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「特別研究期間」（2014年4月～9月、復旦大学の招聘で上海滞在）



上海市内の主要街路（南京路、淮海路等）を走破
地下鉄１４路線の両端の終着駅をすべて乗降



「変わらない中国」（１）

赤信号での横断
交通ルールの無視
地下鉄のマナーの悪さー携帯電話の騒音等
白昼での取っ組み合い。Etc.

「内」と「外」の区別の感性が弱い
「公共秩序」の意識が弱い
⇒「単位」（≒ゲマインシャフト）社会で長く育ち、

「公」の培養が薄い
⇒明治期日本のように「近代的人間」になろう

する教育が100年以上なかった。「道徳的緊
張」、礼節の欠落、近代のエートスが希薄。



「変わらない中国」（２）

〇一部のスーパー、書店、公共機関等の従業員の横柄な態度

⇒店員の離職率が高いので、社員教育を軽視➡従業員の当事者

意識が培養されない。

⇒そもそも「お客様は神様」という概念がない➡サービスの価値が

経営の成敗を決定するシステムに到達していない。

⇒顧客も店員の横柄な態度に鈍感➡売り手が買い手より上位の

計画経済時代の名残が強い

〇徐々に改善も見られ、サービス産業が強くなるにつれて変化する。





「変わらない中国」（３）

〇低俗なＴＶ「抗日番組」の横行：戦後70年にもなっていまだ連日連夜
戦争番組を放映する異常さ➡愚民政策
⇒「抗日戦争番組」には潤沢な予算がつく。cf横店撮影所、2012年

約150本の製作番組中3分の１が抗日番組
⇒時代考証に全く合致していない➡日本軍には冷血で狡猾な美人

女将校が登場。国民党軍幹部にはいつも共産党員が潜伏。
⇒もっとも悪影響を受けるのは、小学校の低学年や娯楽の少ない

農村の住人。「日本鬼子」と平気で使う。
〇ＴＶは中国共産党政権の正当性を喧伝する重要な手段。理屈より

感情移入をもくろむ。日中戦争の中国軍の主力は国民党である。



2014年は日清戦争（甲午戦争）120周年

〇新聞、書籍、ＴＶは大々的に甲午戦争

敗北を紹介し、屈辱の歴史を踏まえ

「報復」への覚醒を促す。

⇒勃興期の「近代国家」と腐敗した

「封建国家」の対決と把握。

⇒強い国家、強い海軍の確立を喧伝

➡今後敗北の二の舞はないと教訓

⇒明治維新の吉田松陰、西郷隆盛か

ら一貫して日本は凶暴な侵略国家

と描く➡日本政府、日本国民の近代

化への努力と苦闘を無視。



歴史を鑑として憎しみを増す

①中国の「歴史を鑑」という「歴史」とは何のか

・新たな抗日記念日の制定（2014年2月27日全人代第7回常務委員会）

9月3日 中国人民抗日戦争勝利記念日

12月13日 南京大虐殺殉難同胞国家公祭日

・「国家公祭網」：盧溝橋事件70周年に合わせ南京事件殉難者を弔うオンライン

・中央擋案館：2014年7月25日より日本軍人45名の戦犯供述書を毎日公開

②「過去」を「断罪」するが、「現在との対話」がない

・改革・開放後、日本が官民挙げて中国の近代化を支援したことは遮断

・新中国成立後の政策の失敗による千万無量の犠牲者をなぜ追悼しないのか

③日中両国民の関係：「被害者と加害者」「勝者と敗者」

・日本の反省：日本は「加害者」の歴史を軽視、開放後も「上から目線」で睥睨



「変わった中国」（1）

〇上海市内では高齢者が目立つ

⇒上海の老齢人口は全国一

⇒2013年9月に養老サービス業、民間

養老産業発展に関する意見が提示。

⇒一人っ子政策の緩和にも影響

中国の高齢者人口の推移



「変わった中国」（２）

〇人件費、物価の上昇
・円安によりスターバックスコーヒー、

一部の生活用品は日本と同等
・最低賃金はほぼ毎年上昇
・公共交通費、生鮮野菜等は安い

出典：ＪＥＴＲＯ



「変わった中国」（３）

〇ネットワークシステムの発達

・ＩＴの通信網、地下鉄・バス・タクシー・フェリーの交通カード、銀行

証券の金融ネット等の発展

・ガーシェンクロンの後発性のメリットが活きている



中国（上海）自由貿易試験区

①概況

・設置：2013年9月29日。28.78平方ｋｍ、浦東地区、3年間の試験期間

・背景：経済改革の飛躍を目指す⇒資本市場の改革を準備

・特色：「ネガティブリスト管理方式」＝投資分野で例外的に開放されていない分

野のリストを指し、このリストに記載されていない項目は規制されない

②1年間の成果

・「ネガティブリスト」：190から139項目に解禁

・人民元と外貨の国際管理制度や家庭用ゲーム機の製造販売の解禁

・貿易手続きの簡素化⇒全国に展開

・日本企業78社、アマゾン・ドット・コム進出など



「大衆消費社会」の到来（1）

出典：ＪＥＴＲＯ



「大衆消費社会」の到来（２）

〇「大衆消費社会」の様相

・消費ニーズの多様性

・流通、小売業、ネット通販の発達

・高級品志向、個性的商品の流行

・メディア、広告による購買誘導

〇日本製消費財の高い評価

・安心・安全・良質・信頼

・優れたデザイン、機能性

・素材、部品の強さ

1万ドル倶楽部入りの都市数



「大衆消費社会」の到来（３）

〇日本の大衆消費社会との比較

・一人当たりＧＤＰ（日本）

1980年9,312ドル⇒90年25,140ドル

・都市化率53.7％≒日本の1950年代末

・産業構成≒日本の1960年代初め

第1次産業10.0％、第2次43.9％、第3
次46.1％（2013年）

・産業別就業者数≒日本の60年代初め

第1次産業31.4％、第2次30.1％、第3
次38.5％（2013年）

出典：田代秀敏氏作成



変換期に入った中国（1）

〇習近平政権の基本的性格

・江沢民、胡錦濤政権は鄧小平によるカリマスの影響があったが、習近平政権

にはない。どこに求心力を求める⇒ナショナリズム：「偉大な中華の復興」「中

国夢」 「海洋強国」

・「太子党」としての呪縛（江沢民ら党長老の支援）⇒「政治改革」は難しい。

しかし、父子がともに苦労の辛酸をなめているので、「改革」の意欲は強い。

・胡錦濤が残した“宿題”

「科学的発展観」と和諧＝格差是正

成長路線＝小康社会の達成（2020年に2000年のＧＤＰ2倍、国民所得2倍）、

ＧＤＰで米国を抜けるか



変換期に入った中国（2）

（1）政治：大国化路線へ転換（大国に相応しい新価値が提示できるのか）

・「大国崛起」：15・16世紀の大航海時代のポルトガル・イスパニア（トルデシリャ

ス条約で世界を分割）、17世紀オランダ海上帝国、フランス、イギリス、ドイツ、

ロシア、日本、アメリカ⇒共通しているのは大海軍保有、決定的戦争で勝利

・「パックス・アメリカーナ」、ブレトンウッズ体制への挑戦：「ＢＲＩＣＳ開発銀行」

（14年7月15日、ＮＤＢ）、「アジアインフラ投資銀行」（14年10月24日、ＡＩＩＢ）、

「シルクロード基金」（14年11月8日、″一帯一路″⇒シルクロード経済ベルト、

21世紀海のシルクロード）⇒「世界の市場」から「世界の銀行」へ

・海軍力の強化：「中国是陸地大国、也是海洋大国」、空母建造と南シナ海の

“核心利益”化（要塞化）。台湾解放なくして中国革命は完遂なし。

・2021年：中国共産党成立百周年、2049年：中華人民共和国成立百周年



変換期に入った中国（３）

（２）経済：「新常態」（ニューノーマル）

・高度経済成長路線の終焉と安定成長路線への転換（内需喚起）

・サービス産業の拡大、「自主創新」（イノベーション）による経済構造の調整

・高付加価値産業の育成（雇用促進、格差是正）

・潜在的な金融危機の回避と管理（アジア通貨危機、リーマンショックの反省、

シャドーバンキング・融資平台への警戒）

（３）社会：「体制危機」への危惧（国民統合の基礎が動揺）

・反腐敗運動：共産党の利権集団化にメスを入れられるか

周永康事件➡個人の資質の問題でなく、システム（制度・体制）の宿痾

・３つの格差：所得格差（階層格差）、地域格差、産業格差（都市と農村）

クズネッツの逆Ｕ字型モデルに合致しない

・「文明」（道徳、倫理、マナー）の欠如：大国であっても世界から敬意を受けない。



変換期に入った中国（４）

〇「中華人民共和国万歳」の意味

・「国家独立・民族解放・貧者救済」

⇒今や貧者救済の思想はない

・国家は“権力と権威”を保持していたが、

今や“権威”は失落

〇「世界人民団結万歳」の意味

・国際主義：諸国民の支援があって新中

国は存続、当時の目標は国連復帰

・日本人民と日本軍国主義者を区分する

思想があった。

・今や完全に国際主義は放擲

〇今の中国は40数年前の中国でない



当面の経済問題（１）

（1）中国経済は崩壊するのか⇒こんなくだらない論調に付き合う必要なし。

（2）中国経済は減速続けるのか⇒一般論として規模の経済からして経済減速は

ありうる。また、目下過剰生産を抑制しているので減速局面に入る。ただ、中

長期の実践課題は、市場による資源配分の決定、金融の市場化・自由化、人

民元の国際化（2013年11月、三中全会）

（3）シャドーバンキング（カネを金融商品に投資）、理財商品（カネを事業に投資）

⇒『成長率が７％台半ばの成長になるよう目配りしているし、シャドーバンキン

グ（影の銀行）や不動産の問題などについて、政府も認識し十分政策的に対

応している。大きな懸念はない』

（黒田日銀総裁インタビュー詳報:「消費増税」「出口戦略」は？『毎日新聞』2013年08月21日）



シャドーバンキングの構図
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世界の金融機関の対中貸出(2014年3月末)

国・地域 米ドル換算 円換算(1USドル=102.8円)
世界全体 1兆2289億ドル 126.0兆円

欧州全体 3719億ドル 38.2兆円

英国 2182億ドル 22.4兆円

米国 831億ドル 8.5兆円

日本 770億ドル 7.9兆円

台湾 586億ドル 6.0兆円

フランス 538億ドル 5.5兆円

ドイツ 358億ドル 3.7兆円

豪州 323億ドル 3.3兆円

韓国 232億ドル 2.4兆円

オランダ 214億ドル 2.2兆円

スイス 140億ドル 1.4兆円

23出典：“International banking statistics at end-March 2014”, BIS, 2014/07/23 から田代秀敏氏作成



当面の経済問題（２）

継続発展の諸要因
①これまでの成長継続の発展因子：巨大な労働力、超大型公共投資の遂行、

階層分化（購買力層の拡大）、農村の都市化、内陸開発
②新しい発展因子：消費、サービス産業

・内需喚起－個人消費の拡大（賃金上昇）
・第三次産業の振興（産業構造の調整）－雇用の創出へ
・発展戦略の転換－リーマンショック後、産業集積論による地域開発の重視。
・「戦略的新興産業」の育成－環境、新素材、電気自動車、バイオなど
・海外戦略・グローバル化： 「走出去」戦略－企業の対外進出、資源確保

③短期的難題＝構造的、制度的格差
・官民格差：国富の75%は国有資産、国有企業は配当・収益を内部保留（国進
民退）、・労働格差：労働分配率（労賃／ＧＤＰ）40%前後

④中長期的課題： 「人口オーナス」 「中所得国の罠」



転換期の日中関係（1）

（1）日中首脳会談（2014年11月10日）

・中国側が応じた理由：安倍総理がＡ
ＰＥＣの席上で「力による現状の変更、
法に則った解決」といった持論を表明
することを阻止するため。

・もし表明があれば、米、豪、ベトナム、
フィリピン、マレーシアなどが支持し、中
国は孤立する事態に陥る。

・意義：日中間の各界各層の交流が
再開するきっかけとなった。特に中国
は下部が動きやすくなった。



転換期の日中関係（2）

（2）「中国外交の失敗」

・日本との対立、ベトナム、フィリピン
との衝突、米豪印の反発、香港学生の
決起、台湾国民党の敗北etc

・毛沢東戦略なら敵を複数作らない。
主要矛盾、副次矛盾の区分なし。

・しかし「一歩後退・二歩前進」⇒まず
はアメリカとの緊張緩和に動く

（3）日本が持つべき認識

・中国が日本を必要とした時代は終
わった。日本はいつまでも一番でない。



転換期の日中関係（３）

尖閣諸島領有問題

中国の戦略＝「毛沢東戦略」を踏襲

①第1段階（1970年代～80年代）－戦略的後退の時代

＝「棚上げ」論（貧しい中国が豊かな日本を利用する時代）。

「冷静観察、站穏脚跟、沈着応付、韜光養晦、善於守拙、

絶不当頭」（鄧小平） ＝ “能ある鷹は爪を隠す”

②第2段階（1990年代～2020年）－戦略的対峙の時代

＝日本への揺さぶり（日本経済の停滞、中国経済の台頭）

1992年：中国は海洋法制定－尖閣諸島を自国領と明記。

96年から香港、台湾抗議船、中国漁船が頻繁に領海侵犯。

2012年大規模な反日暴動を組織

③ 第3段階（2020年前後以降）－戦略的攻勢の時代

＝日米関係を見ながら、尖閣諸島の本格的占拠に向かう

（例えば、漁民に化けた民兵の大量上陸占領など）。

国連で常任理事国として中国は猛烈な外交宣伝の展開。

歴史認識問題ー靖国神社参拝

①「歴史」問題は万能の武器

・中国人民のナショナリズム喚起

・日本人に対する精神的打撃

・旧連合国諸国（米英ソなど）との連携が可能

②2015年：中露が世界反ファシズム戦争・中国抗日戦

争勝利70周年を共同慶祝へ➡韓国、ＡＳＥＡＮへも

呼びかけへ―反日包囲網の形成

③日本の対応

・日本人自身による最高戦争指導者の責任審査

・靖国神社のＡ級戦犯分祀

・軍人・民間人の戦没者をともに弔う大モニュメントと

外国人戦没者哀悼の大記念碑の建立へ



転換期の日中関係（４）
日本が持つべき認識（正常化後40数年間の総括）

①中国政府（共産党政権）と中国人民は区分する

②中国政府を批判しても、中国民族を批判すべきでない

③これまで築き上げてきた中国人個人との友情関係は大切にする

④中国共産党にはその歴史からして「抗日・反日・嫌日・侮日」のＤＮＡが宿し

ていることを絶対に忘れてはならない。

⑤中国共産党は常にマヌーバー（策略）で動く。敵か味方か、強いか弱いか、

損か得か。そこに誠と情はない。（「孫子」「兵法三十六計」「毛沢東選集」）

⑥中国とは“好きか・嫌いか”でなく、“必要か・必要でないか”“大事か・大事

でないか“で判断。特に経済交流では肝要な認識である。

⑦「戦略的互恵関係」とは、要するに“長期にわたる大事な顧客”ということ

⑧中国は敵ではないが、味方でもない。友であるが親友ではない。お互いに

切磋琢磨するパートナーである。



中国ビジネスの戦略的転換（1）

（１）外在的要因：中国市場をどうとらえるか

・チャンス➡巨大な成長市場

・リスク➡地場企業の台頭（新規競争相手）

（2）外在的要因：経営戦略の基本コンセプトは何か

・コスト（製造価格）削減←「世界の工場」

・売上げ（販売利益）拡大←「世界の市場」

（3）ポイント：“チャンスを活かして売り上げを拡大する”

“品質のいいものが売れる”ｖｓ“売れるものがいいもの”

・「イノベーションのジレンマ」（クリステンセン）



中国消費者層の多様化
－中国は巨大で変化に富んだ市場－

時間・経済成長軸

所
得
軸

従来：
日系企業
の顧客

ターゲットは
富裕層

富裕層

富裕層

中間層予備軍

今後:日系企業の顧客ターゲットの層が拡大⇒
セグメント別拡販政策

中間層

（ボリュームゾーン）

世代区分 生活背景

戦争と建国の
世代

６５才以上

社会的動乱・混乱を経験、新中
国の成立とともに、自然に共産
主義を信奉。

文革の世代

５５～６５才
青年期に共産主義に熱狂。「知
識青年」として下放政策に従う。
若い頃実現できなかった理想
や希望を次世代に託す

回復の世代

４５～５５才
文革の影響を蒙り、理想主義
に対して幻滅。’80年代の改
革・開放政策推進の原動力と
なった世代。

サンドイッチ世
代

３０～４５才

高度の物質文明を享受、現代
教育を受けた最初の世代。

自分第一の世
代 ３０才以下

八〇后/九〇后

中国の高度経済成長期に生ま
れ育つ。恵まれた社会環境の
中「一人っ子」で育ち、上の世
代と異なる価値観を持つ。
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外資企業に対する摘発

日本経済新聞 電子版 2014年8月21日



摘発の背景

（1）摘発機関

国家発展改革委員会、国家工商行政

管理総局、商務部

（2）摘発の背景

・完成品、部品の内外価格差

・外資による市場占有を減らす―中国

系企業の保護と台頭を支援

・高価格品の値下げを意図―中国庶民

の希望の反映



日系企業の現地調達比較

出典 ＪＥＴＲＯ中国北アジア課 33



中国バイヤーから見た日本製品の優位性

34
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中国市場における販売の多角化
ーアンゾフの成長ベクトルー

製品

顧客

既存 新規

既存

市場浸透
・市場占有率を高める

・購買のリピート頻度の

引き上げ

製品開発
・魅力ある新製品の開発

・製品のハード面とソフト

面の研究

新規

市場開発
・販売地域の拡大

・幅広い年齢層への展

開

多角化
・新製品による新規市場

の創造

・新規事業の展開



中国ビジネスの戦略的転換（2）

１．内販型企業への転換
・独資化、合弁の場合はマジョリティー化へ
⇒競争激化の市場に備える。ブランドの確立

２．現地法人の現地化促進
・現地化ー中国人幹部の養成、現地適応の技術など
・戦略的提携ーパートナーとしての中国企業、台湾企業

３．現地法人の権限強化⇒グローバル企業への脱皮
・権限委譲ー生産販売数量、人件費、利益処分、再投資、貸付・借入、債務保証、
新規事業の企画、役員人事など

・本社組織体制との有機的連携
・企業の社会的貢献とＣＳＲの実行ー信頼できる企業へ
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中国ビジネスの戦略的転換（3）

新興国市場としての中国市場の特色

（１）市場規模の巨大性：階層別ニーズの多様化、購買力を持ったボリューム

ゾーンの肥大化

（２）激しい販売競争：自国並びに世界の企業が参入、マーケティングのグロー

バル化（中国市場自体の世界化）

（３）「制度のすきま（institutional void)」（タルン・カナ、クリシュナ・Ｇ・パレブ）：

市場運営の非効率性・未熟性、不完全な法秩序（人治支配）、非公開の

政策決定過程、クローニー経済など

（４）高い参入障壁：WTO規定の一部不履行、強烈な自国企業保護、強固な国

有企業群など



中国ビジネスの戦略的転換（４）
ー対中投資戦略モデルー

競争優位戦略ーNIHAO（你好）モデル
・New Value：品質、製品等により市場に新

しい価値を提供。

・Intelligence：現地ニーズの調査、市場動

向の把握・分析。

・Harmonization： 消費者・取引先ニーズへ

の適切な対応と中国人スタッフとの協

調を通じた現地化の浸透。

・Alliance：中国、台湾、香港企業との協

業・提携の積極化。

・Organization：本社と現地子会社との明

確な役割分担、経営理念や価値観の

共有 。

サービス産業に適用した経営戦略

５つのＴモデル

Target（明確な対象）

Tempo
（スピード感
のある対応）

Tenant（場所の選定・作り方）

TQC
（安全・安心・サービス） Teaching（育成・権限移譲）



積極的な内販型企業
①自動車：高級車の現地生産へ

日産－高級車「インフィニティ」2014年より、ホンダ－「アキュラ」2016年より、

トヨタ－ＨＶ車の現地生産へ

②流通小売店（スーパー、コンビニ）：店舗数の増大

イトーヨーカ堂－14年成都にＳＣ１号店（11万㎡）、16年までに4店舗

セブン・イレブンー北京を中心に1900店舗、13年中に重慶進出

イオン－14年度以降ＳＣを年間10店以上出店。

ファミリーマート－約1000店を展開、17年までに深圳に100店進出。

③即席麺：日清食品－14年に広東工場ライン増設、15年上海第2工場

稼働、18年までに直営の営業店を2倍に拡大、「合味道」に統一

④家庭用ゲーム機、ソフトの輸入、販売解禁－任天堂、ＳＣＥ（ソニー）

⑤衣料・アパレル：ユニクロの店舗拡大

⑥その他外食、自動車部品関連も進出が盛ん
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事例研究： サントリービール

中国事業⇒経営戦略の練り直し

①多角化経営（２０１３年末より始動）

・中国ＨＤの設立・酒類事業本部（ビール、黄酒）

・食品事業本部（飲料）

・ワイン、洋酒の輸入

②地域ブランド戦略（上海・江蘇省）：金色の純生

③アライアンス戦略：青島ビールとの合弁ー地域での優位保持

（背景）

①ビール市場の寡占化：国営大手３社＋ＡＢで６０％のシェア

②三得利ビールのシェア低下（上海）：青島との連合で５０％

③富裕層の食の多様化



アライアンス戦略： 中国大手の格力電器と技術提供＆生産委託のア

ライアンス（2008年）によりコスト競争力をつけ、家庭用省エネエアコンという新市場を
創造。ダイキン：２０１３年８０万台

事例研究： ダイキン

ダイキン： 省エネエアコン（生産技術）提供
格力電器： 生産能力（コスト競争力）提供

2008年発表

アライアンス戦略



事例研究： 資生堂

超優良百貨店

優良百貨店

一般百貨店

化粧品（雑貨）店

薬 局

大型量販店

地場系ＣＳ

ＣＶＳ
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（北京工場）

（上海工場）

（ﾄｲﾚﾀﾘｰ領域）

（マ
ス
）

（ミ
ド
ル
）

（プ
レ
ス
テ
ー
ジ
）

ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ（輸入品）

SHISEIDOﾌﾞﾗﾝﾄﾞ（輸入品）

AUPRESﾌﾞﾗﾝﾄﾞ（現地生産）

ZA・PMC（ﾋﾟｭｱﾏｲﾙ
ﾄﾞﾁｬｲﾅ）ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

（現地生産）

産）



中国ビジネスの戦略的転換（5）
ー「現地化」戦略ー

持続的な競争優位性の確立

①自社のポジション優位は何かを見つけることーブランド、品質、

価格、顧客、行政との関係、流通など

②組織能力ー現地化とグローバル化の対応が必須

③地域統括会社と本社の事業ドメイン（カンパニー、事業本部など）

との関係ー指揮と予算支出の流れ

中国向け全社的マネジメントの検討

戦略、人材、販売、財務会計、企業法務、生産管理など
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中国ビジネスの戦略的転換（5）
ー「現地化」戦略ー

（1）基本的戦略のポイント

持続的な競争優位性の確立

①自社のポジション優位は何かを見つける

ことーブランド、品質、価格、顧客、行政と

の関係、流通など

②組織能力ー現地化とグローバル化の対応

が必須

③地域統括会社と本社の事業ドメイン（カン

パニー、事業本部など）との関係ー指揮と

予算支出の流れの把握

中国向け全社的マネジメントの検討

戦略、人材、販売、財務会計、企業法務、

生産管理など

（２）人的資源管理
派遣日本人職員の再教育

・「総経理」という呼称再検討
・若手職員派遣による中国経験の社内蓄積
・退職者の活用：中国経験の特殊性を認識
・派遣前研修の重視：中国語、中国近現代

史の学習、 異文化適応訓練、危機管理・
安全対策など

・現地責任者の意思決定過程の明確化：市
場激化に備え即断即決の体制

・コミュニケーション能力、本社への発言力
中国人幹部の養成

・昇進制度の整備
・中国人留学生の活用
・中国人幹部自身のグローバル化



中国ビジネスの戦略的転換（5）
ー「現地化」戦略ー

（３）マーケティング （４）知財、財務、物流、広報など

１．技術移転と技術漏洩の対策ー暗号化

・Ｒ＆Ｄセンター：現地ニーズの研究

２．資金調達と情報源の多元化ー中国系、ＨＫ系銀

行の活用

３．原材料・部品の現地調達ーコストダウンと競

４．広報の役割ーマスコミ対策の重視

５．法務の重視（Ｍ＆Ａ増加）、ロジスティックの拡充

広告・宣伝の強化、香港の活用、中国人弁護士

の利用など

１．販売方式
・階層限定型－どの階層を販売対象か

上海三菱電梯、資生堂、ＴＯＴＯ、ワコール
伊勢丹など

・地域限定型－特定の省、地区に特化し販売
サントリー、イトーヨーカ堂、平和堂など

２．市場調査－販売・部品市場、消費者ニーズの
調査など

・ 企業イメージの構築＝ブランド＋「いい企業」
（信頼）

３．販売主体
・傘型企業の役割ー生産と販売の分離、情報

集約など
・販売代理店の調査と管理能力の向上
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対中戦略経営の心構え
－「現地・現場・現物・現人」（４現主義）ー

１）中国での企業経営は決まったパターンはない－自分が作って

いくといった気概が必要。ハウツーものへの傾斜や短期の視点は

失敗－明確な長期経営戦略を持つこと。

２）ムードに乗らず、中国進出の必要性を徹底的に検討する。“安い

労働力を使う”という時代は終焉

３）変化への感受性と対応。中国ビジネスは常に 「ダモクレスの剣」

４）優秀な中国人管理者の育成－専属の中国担当者を置く。

５）中国の行政機関との関係を緊密にしておく。

６）リスクの回避・分散の研究－情報の入手方法など

７）自社の企業体質・制度などの改変なくして、中国市場の獲得は

ない。また、日本的方法を短絡的に持ち込まない。

８）グローカル経営組織体の構築（GlocalManagement）
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災難を前にして、決してあきらめず、
初めからやり直そう！



ご清聴ありがとうございました。

再見


