かと。日本ですと、物流だと 3 Pか

4 Pだとか、さらに 5 Pとかそこまで発達しております。ここでは基本的に物を運べばいいと

いうことでした。倉庫があって物をそこに運べばいいと。その倉庫の中に、できれば高級なシ

ステムで、自動化で物が仕分けできるようなシステムを導入すれば、すばらしい物流システム

が出来たと思い込みました。実際にはそういうわけではありません。

　日本の物流の大手が、特に産業物流の山九とか、そういうレベルになるともっとすばらしい

ものをいっぱいやっています。したがって、そういった中で中央政府は必ずしも、企業のため

に考えているわけではないというのが事実です。要は、環境汚染がひどいから、これでもう全
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部出ていけという話になると全部出ていかなければいけません。

　午前中も少し触れましたが、深圳の周りに、どんどん都市化が進んでいますが、今見た限り

では、テクノセンターがまだ存続する意味がありますが、もう少ししたら、あそこはすごくき

れいなゴルフ場があるので、そのうちに観光産業とかアニメ産業とか、自然に出てくるのでし

ょう。今、中国全国の開発地区に行ったら、地元の人に、どのような企業に来てほしいかと聞

いたら、まずアニメ産業とか、国全体が一斉にアニメ産業に乗り出します。アニメ、メディア

系、要は第三次産業と言われるサービス業です。だから工業団地の中に入っても、いや、我々

はもうこれから転換します、転換期に入ります、もう変わりますといいます。工場はもう要ら

ないということで、どんどん工業団地を内陸に追いやろう、追い出しております。

　そうした中で、地元中小企業は中国に来て、しかもなおさら今、生産コストが高い、労働コ

ストが高い、こういう高いハードルの中でわざわざ中国に来る意味があるかというのは、企業

の判断になります。だから、テクノセンターは今まではうまくやってきた部分が相当あります。

逆に企業レベルで言うと、いくつかの大規模の会社があります。だから石井さんは自分でテク

ノセンターを幾つかつくって、また幾つかの来料加工の会社をつくりました。ほとんど下請の

仕事をやっています。その中には、すごい大きくなっている会社もあれば、だめになった会社

もありました。

　そうした中で、テクノセンターは将来的に存在する意味を、もう一度考えてみると、やはり

一つは中央政府がどこまでテクノセンターの技術と、技術力、あるいは産業の将来性を見込ん

でくれるか。もう一つは、日本の企業がもう既に進出している企業、あるいはそこに進出をね

らっている企業がどこまで真剣に自分のものを持ってくるか。

　さっきも申し上げたように、中国は今、中国政府と日本の経産省が経済トップ会談を毎年や

っています。毎年、日本の経産省から部厚い資料を持ってきて、日本の中小企業、すばらしい

中小企業、こういう企業があります、こういう技術があります。毎回討論しても結論はありま

せん。

　結論がないのは、いくつかの理由があります。まず、中国側の官僚たちには、基本的に技術

畑の出身者はいません。どんな技術を持っているかわかりません。説明がつかないし、自分の

持っている技術がどんな技術かわかりません。これが最大の理由です。しかし、経産省の方は、

ほとんど技術官僚が来ます。我々、この技術、例えば海水の淡水化技術とか、竹炭の技術とか、

いろいろな技術を持ってきても話が通じません。

　だからそういった意味では、テクノセンターと同じように、中日中小企業交流センターと三、

四年前から国レベルで合意ができましたが、中国政府と日本の経産省は全然やっていません。

最近、つくろうと、やっと動きがでてきて、ようやく上海の近辺につくろうという話が出たん

です。
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　一昔よりも、大分、日本の優秀な技術が中小企業の中に入っているような話が最近はよく耳

にします。最近の政府系の経済産業政策の中で、日本の中小企業の技術がすばらしいから、中

小企業の技術を中国に導入しようという動きは少しずつ出てきました。最近は安徽省で日本の

自動車部品の中小企業が大きなセンターをつくり出したことも話題になりました。今度はもっ

と内陸部に日本の中小企業が来るのではないかと、推測しております。

　もう一つの推測は、日本の中小企業は本当に生死をかける覚悟で中国に来るしかない時代が

やってくるということです。大体、今の状況は、日本の国内市場は基本的にもうオアシス状態

になっており、縮んでいきます。それ以上大きな流れを変えるようなビッグな発明がないと、

多分ずっとこのまま衰退していくと思います。まして今、政治的にも相当不安定になっている

時期に、小沢さんはまた自分の新党をつくるような話でしたが、そういう話の中で日本国内に

そのまま残るというのは、安楽死ではありませんが、死を待つと僕はよく言います。

　では、海外に行ったら活路があるかといったら、必ずしもそうではありません。特に中国み

たいな競争の激戦区に入ってくると、本当に生死をかける覚悟でやらないと、なかなか難しい

というのは僕の判断です。

　最後に一つ補足させていただくと、最近はタイ、カンボジア、ミャンマー、バングラデシュ

などの国々で、大田区や東大阪市からの中小企業の団地がどんどんつくられてきました。 2カ

月前、ちょっと上海の虹橋で和食屋に入って、日本企業の方々と一緒に飲み、店長に名刺を渡

されました。今度、ミャンマーに 1号店を出しましたと言います。何でミャンマーかと聞けば、

ミャンマーに日本のアパレル系の企業が相当進出したからだと答えました。

　昨日の報告の中にも僕は少し触れましたが、今、青山やコナカに入ったら、結構、ミャンマ

ー製のスーツを売り出しております。しかも、その素材は結構いいもので先端の素材を持ち込

み向こうで基本的に裁縫するだけです。そういった意味では、来料加工も徐々に、ミャンマー、

バングラデシュ、ベトナム、カンボジアにどんどん移っていくのではないかと思います。

　逆に言うと、中国に来るのは生死をかける覚悟で来なければいけないと同時に、日系企業が

別の選択肢もあるのではないかと思います。私は別に、チャイナ・プラスワン、という論理の

同調者ではありませんが、ただ企業の立場にとってはやはり選択の余地があるのではないかと

思います。

　とはいえ、やはり中国は、今日午前中も申し上げたように、どうしても農村部の市場がまだ

大きいので、農村人口を考えれば、それはバングラデシュとかミャンマーとかカンボジアとか

に匹敵するものではないので、そういった意味では、これから中国の農村市場をいかに打開す

るかは、日本の技術者の一つJAの転機になるのではないかと思います。今までの日系企業は

全部大都市に集中しており、集中攻撃をやっておりましたが、農村部にはだれも入ろうとしま

せん。
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　ちょっと余談ですが、皆さんのご存じのハイアールという会社が最初にヒットしたのは都市

部ではなく、実は農村部です。農村で相当なシェアを取ってから都市部に進出しました。そう

いったこともヒントに頭の中に入れて、これから日本企業が中国の農村市場を攻めたらどうと

思います。

水野氏　どうもありがとうございました。

　中小企業ご専門やから、話し出すと切りがないような感じがしましたけれども、中小企業も

政府の施策の問題と、あるいは来料加工ということでやはり役割が終わってきたのかなという

ことだと思います。

　それから、私が、日本の大阪商工会議所の調査ですね、13ページのほうの上のほうを見てい

ただければ、張先生がおっしゃったように、主な事業展開先としては、上海の華東中心、華東

がやはり中心なんですが、次いでASEAN諸国。だから、チャイナ・プラスワンで行きかけても、

やはり中国のほうがいろんな意味でやりやすいということで、あるいは内販ということもあり

ますけれど、というのが一つ。選択肢としては、張先生がおっしゃったように、もう一つと考

えている企業が多いんだけれども、やはり上海中心に。関西企業ということもあるかと思いま

すが、向こうの中小企業というのはやはり華東地域を考えているのかなというのがアンケート

では出ていると思います。

　ちょっともう時間がかなり、もうあと15分ぐらい、 2時間というのはものすごい長いかなと

思ったんですけれども、意外に時間というのはすぐ過ぎるなという気がします。

　何か簡単に長谷川先生のほうからつけ加えることがあれば、簡単におっしゃっていただいて。

長谷川氏　では、簡単に。

　今までの話を先生からうかがいますと、要するにテクノセンター、あるいはあそこがどう生

きていくのかという視点で考えると、やはり結論的にはトレーニングセンターというんです

か、日系企業が少し 5年なり10年なりそこでトレーニングをして、それでまた例えば内陸に行

く、あるいはミャンマーに行くという位置づけがやはりより鮮明になってくるのかな。もとも

とそういう位置づけあって。

　例えば、大企業でもブラザー工業があそこで修業をして、あとはホチキスのメーカーのマッ

クスというのがあります。マックスも 5年そこでトレーニングをして、それで隣に。富士ゼロ

ックスの場合は、また同じ深圳市内に。マックスはもうちょっと離れたところです。それから

来て展開していくというのは、恐らく中小企業でもないし、そういうトレーニングセンターな

り、中国の入り口、あるいは東アジアの入り口で、そこで入門して、そこで少し体の体質を変

えて出ていくという役割になっていくのが、恐らくあり得るのかと思います。

　それであれば、いきなり内陸に行く、あるいはいきなりミャンマーに行くというのは、やは

りそれは相当リスクが高い、あるいは交通のアクセスなり物流ロスの問題が出てきますので、



404

そういうところにもしかしたら役割が残っていくのかもしれないなと思っています。

水野氏　わかりました。ありがとうございます。

　それでは、問題設定しました 4番目の環境の問題について、B先生もこの討論会に参加して

いただいております、エコ社会の問題、それから岡先生のほうからマテリアルフローコストア

カウンティングということで、少し会計のレベルから環境の問題にアプローチしていただきま

した。この問題を取り上げてみたいと思います。

　私の恩師、山上達人という先生が、おっしゃってもおられましたが、エコノミーとエコロジ

ーという、実は語源的には同じなんだと。同じってのは、共通のものにさかのぼっていくんで

すね。そういう意味では、共通のところがどこかというと、これは経済と環境ということです

ね。サステナブル社会ということまで言わなくても、どこかで共通のところがあるんではない

かと思います。

　岡先生がご報告されたマテリアルフローコストアカウンティングというのは、廃棄物につい

て、簡単に言えば 5キロ少なくすると環境の負荷が低下するわけですから。またコストダウン

にもつながるわけですね。コストダウンにつながるのでそれはエコノミーそれから廃棄物が少

なくなっていくという意味では、エコロジーであり、それを「見える化」していこうというも

のです。

　特にCO 2関係でご報告もされましたけれども、MFCAはその意味では非常に注目されて、

ISOの中にも入り、世界的にもいろんなところで実用化ということで動き出しているというこ

とですね。そういうコストダウンという、企業にとっての経済性、収益性と、環境保全という

ところとが結びつく工場現場でMFCAは有効なんですね。

　最後余り時間がございませんけれども、その点について中国も低炭素社会ということで、実

はここにおられる陳先生は、湖南大学の低炭素社会の研究所の所長もされていまして、低炭素

とか環境ということもご専門の一つに入っているんですけども、朱先生もマテリアルフローコ

ストアカウンティングを実は安徽省の中のある企業で実践をするときにサポートされた先生で

もありますので、このように 4人の先生が少しかかわっているところもあります。

　特にエコ消費については、昨日ご報告されまして、中国のエコ社会とか、あるいはエコ消費

の関係で、中国における日系企業の課題とか問題とかいうことで、D先生のほうから、ちょっ

と昨日のものに補足することがあれば少しお話を簡単にしていただいて、また岡先生のほうか

ら若干補足していただきたいと思います。

参加者Ｄ　私は、環境や省エネなど、日本の企業がすごく競争力を持っている分野におきまし

ては、これから恐らく中日経済交流の新しいイメージ、あるいは潜在性の高いところだと思い

ます。

　そうなりますと、中国では、高齢化とか少子化と同じように環境問題が既に政府も新しい政
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策の中に取り入れて、これからもどんどん推し進める分野だと思います。

　そうなると、恐らく中国のマーケットも大きいですし人口も多いから、環境問題は実に今は

非常に深刻です。だから政府、いろいろな対策を出し始めていますが、実際、政策からマーケ

ットまで、あるいは企業行動まで広げていくのは時間がかかると思います。

　しかし、その方向性としては既にはっきりしており、だから日本企業も日本政府の関係部分

も十分活躍できるんじゃないかと、私は結構期待しております。つまり新しいヒントとして、

ぜひ日本企業も政府の関係を共通の新しい方向として、いかに中国政府の対策についていっ

て、早く政策を出してチャンスをつかまえて、どんどん進めていけばいいと思います。

　前にも言ったように、中国の一つの問題としては、地域と地域との発展のギャップが大きい

です。例えば、同じエコ消費といえば、恐らく沿岸部が先に意識して、あるいは先に行動に出

てくると思います。

　今の上海の家電メーカー、お店に行ってみたら、結構、今、いろいろな省エネの商品が、今

年から既に政府の政策で、今、奨励の対象にもなっております。つまり、省エネの家電商品を

買えば助成金が出る。結構、400元くらい出ております。それは極めて大きな方向だと思います。

経済発展に伴って、恐らくエコ消費という一つの方向を日本企業は考えなければいけないと私

は思います。

水野氏　ありがとうございました。

　余り時間がございませんが、岡先生、そういうエコロジー社会に貢献できるツールとして、

MFCAのことについて補足していただければありがたいですが。

岡氏　先ほどの戴先生の報告もあったように、エコ消費ということで、やはりエコな製品でも、

環境に優しくても、やはり財布にエコではなかったら、物は消費者は買わないと思うので、企

業も製品をつくるときに、環境だけではなくて、やはり自分たちにとって利益にかかわってな

かったら物づくりをしないのかなというのは、企業の人としゃべっていてもそういう考えがし

ます。

　特に日本の対策だったら、環境に配慮した製品を買ってもらうために、カーボンフットプリ

ントとかエコラベルというものをつけて販売促進を、実際、今、日本企業はやっていますし、実

際、中国がこれからどうなっていくのかということ自身も興味があるところだと思っています。

　あと、マテリアルフローコスト会計の関係から言っても、やはり日本企業は今、マテリアル

フローコスト会計導入企業300社事例という話を今日させてもらいましたけども、中国はまだ

まだそこまで行っていないですし、実際、CO 2を排出しているのは日本企業ではなくて中国企

業の中に多いので、実際マテリアルフローコスト会計というものがはやってほしいのは、私自

身が考えているのは、中国でいかにこのマテリアルフローコスト会計を導入してもらうかとい

うのが私自身の今後の研究課題ですし、そうすることによって、水野先生がおっしゃられてい
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た環境と経済の両立というのは、エコノミーとエコロジーというところが実際達成できるんじ

ゃないのかなと考えています。

　以上です。

水野氏　ありがとうございます。

　実は、環境と、あるいはサステナブル社会に向けてということで、昨年、第 2回の関西大学

で行いましたこの経済フォーラムでは、それが大きなテーマになっていまして、上海、それか

ら台湾のこと、それから内陸部ということで、ここではG先生とH先生に低炭素社会に向けた

取り組みという、ご報告を昨年12月にしていただいたんです。そういうこともあって、私たち

もやはりこの問題は非常に重要な問題ととらえています。

　では最後に、H先生、何かコメントをいただければ。

参加者H　今日、いい勉強になりました。

　最後に、先ほど出たマテリアルフローコストアカウンティングは、合肥市のある企業で実施

されてきたんですが、会計というものは道具だと思います。つまり工場の生産活動について身

近に汚染の排出をはかることができますが、最終的に技術面で言えば、どのような工程で投資

をして技術面で改善すると廃棄物を低減する、そのような議論になってきます。

　その会社の実践結果ですが、二つの設備を投資して、その一つは水の再循環利用という設備、

もう一つは塗装工程の中でインキの循環の利用というものです。これらにより経済面でも効果

があり、その廃棄物も低減しております。このようなことで、先ほど岡先生のような経済面と

環境面でも効果を出しております。

　それ以外にも別の面で見れば、統計の結果では、部品の品質も向上しており、不良率が下が

っております。主に廃棄物削減という意識を持って、労働者がもっと丁寧に、もっとまじめに

仕事をしていることで、品質を高めるという効果も現れます。そういうことで、MFCAはいい

と私は思います。きっと中国でも広がっていくと思います。

水野氏　先ほど、どなたかが言われた見える化というときには、MFCAは非常に重要なツール

になるものだと思います。

　ありがとうございます。

　ちょっと時間も過ぎてまいりました。

　最後に、せっかくご参加いただいておりますので、経済人倶楽部の Iさん、短く何かご感想

をいただければ。

参加者 I　経済人倶楽部は中小企業の集まり、ご存じのようにいろいろと今まで日本の中でや

ってきて、これから生き残れるかどうかというのが。

　ただ、やはり競争では見えませんが、日本の中身、非常に変わっております。中小企業も実

際変わっておりまして、表側から言うと何か元気ないなというふうな感じですけども、中身は
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やはり生き残るためにはそれぞれ企業、生き残りをかけてやっているのも事実なんです。それ

が中国へ出ていくのか、ASEANに出ていくのかというのは、これから問題だと思います。

　多分これから日本の企業は、表に出ないと思います。大企業も多分顔が出てこないと思いま

すが、素材の部分、あるいはB社のように、やはりインバーターの部分とか、そういう部分で

はやはり影響力が残るんだというふうに思っております。

水野氏　ありがとうございます。

　中小企業で言えば、関西大学が立地する大阪は中小企業の非常に多いところで、特に東大阪

はそれで、まいど号ですか、衛星も飛ばそうという元気もありますので、いろんな意味で、ま

だまだ中小企業、活性化はあると思います。

　では、J先生、何か、せっかくですから、ご感想とかコメントをいただければ。

参加者J　特に分野の違いのお話をいろいろ聞いて大変勉強になったんですけれども、私はま

だこちらに来て 3カ月しか生活してないんですけれども、中国が日本を追い上げるというか、

そういう側面を非常に感じたところもありますし、一方で、まだ日本の独自のよさがあるなと

感じたところがあります。

　簡単に言えば、中国の決定力というか、スピードの早さというのは、これはもういろんなと

ころで感じています。ここは多分、日本のこれからいろんな分野で、企業もそうかもしれませ

んが、私たち大学も学んでいくべきところのような気がします。

　一方で、商品を具体的に見てみると、やはり日本の商品というのは、かなり中国の商品は性

能の面では追いついてきているように思いますが、例えば、物の肌ざわりであるとか、細かい

ところというのは、やはり日本独特のセンスがあるのかなというふうに、ちょっと生活が入っ

た感覚なので、ちょっとこの場にふさわしいかどうかわかりませんがそういう印象を持ちまし

た。

　簡単ですけれども。

水野氏　どうもありがとうございました。

　今日は、ご報告いただいた先生、それからこの円卓討論会に出席していただいた方から、ほ

ぼ全員に近い方からご意見も、あるいはコメントもちょうだいいたしましたので、時間ももう

2時間を過ぎましたので、円卓討論はこのあたりでお開きにしたいと思います。

　今日は、どうもいろいろ意見をちょうだいしてありがとうございました。

　一応、予定されたのはこれで、今回の 2日間のフォーラムは終わりでございます。

どうも本当に 2日間も、北京から安徽省から湖南省からも来ていただいて、本当にありがとう

ございました。
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