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講　師：劉　平氏（上海社会科学院副教授、関西大学招へい研究員）

司　会：佐々木　信彰氏

　　　　（関西大学経済・政治研究所東アジア経済・産業研究班研究員、経済学部教授）

 水野　一郎氏

　　　　（関西大学経済・政治研究所東アジア経済・産業研究班研究員、商学部教授）

日　時：平成26年10月 4 日

会　場：関西大学千里山キャンパス尚文館 1階マルチメディアAV大教室

劉平氏：劉平です。日本は10年ぶりです。どうぞよろしくお願いいたします。

　今回のテーマは「上海における創造都市づくり」です。まずは上海市のプロフィールについ

て簡単にご紹介します。おそらく、ご在席の皆さまの中に上海にいらっしゃったことのある方

がたくさんおられると思います。上海で一番印象に残ったことは何かと聞けば、人口が多いと

いうことがあるのではないかと思います。2013年までの統計データでは、2415万人で、大阪府

の886万人の約 3倍です。東京都は1300万人と聞いておりますが、東京都よりもはるかに超えて

いるという状況です。GDPから見れば、大阪府の3428億ドルとだいたい同じ水準にあって、し

かし人口が多いことから一人あたりの市内総生産は大阪府の約半分の14,527ドルとなっており

ます。GDPの増加率は依然として 7％台ですが、先進諸国と比べてみればやはり速い方で、し

かし中国国内においてはすでに後ろの方になっていて、経済成長率は緩やかになっており、む

しろ下降傾向が見られるようになってきております。

　上海の創造都市づくりは、およそ 3つの段階に分けることができると思います。第 1段階は

1998年頃からです。その時の上海市においては、まずは衰退した産業を他の地方に移転させ、

関西大学　経済・政治研究所

平成26年度　第 2回公開セミナー

東アジア経済・産業研究班

上海における創造都市づくり
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残した工場の建物をどう利用するかを検討にいれました。では、環境にやさしい都市型産業を

作りましょうということになりました。そういう工場の建物を改装して都市型産業の企業が入

居し、集積するようにしました。

　そして、2000年頃からイギリスやオーストラリアなど、いわゆる創造産業発展の先進国の経

験が上海において研究され我々の研究チームもそうなのですが、その時から創造産業発展の理

念、産業分類などを議論し、導入することを検討し始めました。

　2004年までに、組織としては、まずは「上海創造産業センター」が設立され、「創造産業国際

フォーラム」を開催しました。2004年は「上海創造元年」と呼ばれるようになりました。

　第 2段階は2005年からです。2005年に、政策においては、「上海創造産業発展 5ケ年計画」を

実施し始めました。中国においては、発展計画などをつくるときには、だいたい 5年の単位で

す。上海の「創造産業発展 5ケ年計画」は中国では第一号で、上海の創造都市づくりは、中国

においてはとても早い段階から始まりました。「創造産業センター」や「創造産業協会」「創造

産業研究センター」という 3つの組織を設立して、政府、NPO、民間企業共同で創造都市を推

進するという体制が確立されました。

　そして1990年代末からの、「都市型産業集積パーク」は「創造産業集積パーク」へと転換さ

れ、創造産業企業が集積するようになりました。そこから市内のあちらこちらで、昔残した産

業遺産、工場の建物を利用して創造産業集積パーク作りに集中しました。2005年までには既に

36の創造産業集積パークが全部政府によって正式に命名されました。それ以外にも多数存在し

ています。同年、「上海国際創造産業ウィーク」を開催して、海外に向けて上海の創造産業発展

の成果を宣伝し、発散しました。

　そして2010年 2 月に上海はユネスコの「デザイン創造都市」として認定され、ユネスコの創

造都市ネットワークに加入することをきっかけに、上海は創造都市づくりの第 3段階に入りま

した。そこから創造産業だけではなく、創造都市も都市発展の視野にいれて、重点的に発展す

るようになってきました。昔の創造産業に 5つの分野の重点領域があり、2010年は10の分野へ

と拡大してきます。

　では、なぜ上海は「デザイン創造都市」を選ぶのか。まず、「創造都市」は、日本でも結構研

究されていて、研究者によってとらえ方が違いますが、私は、「創造都市」はその都市の再生発

展の 1つのモデルだととらえており、それは学術的な概念ではないというふうに思います。「デ

ザイン都市」は「創造都市」の中の 1つの種類です。ユネスコの定義によって 7つの分野に分

けて認定されているのですが、デザインはその中の 1つの種類なのです。

「デザイン都市」は主にデザインの力で都市や空間、環境を作るということ、産業経済と生活文

化を創り出すということです。またその究極的な目的は、市民の生活の質を高めるということ

にあります。
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　今、世界において、だいたい 2つの大きな組織によって、デザイン都市は認定されています。

1つはユネスコの「デザイン創造都市」です。ユネスコの「創造都市」には 7つの分野があり、

デザインはその中の 1つで、2013年までに既に11の都市がデザイン都市として認定されていま

す。日本の神戸と名古屋も入っていて、中国はシンセン、上海と北京の 3つの都市が入ってい

ます。

　もう 1つは日本ではあまり知られていないと思います。それは「ワールドデザイン都市」、略

して「WDC」と呼ばれる、国際産業デザイン協議会によるものです。 2年ごとに 1つの都市を

選んで、「ワールドデザイン都市」の冠、つまり名称を与えることになっています。ワールドデ

ザイン都市とユネスコのデザイン創造都市とは、少し異なるところがあります。ユネスコの場

合は文化の多様性を維持するということから出発して、デザインは文化の多様性を維持する 1

つの重要な分野だととらえられています。ワールドデザイン都市の場合は主に各都市の優れた

デザインの成果を展示できる舞台を提供するということであり、デザインの力によって都市の

経済、社会及び文化の発展を促して住民の生活の質を高めるということに着目しています。ワ

ールドデザイン都市は2008年から選考しはじめ、今までは 5つの都市が選ばれています。2016

年のワールドデザイン都市は、中国台湾の台北にすでに決まっています。唯一、ユネスコのデ

ザイン創造都市とワールドデザイン都市の両方の名称を獲得しているのは、韓国のソウルです。

　文化創造都市づくりにはいろいろなアプローチの方法、道があります。「創造」ですから、統

一的、あるいは学術的な方法が存在しておりません。概略して 4つのアクセスの道があるので

はないかと、私は思います。

　 1つは空間作り。つまり文化創造の場づくりということです。スライドにスペインのビルバ

オにあるグッケンハイム美術館の写真を載せています。その外観からみるとデザイン感性があ

ふれていて、ユニークな建物と見えます。また、韓国ソウルにある東大門デザインプラザとい

う建物の写真も載せました。いずれもデザイン感性が強い建物で、その都市の 1つのランドマ

ークになっているものです。それ以外には、ロンドン西区のシアター集積地域など、物の生産、

展示、消費のスペースにもなっているところもあります。

　 2つ目のアプローチの道は、産業です。つまり、文化創造産業の集積的発展、クラスターを

つくるということです。文化創造産業の集積によって、その都市の産業構造を調整することに

着目します。例えばサービス経済と文化経済と創造経済の発展によって都市の産業構造を調整

するということです。その事例としては、アメリカのピッツバーグや、イギリスのバーミンガ

ム、マンチェスター、ドイツのルール地方が、研究者によってよく取り上げられています。い

ずれも、昔は産業の盛んな都市で、工業都市をいかにして文化創造都市に転換するかというこ

となのです。文化芸術、メディア、ハイテク、観光、サービスなど文化創造産業の集積によっ

て産業構造を転換して都市の発展モデルも転換させるという事例です。
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　 3つ目は資源です。それぞれ都市の持っている特有の歴史、文化を資源として再開発、利用

するということです。事例としては、やはり先ほども挙げましたドイツのルール地方は 1つの

典型的な所です。ルール地方は、昔は石炭の産地として有名でした。それは文化芸術の空間に

改造されてレクリエーションや文化施設、観光のスポットになっています。もう 1つ典型的な

事例は、フランスのナント市です。ビスケット工場が文化芸術センターに改造され、各地の観

光客、また市民も惹きつけています。このナント市のもう 1つの大きな特徴は、「熱狂の日」と

いうクラッシック音楽のフェスティバルを創りだして、文化商品として輸出していることで

す。日本の東京にも来ていると聞いています。

　 4つ目は環境を作るということです。ここで言う「環境」は、生態環境ではなく、「気候」と

「土壌」、つまり風土ということです。この中には、 4つのポイントがあります。 1つは、もち

ろん「政策・制度」です。次は「都市の気質と風土」です。都市の気質とは、創造的人材がこ

こで創造的仕事ができる、いろいろなライフスタイルを抱擁できる都市のことを言っていま

す。つまり自由解放やオープンで利便性の高い、活力のある都市の気質です。もう 1つは「創

造コミュニティ」です。創造コミュニティというものは、創造的仕事をする社会的な組織のこ

とを言っています。もう 1つは「専門サービス業の発達」。専門サービスといって、つまり法律

や金融、そしてデザインもそうですし、コンサルティングなどのサービスを指しています。

　では、上海はなぜこの創造都市を選ぶのかと言いますと、上海は、中国も同様ですが、1980

年代から右肩上がりの高度経済成長をたどり、すでに上海は中等発展国に相当する経済力を持

つようになってきました。しかし、これまでの経済成長のパターンは、どちらかというと、設

備投資と固定資産投資の拡大によって経済成長を達成させるというパターンになっていまし

た。しかし近年、先ほどプロフィールの中にみてきましたように、GDPの成長率が既に緩やか

になって、経済成長の牽引の原動力は、もはや投資ではなく、他の何かに求めなくてはならな

いということになってきています。つまり、投資が経済成長を牽引するという発展がすでに限

界にきています。そこで上海は、それでは、創造力でこの都市の持続的な発展を果たしましょ

う、と考えるようになり、デザイン創造都市づくりを選ぶことになりました。そこで、先ほど

も述べましたように2005年に「創造産業発展 5カ年計画」を発表して、2008年に政府の年次報

告の中で「創造都市づくり」という目標を明白に打ち出しました。我々の研究チームは、政府

に「創造都市づくりには、『産業』『空間』『環境』という 3つのことを軸とするべきだ」と提案

して、そして政府によって採択されました。

　2010年に新たな推進体制づくりが始まり、「ユネスコ創造都市上海推進室」や「上海デザイン

都市促進センター」などの組織も設置して新たに上海市の創造産業分類目録も発表しました。

そこで最初の 5つの分野から10の分野へと拡大してきました。上海の文化創造産業は、大別し

て 2つの大きな分類があり、10の分野が含まれる「文化創造サービス業」と「文化創造関連産
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業」です。「文化創造関連産業」とは、文具、テレビ、カメラ、スマートフォン、楽器などの文

化用品が含まれています。

　上海市の文化創造産業付加価値の推移を示した表をお見せいたします。2004年から2012年ま

でのデータです。2013年のデータはもうすぐ出ると思います。私、日本にくる前にはまだ出て

いませんでした。2012年は既に上海の文化創造産業の付加価値はGDPに占める割合が11.3％に

達しているということを示しています。それは何を意味しているかと言うと、中国では 1つの

産業のGDPに占める割合が 5％に達するとそれがその地域の柱となる産業だと言えるという

ことです。ですから、上海においては既に11.3％ですので、上海の柱となる産業の 1つととら

えることができます。

　上海の創造都市づくりには、 1つの大きな特徴があります。それは創造産業集積パークづく

りです。1999年、最初の文化創造産業集積パークが誕生しました。上海市内を流れる蘇州川の

川沿いにある昔の銀行の倉庫の建物に、地元のデザイナーや芸術家などが自発的に集まり、そ

れを改装してアトリエや事務所、芸術やデザインの活動の拠点として利用するようになったの

です。そこからスタートしています。

　文化創造産業集積パークは、市内の各地に散在しています。昔の工場の残した建物を利用し

て作るという点が大きな特徴の 1つです。2013年までは文化創造産業集積パークの総数は既に

130を越えました。130というデータは政府によって正式に命名されたパークだけで、それ以外

にも多数存在していると推測できます。それは具体的な把握は私たちにはできません。ここで

いくつかの事例を取り上げて説明いたします。

　 1つは、「M50創意園」です。「創意園」といって中国語で「創造産業集積パーク」のことで

す。それは日本の皆さんもご存知かもしれませんが、蘇州川の川沿いにある、海外で結構有名

なパークです。主に油絵のアトリエやギャラリーなどが集積しているところで、特に外国人の

観光客や芸術、油絵の愛好者などに人気のある観光スポットになっています。近年、この集積

パークは経験型の芸術イベントなどを導入して、そこで陶芸、銀器を作ったり、絵画、DIYも

できるようになっています。

　もう 1つ、「 8号橋」という創造産業集積パークがあります。上海市の中心部の建国路という

通りの 8号から10号にありまして、通りをまたがる連絡通路が建てられて、その連絡通路が橋

のように見えますので「 8号橋」と名付けられました。この「 8号橋」という創造産業集積パ

ークは上海では結構有名で、胡錦濤をはじめ、国家指導者が上海に視察にいらっしゃった場合

は必ずこのパークにご案内されます。

　「上海灘―幸福埠頭」は南バンドに位置しています。昔の埠頭の倉庫を利用して改造した集

積パークです。ここの大きな特徴の 1つとしては「創意バーゲン」というイベントを開催する
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ことです。このバーゲンには国内外のクリエーター達が自由に出展でき、消費者も参加します。

デザインされた雑貨やアクセサリー、食べ物などもあります。また、海外から芸術家たちもや

ってきて、イベントなどを行います。上海市の 1つの観光スポットにもなっています。

　「上海灘―幸福埠頭」のもう 1つの大きな特徴は、「水舎」というデザインホテルも建てら

れていることです。私もこのホテルに入ったことがありますが、中はセメントと鉄筋コンクリ

ートが見えるままにしています。 5つ星ホテルと同じくらいの高さの宿泊料金ですが、やはり

多くの外国人を惹きつけています。グルメも集積パークの 1つの特徴になっています。

　もう 1つ、「上海アニメ・漫画派生商品創意園」という集積パークを紹介します。アニメ、漫

画集積パークは中国のあちらこちらにありますが、派生商品をテーマとする産業集積パークは

全国では第 1号です。ここの一番大きな特徴は、アニメ・漫画派生商品をテーマにいろいろな

経験型イベントを開催しているというところです。もう 1つは、建物は旧工場の建物ではなく、

新しい建物を建てて作った集積パークです。

　事例はこれで以上です。創造産業集積パークは 1つの空間ともなっていますので、それを概

観してみました。

　次は環境についてお話しします。4つのポイントがありますので、それぞれをご説明します。

　まずは「政策」です。上海市においては創造都市づくり関連の政策を多数出しています。表

では一部分を示しました。特に取り上げたいのは、「文化創造産業発展促進のための財政支援金

実施制度」です。これは2012年から実施し始めたもので、研究プロジェクトと公共サービスプ

ラットフォームプロジェクトと 2つの部分に分けて審査によって、支援金を出しています。研

究プロジェクトは 1件につき10万～12万元、プラットフォームは 1件につき100万～200万元の

支援金を出しています。

　 2点目のポイントの「公共サービスプラットフォーム」は、上海では既に200件を超えまし

た。表にその一部分を示します。

　次のポイントの「フェスティバルとイベント」は創造都市づくりの 1つの重要な一環として、

位置付けられていると思います。上海は多数のフェスティバルとイベントを開催しています

が、表に一部分を示しました。

　最後のポイントは、「創造・デザインの市民生活への浸透」です。創造都市づくりといえば、

究極的には先ほども述べましたように市民の生活の質を向上させるということにあると思いま

す。ですから、いかにして、創造力またはデザイン力を市民生活に浸透させるか、そして市民

に実感させるかということが重要ではないでしょうか。上海においては、まず、クリエーター

たちに無料で資金募集と商品の販売という機能を持っている公共サービスのプラットフォーム

をテレビ番組を通じて提供するということが 1つの大きな特徴だと思います。今年の 7月から
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この番組は始まりました。上海テレビ局の「第一財経」というチャンネルで毎週日曜日夜 9時

から「創客星球」と名付けられた番組が 1時間放送されています。「創客星球」という同じ名前

で、ウェブページとインスタントメッセージのウィーチャット（微信）にも掲載されており、

誰でも応募ができます。今、中国では「空気」のことが、人々の関心を大きく集めています。

大気汚染が、市民の生活に多大な影響をもたらしています。そこで、デザインの感性を持った、

使いやすい「室内空気観測機」がつくり出されたものが紹介されています。また、 1人のアメ

リカ人がシリコンバレーで作った折り畳み型の自転車なども、番組に持ちだして資金募集と販

売をしています。もし皆さんも興味があれば、この番組を通じて申し込むこともできます。

　よいアイデアを持っていて、物を作って市場に出したいというクリエーターたちは必ずしも

デザイナーではない普通の人でも誰でもこの番組に応募できます。テレビ番組に出演して、自

分が作ったものを視聴者に説明して、資金を募集するのです。開発は既に終わっているので、

その資金を持って、商品を作る、販売するということになります。しかし、およそ 2～ 3か月

という一定の期間を設けてこの商品は売られています。予約制です。この番組を見て買いたい

と思えば、一定の金額を専用口座に振り込んで購入予約をすれば、 2、 3か月後、商品が消費

者に届くという仕組みになっています。お金を持っていない、しかしよいアイデアを持ってい

る、ものづくりをしたいという人たちにとっては、 1つの本当に役立つ、とてもよいプラット

フォームになっています。消費者にとってもこれを通じて自分の欲しい物、本当に生活に役立

つ物、そしてデザインの感性もある品物を購入することができます。中間流通が不要になって

いるというところが大きな特徴になっています。

　もう 1つ、創造とデザインの力を市民に実感させる典型的な事例は、上海テレビ局によって

放送される「夢想改造家」という番組です。全国から応募された家庭からモデル家を選び、有

名なデザイナーに頼んで、リフォームする番組です。スライドで上海市内の 1つの家庭のリフ

ォーム事例をご紹介します。上海市中心部におじいさん、おばあさん、兄弟、子どももいる 3

世代が共に14平米（日本の畳に換算しますと10畳程度か）の広さの部屋に住んでいました。実

は、この家の息子さんが50歳になっているのに結婚できません。なぜかというと、この家には

住む場所がないからお嫁さんがこないのです。どうしてもリフォームしたいということで、こ

の番組を通じて有名なデザイナーによって 4 LDKに劇的な改造が行われました。バス、トイレ

別々に 2つあります。それぞれの人が自分だけの空間を持てるように改造されました。私はこ

の番組を見たのですが、本当に感動しました。まさに、これこそがデザインの力で実現できる

ことだと考えました。

　今後の展望と課題についてお話しします。今年から上海市においては「上海国民経済と社会

発展五カ年計画」と「都市総合計画」、「上海未来30年発展戦略研究プロジェクト」が新たに作
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成に入りました。未来30年に向けての上海の都市発展の目標は「グローバル都市」だというこ

とがすでに決まっています。グローバル都市は普通のグローバル都市とは少し意味が違い、「グ

ローバル・イノベーションセンター」を目指して発展していこうとしています。つまり、上海

は「経済」「金融」「貿易」「港運」という 4つのセンターを作るということが2020年までの都市

発展の目標なのですが、それはどちらかというと産業を中心とする目標です。これからは、「科

学技術」「文化」「生態環境」「ソーシャルガバナンス」という 4つを中心にイノベーションセン

ターを作りましょうという目標を設定しています。

　近未来の都市発展の目標としては、 1つは「四新」の経済とスマートシティ、そして「文化

大都市」を目指しています。「四新」の経済は、「新技術」「新業態」「新モデル」「新ビジネス」

です。スマートシティは、おそらく日本人の皆さまはよくご存じのことだと思います。東京の

都市発展の目標の 1つもIT情報化と、ネットワーク化と、低炭素化を中心にしたスマートシテ

ィを目指しています。最近、上海では2016年を目途に作ったアクションプラン「上海スマート

シティづくり三カ年アクションプラン」を打ち出しました。IT情報インフラ、情報技術産業、

ネット安全保障システムの 3つについての強化と整備を基盤として50のプロジェクトの実施を

支援するということになっています。 1つの事例を取り上げて、高齢者向けスマートフォンの

開発と利用です。そのスマートフォンにGPS機能と呼び出し機能を搭載して、もし高齢者が外

出の時に、いざという時にワンタッチで家族にすぐに通報できる、今の居場所も地図で示すと

いう仕組みです。その利用は既にスタートしています。今、上海も超高齢者社会に突入してい

ますので、このようなものの開発と利用がスマートシティの 1つのメリットになるのではない

かと思います。

　今後の課題についてお話しいたします。今まで上海市の創造都市づくりはどちらかという

と、創造産業集積パークづくりが 1つの中心になっていました。もちろんこれは「上海モデル」

というようによいこともありますが、これから産業集積パークづくりから、町づくりと地域社

会づくりへと広げていくということは 1つの大きな課題ではないかと私は思います。つまりデ

ザイン都市は産業のデザインだけではなくて、経済、文化、社会、環境を包括する総合的な「大

設計」理念と体系づくりはこれからの課題だと思います。

　究極的な目的はやはり市民の生活の質と環境を高めること、環境を改善すること、生活の質

を高めることに重点を置くべきではないかと思います。

　最後に 1つの参考事例として、神戸を見てみようと思います。神戸は上海と同じく、ユネス

コのデザイン都市です。神戸には「神戸発のソーシャルデザイン・プロジェクト」というプロ

ジェクトがあります。神戸のデザイン都市づくりは今までの経済の設計、空間の設計、生活の

設計から社会設計へと広げていくということを示しました。とても同意するので引用しまし
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た。神戸は、震災の後遺症や、産業の衰退、超高齢化社会、無縁社会、医療・福祉問題、交通、

食品安全、子育てと教育、自殺・うつ病など、そういった社会問題を他の都市と同じように抱

えています。ですから、いかにして市民の力、市民の創造力によってデザインしていろいろな

社会問題を解決するか、神戸はよく考えています。それは、他のデザイン都市、まだデザイン

都市ではない都市に大きく役立ち、参考になるのではないかと私は思います。

　今日のお話はこれで終わります。ありがとうございます。
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講　師：卜　志強氏（大阪市立大学商学部准教授）

司　会：佐々木　信彰氏

　　　　（関西大学経済・政治研究所東アジア経済・産業研究班研究員、経済学部教授）

 水野　一郎氏

　　　　（関西大学経済・政治研究所東アジア経済・産業研究班研究員、商学部教授）

日　時：平成26年10月 4 日

会　場：関西大学千里山キャンパス尚文館 1階マルチメディアAV大教室

卜氏：皆さん、こんにちは。只今ご紹介いただきました、大阪市立大学の卜志強です。今日の

報告テーマは「中国企業における管理会計の展開」です。それでは、報告を始めさせていただ

きます。

　報告内容について説明しておきます。まず、中国経済の発展状況を簡単に紹介し、その経済

発展の基本要因について説明します。そして、そのような発展を支える要因である経営管理手

法の導入プロセスについて述べます。具体的には中国企業における管理会計の導入と展開につ

いて紹介します。また、中国の代表的な企業、ハイアールの管理会計システムの生成と展開を

事例として取り上げます。最後に、人本主義管理会計の構築についてお話いたします。

　まず、世界経済における中国経済の地位は、皆さんもご存知のように、2010年に、中国の国

内総生産GDPがすでに日本のそれを越えて、米国に次ぐ第 2位の経済大国になりました。去年

の統計データによると、アメリカのGDPはやはり 1位で16兆8000億ドルくらい、2位は中国で

9兆3000億ドルくらいです。そして、 3位の日本は約 4兆9000億ドルです。過去の30数年間、

中国経済の規模は著しく拡大してきました。歴史的に見ますと、そもそも中国は農業の国とし

関西大学　経済・政治研究所

平成26年度　第 2回公開セミナー

東アジア経済・産業研究班

中国企業における管理会計の展開
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て、長い間、世界で経済的に一番大きな国でした。また、近い将来、アメリカに代わって再び

世界一の経済大国になるだろうと予測されております。今や中国は世界的な生産大国になった

し、世界的な消費大国にもなりつつあります。例えば、日本では日常生活の中で、中国産の商

品があふれている。また、中国では日本の製品も非常に人気が高いため、日本に来られた中国

人観光客は、炊飯器など様々な日本の製品を購入して中国に持ち帰ります。その様子は最近よ

くテレビに映っています。

　では、こうした中国経済の高度成長を支えるものはどういうものなのでしょうか。その基本

要因は、大きくマクロ的な要因とミクロ的な要因に分けることができます。まず、マクロ的要

因としては、経済体制の改革が挙げられます。皆さんご存知のように、中華人民共和国は建国

以来の長い間、社会主義計画経済という経済体制を実行していきました。ただ、この経済体制

は、理想としてはいいかもしれないが、実践としては成功できませんでした。そこで、約30年

前に中国政府は改革開放の方針を打ち出して、経済体制の再構築を行いました。外国資本・技

術の導入や経済特区の設立を通じて、国の経済活動に市場競争のメカニズムを導入するよう試

みました。ここでは、市場メカニズムの導入は重要な要因になります。そもそも計画経済では、

企業は製品を生産する拠点だけで、企業経営に関する責任はありません。例えば、政府から「今

年、これくらいの自転車を作ってださい」と指示されると、自転車生産企業は生産台数目標を

達成すればそれでOKということです。でもそれはだめなので、1980年代以降、中国政府は企

業経営者に自主的経営の権限を与えると同時に責任もとらせるというふうに方針転換を図って

きました。企業の経営がうまくいかないと企業の責任者がクビになるということになります。

こういった方針転換は、様々な試行錯誤を経て、90年代初めごろに行われました。これによっ

て、中国では現代企業制度が確立されました。

　以上はマクロ的な要因ですが、ミクロ的にはどういう要因があるでしょうか。まず、経済の

発展を支えるのはやはり企業なのです。企業の競争力をあげなければ、経済はうまく成長でき

ません。企業の競争力を向上させる最も有効な手段の一つは、外部から先進技術を導入するこ

とです。中国企業は改革開放の初期、先進諸国から積極的に技術を導入しました。例えば、ア

メリカ、ドイツ、日本から様々な生産設備および生産技術を導入しました。また、生産管理、

品質管理、管理会計、予算管理のような管理技術も導入しました。これらの技術を導入するこ

とにより、中国企業の競争力が迅速に上がってきたわけです。

　一般的には経営管理手法の導入過程には 3つの段階があると考えられます。第 1段階は、単

純導入段階、つまり先進的な技術や経営管理手法をそのまま導入・真似するという段階です。

そして第 2段階は、適応修正段階です。この段階では経営管理手法をそのまま真似するだけで

はなく、企業の状況に合わせて修正します。その手法を自分の企業にうまく利用できるかどう

かを考えながら導入します。最後の第 3段階は、独自開発段階です。先進的な手法を導入し吸
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収したうえで新しい手法を独自に開発するという段階です。

　中国企業の管理会計も、やはりこのような 3つの段階を経て今日まで実践してきました。改

革開放の初期段階においては、多くの中国企業、特に国有企業は欧米や日本企業の管理手法を

学び実践しました。具体的には、主に外資の導入、あるいは海外への視察などを通して、外国

企業の原価管理や予算管理などの手法を取り入れました。第 2段階では、中国企業は、欧米や

日本の企業の管理会計の手法をそのまま企業に応用するだけではなく、企業自身の条件、企業

を取り巻く経営環境に合わせて管理会計手法の適用を試みてきました。今や中国の企業は、も

ちろん欧米や日本企業の手法を学んでいますが、第 2の段階からある意味では中国的な経営管

理手法を独自に生み出すという第 3の段階に入っているのではないかと私は思っています。こ

こで一つの代表的な事例として、ハイアールの管理会計システムを取り上げます。

　既に日本の電気屋さんなどで「ハイアール」というブランドの製品が販売されていますので、

ハイアールという企業は皆さんおそらくご存知だと思いますが、ここで簡単に企業の概要を説

明します。この会社の正式な名前はハイアール・グループで、中国語で「海爾集団」です。山

東省青島市に本社がある中国で一番大きい総合家電メーカーです。最初は冷蔵庫を作る会社

で、1980年代前半に外国の技術を導入し冷蔵庫を作っていました。当時、経営は上手くいかず

倒産寸前でした。そこで現在の最高経営責任者である、張瑞敏氏が社長になり抜本的な経営改

革を行いました。その結果、ハイアールは大変早いスピードで成長してきました。現在ハイア

ールは中国を代表する多国籍企業になっています。例えば2009年以降その製品の世界市場にお

ける占有率を見ますと、洗濯機、冷蔵庫などについてはすでに世界のトップになっています。

特にアメリカ市場では非常に知名度が高い。日本でもサンヨーの冷蔵庫、洗濯機の部分を合併

吸収して「AQUA」というブランドで洗濯機を生産・販売しています。このような成長を支え

る要因にはもちろん技術的な部分もありますが、やはりハイアール独自な経営管理システムの

役割が非常に大きいと考えられます。

　ハイアールの経営管理システムは、突如として誕生したのではなく、30年に及ぶ経営実践の

中から開発され、洗練されてきたものです。ここでは、ハイアールの経営管理システムの内容

を詳しくお話したいと思います。まず、ハイアールの経営戦略を紹介します。過去約30年間、

ハイアールはいくつの経営戦略を実行してきました。最初の経営戦略は「ブランド戦略」でし

た。ハイアールは当初冷蔵庫だけを作るメーカーでした。1980年代末頃、冷蔵庫のブランド力

を中国一にするという目標を立てて、数年間でそれを実現したのです。そして1990年初期に、

総合家電メーカーになるため、「多角化戦略」を実行しました。冷蔵庫だけではなく、テレビ、

パソコンなどいろいろな家電製品を作るようになりました。さらに90年代後半になりますと、

中国国内市場ではすでに 1位になったハイアールは「国際化戦略」を立て、実行しました。海

外市場の開拓が大変成功し、その結果、アメリカ、ヨーロッパ、東南アジアではハイアールの
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知名度が上がりました。また、2005年頃から、「グローバルブランド戦略」を実行しました。そ

の戦略の目的は国内外の資源を最適に活かしてグローバルなブランドを作り出すことです。

2012年から、「ネットワーク化戦略」を打ち出して実施しています。今日の市場は既にネットワ

ーク化市場になっています。その中で勝負するため、企業もネットワーク化企業になる必要が

あります。具体的には全世界のいろいろな拠点から資源をうまく活用して競争優位を獲得して

いきます。

　次に、ハイアールの経営管理手法を紹介します。その独自な経営管理システムは、「OEC管

理法」と、「市場連鎖管理」、「人単合一管理」から構成されています。OEC管理法とは1980年

代後半に開発された全員参加の業務改善手法を指します。具体的な内容は二つあります。一つ

は毎日の仕事を計画通りにやらなければならないことで、もう一つは明日の仕事は今日のそれ

より（少しだけでいいですが）必ずよくなることです。すなわち、PDCAによる日々の業務を

改善する活動です。日本企業には「改善」という有名な活動があります。これとは非常に似て

います。そして、OEC管理法の特徴は全員参加で業務改善活動を行うことにあります。この管

理法の実施によって、ハイアールは大きく成長したのです。

　もう 1つは「市場連鎖管理」です。「市場連鎖管理」とは、外部市場の競争メカニズムを企業

内部に取り込む経営管理の手法です。この手法は、企業内部では全ての工程、部門、あるいは

作業グループ、作業員個人まで全部前工程を仕入れ先として見て、後の工程はお客さんと見な

します。こうして企業内部には 1つの市場連鎖に形成されます。ですので、市場外部の圧力は

全部中に取り入れて、全員が市場の圧力を受けながら日々の業務活動を行うということなりま

す。ハイアールでは1990年代後半にこの手法を取り入れました。

　2000年に入って、市場連鎖管理をベースに、「全員SBU経営」という手法を導入しました。

SBUは、もともと「戦略ビジネスユニット」のことを指し、企業の事業部単位を意味すること

が一般的ですが、ハイアールでは、グループ全体をSBUと呼ばれる数多くの独立採算単位に細

分化します。そして、全ての従業員が、所属するSBUの経営に参加します。このように、一人

ひとりの従業員が経営の意識を持ちながら、独立経営のSBUのメンバーとして日々活動を行う

ということになります。

　最近、市場連鎖管理や全員SBU経営をさらに進化させ、「人単合一管理」という手法を開発・

実施しています。これはハイアール独自の経営管理システムの重要な部分であり、その中にハ

イアールの管理会計の基本内容も含まれます。ここでは、この人単合一管理について詳しく解

説します。

　一般的に企業は事業を展開するために必ず何らかの経営手法を使います。そして、その経営

手法の背後には必ず企業の経営理念、価値観というものが存在します。ハイアールの企業経営

の大きな特徴は、企業の経営理念、企業文化を非常に重視するということです。ハイアールの
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中には、ハイアール大学という企業内教育施設があります。そこで企業理念、企業文化を社員

に伝えています。

　ハイアールの経営理念、つまり「核心価値観」は、 3つの内容からなります。 1番目は「是

非観」、是非に関する考え方です。お客さんを是とし、自分を非とします。その意味は二つあり

ます。 1つは、「顧客満足」です。顧客のニーズを満足させる製品・サービスを提供しなければ

自分は非になるということです。もう 1つの意味は、「顧客創造」です。顧客は待っても自動的

に来るというわけではないのです。市場はどこかにあるはずです。潜在的なニーズを掘り起こ

すことによって顧客ニーズを創造し、新しい市場も作ることができるという考え方です。特に

この「創造」は、お客さんが考えていることを大事にするということです。

　 2番目は、「企業発展観」、つまり企業の発展に関する考え方です。ここでは「創業精神とイ

ノベーション精神」が強調されます。創業精神は、全ての従業員が、会社が創業された当初の

精神を忘れず、経営者意識を持って自主的に企業経営に参加するという考え方です。企業は皆

のもの、一緒に力をあわせてがんばろうということです。もう 1つは、「イノベーション精神」

というものです。企業の競争力の獲得・維持には、常に新しい製品、サービス、新しい経営管

理手法を開発しなければなりません。ですから保守的になることはだめで、常に新しいことに

挑戦すべきです。

　 3番目は「利益観」、つまり企業の利益に関する考え方です。この利益観は 2つの内容から構

成されます。 1つは「人単合一」で、もう 1つは「Win-Win関係」です。まず「人単合一」に

ついてですが、「人」は、会社の従業員のことで、そのなかに経営者も含まれます。「単」は顧

客ニーズのことです。「単」は元々中国語で「注文、オーダー」という意味があります。注文そ

のものが顧客のニーズです。一人一人の従業員が自主経営体のメンバーとなり、お客さんのニ

ーズを満足させるために活動しなければならないというのは「人単合一」の意味です。次に

「Win-Win関係」についてですが、ハイアールの経営理念によると、企業は株主だけのもので

もなく、経営者だけのものでもなく、従業員、お客さん、株主、サプライヤーや協力会社など、

全ての利害関係者を含めて、全ての利害関係者のものです。言い換えますと、企業は 1つの利

益共同体になります。その中で「Win-Win関係」はとても大事になります。これが企業の永続

発展の鍵となります。

　ハイアールでは、以上の経営理念に基づき、どのように経営活動を行うのでしょうか。実際、

人単合一管理は、「自主経営体」により行われます。自主経営体というのは、独立採算小集団で

す。ここでは、「体」というのは 1つのチーム、グループを意味します。商品企画から生産、販

売、人事、財務など異なる部門からの従業員から構成され、お客さんのニーズを満足させるた

めに独自に経営活動を展開する、 1つの小さなチームです。ハイアール・グループの中に約 7

万人の社員がいますが、会社を2000前後の自主経営体に分けられます。各自主経営体にとって
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大事なのは、責任と権限が一致することです。各従業員は会社の付加価値を増大させるために

経営活動を行う責任があります。また、経営活動の結果として得られた付加価値の一部を事前

に決められたルールで受け取る権利もあります。企業の付加価値を経営者や社員に分配しま

す。もちろん株主や他の関係者にも分配します。あるいは企業の将来の発展のために付加価値

の一部を企業内部に保留します。

　この人単合一管理は、非常に特徴的なものがあります。通常の企業組織はピラミッド型構造

になります。しかし、ハイアールの組織構造はピラミッド型ではなくて、逆ピラミッド型にな

ります。まず、逆ピラミッドの一番上の経営体、一級経営体と呼ばれるもので、市場、顧客に

直面して製品・サービスを提供する経営体です。マーケティング、生産、販売、流通、アフタ

ーサービスの活動を行うところです。この一級経営体は、次の 3種類からなります。「市場経営

体」はマーケティング活動を担当します。「型号経営体」は、製品開発や生産活動を行います。

「線体経営体」は、流通、運送、アフターサービス、あるいは資金回収などの仕事を担当します。

　そして、逆ピラミッドの真ん中は、いわゆる二級経営体です。これは一般の会社で言うと中

間管理層にあたります。こういった人たちはどういう仕事をするかというと、上の一級経営体

に資源・サービスを提供する仕事です。これまでの現場に命令を出す立場から、現場にサービ

スを提供する立場になったことは、一番大きな役割の変化です。

　さらに、逆ピラミッドの一番下に三級経営体があります。これはトップマネジメント、経営

者の居場所です。ここの仕事は企業の戦略目標を定めて目標実現するためのメカニズムを作り

出すことです。どのような経営戦略を作るか、あるいはその戦略を効果的に実施するためにど

のような戦術がよいのかを考え出すということは、トップマネジメント、経営者の主な仕事に

なります。

　ハイアールでは、具体的に自主経営体がどのように運営されるのでしょうか。ここで 3つの

要素があります。

　 1つは「顧客から顧客まで」ということです。お客さんの不満を発見することから、お客さ

んの満足を実現させるまで 1つの螺旋型のサイクル、徐々に上の方に曲がっていく、進化して

いくということです。 2番目の要素は、「目標一致」です。自主経営体というものは一つ一つ小

さいグループになっていますが、それぞれ独自に経営することでバラバラになる可能性があり

ます。ここで 1つ大事なことは共通目標を持つことです。あくまでも会社全体のために経営活

動を展開しなければなりません。 3番目の要素は、「駆動メカニズム」です。個々の経営体をう

まく運営させるためには、何かのメカニズム、原動力が必要になります。市場のニーズが内部

プロセスを動かせる原動力なのです。先ほど市場連鎖の話をしましたが、全て外からの圧力を

受ける、つまり市場から圧力を受けることになっているわけです。これは非常に大事なことで

す。一級自主経営体は販売保障契約に基づいて業務を展開します。二級・三級自主経営体はサ
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ービス提供契約に基づいて経営活動を行います。各自主経営体は販売保障契約あるいはサービ

ス提供契約の中で、それぞれの目標を定め、その目標を必ず達成しなければならないのです。

　人単合一管理では、利益管理が具体的にどのように行われるかを見てみましょう。一般企業

では、利益管理において 3つの道具が利用されます。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフ

ロー計算表からなる財務諸表です。一方、ハイアールでは利益管理のために 3つの新しい道具

を開発しました。 1番目は「戦略損益表」、2番目は「日清表」、3番目は「人単報酬表」です。

ハイアールはこのような独特なツールを使って人単合一管理を行っています。もちろん、ハイ

アールでも、株主などの外部関係者に公表するために通常の財務諸表を作成します。ここで解

説するのはあくまで企業内部の利益管理のためのものです。

　 3つの道具をもう少し具体的に説明しましょう。企業の経営管理においてはまず計画と意思

決定は大事です。計画と意思決定は、「戦略損益表」によって行います。これは事前管理となり

ます。要するに顧客価値を創造することにより、利益を獲得することです。一級自主経営体の

損益表においては、製品を開発・販売するので、創り出された顧客価値の大きさにより損益が

算定されます。二級、三級自主経営体においては、一級自主経営体に資源やサービスを提供す

る有効性、貢献度というものによって損益が算定されます。

　人単合一管理の執行と統制については「日清表」を使って業務プロセスを管理します。まず、

先週の仕事の業績を確定します。そして今週の仕事の内容を決めてこれから 6週間の予定計画

を作ります。毎週の仕事の内容を毎日に割り付けます。これは先ほど紹介しましたOEC管理で

す。実績と予定を比較して差異が出た場合は、それをなくすよう対策を実行します。最後に週

末には 1週間の業績を評価して、その結果を個人の損益、「人単報酬表」にリンクさせます。毎

週、自分が貢献した分において自分がどれくらいの給料がもらえるかわかるというようなやり

方です。ここが非常に特徴的なところで、京セラのやり方とは決定的に違うところです。

　業績評価は、「人単報酬表」によって行われます。まずは自主経営、自己責任という原則に基

づいて、自分の貢献度によって報酬の総額を算定する。個々の自主経営体は、市場のニーズに

応じて結成されたり、あるいはそのニーズがなくなると今度は解散されたりします。 1つの組

織として永遠に存続することはないのです。要はプロジェクトチームのような感じでニーズが

あればそのままやり続けます。ニーズがなくなれば他のところにその資源を移すということに

なります。自由自在に拡大縮小という点においては、京セラのアメーバ経営とよく似ています。

　これまでの説明で分かるように、ハイアールのやり方は一般的な管理会計のやり方とはだい

ぶ異なるところがあります。その中にいくつかの特徴的なものがあります。こういった特徴を

理解するために、会計学そのものについて検討する必要があると思います。

　ここで検討したいのは、「会計主体論」と呼ばれる理論です。 1つの分析のツールとして使え

るのではないかと考えています。そもそも「会計主体論」とは、会計を誰の立場から行うべき
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かという問題を規定するものです。会計は誰のための会計なのか。これまでさまざまな研究が

ありました。例えば、「所有主理論」は企業の出資者の立場から会計を行うという考え方です。

「代理人理論」はエージェント理論などとも呼ばれますが、経営者が所有主と別の人で、あくま

でも所有主の代理人であるという立場です。そして 3番目に「企業主体理論」というものがあ

ります。所有主、出資者から独立した企業が存在して、その立場から会計を行うものです。最

後に「企業体理論」があります。それによると、企業は全ての企業の利害関係者によって組織

されたものです。つまり、企業は社会的制度の 1つであるという立場から会計をみるというこ

とです。

　こういった会計主体論は管理会計とはなぜ関係があるかと言うと、実は会計主体論というの

は、これまでは主に簿記、財務体系の分野で議論されましたが、本質的には「企業は誰のもの

なのか」「その目的は何なのか」あるいは「誰のために企業経営を行うのか」、最後に「企業の

成果をいかに分配するか」といった企業に関わる非常に重要な問題と関係があるからです。管

理会計は、その名前の通り管理のためのものです。これらの問題に当然関連すると考えるのは

ごく自然なことです。だから、管理会計のための「会計主体理論」が必要になります。

　ここでは、これまでの管理会計の問題点を指摘しておきます。企業経営には資源として不可

欠なのは、ヒト、カネ、モノです。その他に情報も技術ももちろん必要ですが、企業経営に欠

かすことのできないのはやはりヒト、カネ、モノの 3種類の資源です。これまでの管理会計は、

企業は基本的には持ち主のもの、株主のものであるという仮定に立って、カネをベースにした

管理会計でした。しかし、こうした研究では、今紹介しましたハイアールの管理会計システム、

あるいは京セラのアメーバ経営をうまく説明することができません。これからはカネではな

く、企業の経営者、従業員などのヒトをベースにした管理会計の構築が必要になるのではない

かと考えています。管理会計というものは、人間をベースに構築されるべきです。

　その必要性をもう少し説明しましょう。株主からの資本、カネというものは企業経営活動に

はもちろん欠かせない資源です。しかし、資本そのものは、そもそも新しい価値を生み出すこ

とはできません。それは、人間の活動によって創り出してくるものです。経営活動を通じて付

加価値を創り出す主体は経営者および従業員であるはずです。これまでの管理会計は資本をベ

ースに構築されている学問で、私はそれを「主流派管理会計」と名付けます。一方、人間をベ

ースに構築される管理会計は、「人本主義管理会計」と呼びます。

　「人本主義管理会計」と、「主流派管理会計」とは基本仮設が異なります。経営環境において

は、「市場経済」でどちらも同じです。適合企業は、資本主義企業と人本主義企業です。企業の

帰属については、主流派管理会計の場合は株主主権で株主が一番重要です。人本主義管理会計

の仮設は従業員、経営者が一番重要であるということです。企業目的については、主流派の場

合は株主価値最大化になります。人本主義の場合は付加価値最大化です。労働成果の分配も、
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主流派の場合は、経営者の労働者が契約に基づいて報酬を受け取り、最終残った利益は株主の

ものになります。一方、人本主義の場合は経営者、従業員、そして株主など全員が、共同利益

である付加価値を受け取る権利があります。利害関係者の立場から考えると、主流派の仮定と

しては、そもそも株主、経営者、従業員の利益が基本的に不一致することが多いです。だから

委託代理関係を分析することが重要になります。人本主義管理会計の仮設においては、経営者、

従業員、株主の利益は基本的には一致します。不一致のところもあるかもしれませんが、うま

く調整できるという考えかたです。経営の原理も異なります。主流派の場合は経営者が株主の

委託を受けて契約によって企業に雇われた従業員に指示を出して、その仕事を監督します。人

本主義管理会計の場合はそうではなく、従業員と企業経営者が一緒に経営に参加します。いわ

ゆる全員参加型経営です。これは日本的経営の特徴の 1つでもあるというふうに言われています。

　ここで「人本主義管理会計」をより明確に定義しましょう。「人本主義管理会計」とは付加価

値の最大化を目的としたマネジメント・コントロールを実施する会計手法をいいます。こうい

った人本主義管理会計は、主流派管理会計と比べると、どのような特徴があるでしょうか。

　まず、計画と意思決定においては、主流派管理会計はトップダウン型で、人本主義管理会計

は、ボトムアップ型です。主流派管理会計は集中型、人本主義管理会計は分散型です。執行と

統制において、主流派管理会計の場合は部下に命令してコントロールします。人本主義管理会

計の場合は、従業員たちは自主的に経営活動を行うということになります。業績評価において

は、主流派管理会計は基本的には利益指標により評価します。そこでよく利用されるのは金銭

的な評価尺度で、しかも短期的な業績が重視されます。一方、人本主義管理会計は付加価値に

よる評価で、動機付けはもちろん金銭は必要ですが、精神的なものも併用します。そして短期

的業績も重視するのですが、それより中長期的な業績をもっと重視します。

　最後になりますが、本報告の結論と今後の課題についてお話したいと思います。現代企業は

経営活動を通じて付加価値の効率性を高めることで、付加価値を最大化することが本来の目的

であると考えられます。人本主義管理会計はこうした目的の実現を支援するマネジメント・コ

ントロール・システムです。21世紀の企業経営にとって人本主義管理会計は重要なルールです。

特に中国企業や日本企業の管理会計の実践・模索は人本主義管理会計の理論を構築するために

非常に重要な材料になりうると、私は確信しています。

　今後、人本主義管理会計をどのように構築するかが非常に大きな課題であり、私個人として

も非常に大きな仕事になりますので、これからも研究していきたいと考えています。

　以上です。ご清聴ありがとうございました。
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