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■ シンポジウム開催報告 ■ 
「中国市場の現場から」 
 
日 時：2014 年 12 月 18 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 

本年 4 月下旬から半年、「特別研究期間」という大学の制度を活用し、復旦大学の招聘で上海にて調査研究に従

事した。目的は、中国市場の現状分析と中国ビジネスにおける日本企業の競争優位性を探ることにあった。 
 講演では前半として、上海で滞在して直接、見て聞いて感じたことを紹介したい。かつて北京に駐在した時代と

比較して、「変わらない中国」と「変わった中国」という基軸で現象から見える中国社会の本質を探ってみたい。 
後半では中国市場で頑張る日本企業の実態を紹介し、「日本企業の競争優位戦略」とは何かを検討してみたい。企

業の業態が異なるので、一般的な経営戦略はつかみがたいが、何らかのヒントを提示したい。 

  

 

【講師紹介】 

服部 健治(はっとり けんじ) 氏 

［略歴］ 

1972 年 大阪外国語大学(現大阪大学)中国語学科卒業 
1978 年 南カリフォルニア大学大学院修士課程修了 
1979 年 一般財団法人日中経済協会入会 
1984 年 同北京事務所副所長 
1995 年 日中投資促進機構北京事務所首席代表 
2001 年 愛知大学現代中国学部教授 
2004 年 中国商務部国際貿易経済合作研究院訪問研究員 
2005 年 コロンビア大学東アジア研究所客員研究員 
2008 年より現職 

 

 
  

 

■■ 目 次 ■■ 

 

1. 講演録   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

2. 講演資料  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

 

 

 

 

 

≪発行≫ 独立行政法人 科学技術振興機構 中国総合研究交流センター 

〒102-8666 東京都千代田区四番町 5-3 サイエンスプラザ３F 

TEL 03-5214-7556     http://www.spc.jst.go.jp/ 



中国総合研究交流センター 第 78 回研究会 詳報 ＜2014．12＞ 

 

2 

1．講演録 

 

【開会・講師紹介】 

（JST 中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー） 

これより第 78 回 月例研究会を始める。今日は「中国市

場の現場から」として中央大学大学院戦略経営研究科教授

の服部健治先生にお話をいただく。略歴はお手元の資料に

あるとおり、南カリフォルニア大学大学院修士課程修了後、

財団法人日中経済協会に入会され北京に長期間滞在され

た。その後は愛知大学現代中国学部教授、現在は中央大学

に就かれている。 

服部先生には“Science Portal China”というポータルサ

イトにコラムを書いていただいている。先生はこの半年、

上海の復旦大学に招へいされ、現場を相当歩き回られたそ

うだ。現場における日本企業や中国の動向など、東京では

肌感覚で分からない様々なところをつぶさに観察、研究さ

れたという。そこで今回のテーマをお願いした。今日は“生”

の話をいろいろと伺えることを期待している。 

 

【講演】 

本来は立ってお話すべきところだが、先ほどご紹介いた

だいたとおり、上海でかなり歩き過ぎて左足の股関節を痛

めてしまった。着座させていただくがご容赦を。 

 大学の制度で中央大

学でも 4、5年経つと“サ

バティカル”（特別研究

期間）のチャンスがある。

日中関係が悪化してい

る今、中国専門家として

はやはり現場を見なけ

ればと思い、この制度を

利用して上海に行くこ

とにした。何故上海だっ

たかというと、中国経済 

の中心でもあり、また去年（2013 年 9 月）出来た自由貿

易試験区の実態がどうなっているかにも興味があった。日

中関係が芳しくない状況で、中国の方々が日本をどのよう

に思っているのか、そういった辺りを現場から見てみたか

った。これまで中国にはトータルで 11～12 年滞在したが、

それは北京だった。上海にも短期訪問することは 80 回近

くあったが、そこで生活しなければ見えないものもあるだ

ろうと、この 4月から 9月の半年間、復旦大学経済学院の

ご招聘をいただき上海に滞在した。写真は復旦大学の正門

だ。復旦大学は 1905 年に設立されている。 

 滞在していた間は上海市内の南京路や淮海路など多く

の街路を走破した。また、上海には地下鉄が 14 本、最終

的には 16 本になるが、14 路線の終着駅－1 つの路線には

2 駅あるのだが、それらを全て回って写真を撮ってきた。

これはニューヨークにいた時からの習慣だ。ニューヨーク

には 24 本の地下鉄が走っていて、その全てに乗り、端か

ら端まで全ての写真を撮った。上海の地下鉄路線でも全て

乗り、また単に乗るだけではなく、駅に降りて周辺の風景

を写真に撮った。 

現地を歩き回って上海の巨大な発展ぶりを間近に実感

した。とりわけ上海近郊にはアパート群や工場群が多く建

ち並んでいる。そういったものをつぶさに見て、上海の躍

進を肌で感じた。しかしその結果、歩き過ぎもあって股関

節唇損傷という代償も得た（会場・笑）。 

さらに半年の滞在中に上海とその郊外（閔行、松江、嘉定、

宝山、青浦など）だけでなく、北京、天津、昆山、蘇州、

常熟、常州、南通、南京、合肥などの都市を含め 100 近い

企業（工場も含む）や機関を訪問させていただいた。 

 

今日の話は大きく 2つに分けている。上海の現場で感じ

てきたことの報告が一つ。もう一つは皆様も関心が深いで

あろう対中ビジネス、中国投資をどう見たらいいかという

話だ。 

 先ずは中国の現場でみたことについて、「変わらない中

国」と「変わる中国」という設定でお話したい。かつて私

が北京に駐在していた 80 年代、90 年代という時代と比べ

て現段階で変わった点、変わらない点は何かという視点だ。 

 「変わらない点」の一つにはやはり信号無視が挙げられ

る。皆様方もよくご存知だと思うが、中国人は赤信号でも

横断する。そして地下鉄の車中はうるさい。あちこち携帯

電話でずっと喋り続けていて非常に喧騒だ。さらに驚くべ

き光景に出くわしたことがある。中山公園駅のホームで中

年女性が 3 歳くらいの子どもにゴミ箱を便器代わりにし

て小便をさせていたことだ。ところが友人はもっと凄いも

のを見たと言う。地下鉄 2号線の電車内の隅でこれまた子

どもに用を足させていたというのだ。 

中国人には「内」と「外」という意識の区別があまり無

い。また“公”という概念が非常に弱い。基本的に公共秩

序感が弱い。これは何故か。一つに、彼らは新中国成立以

降、社会の基本が「単位」社会－ゲマインシャフトという

社会構造の中で育ってきたからだ。ここ 30 年でオープン

社会、市場経済になっても「公」の意識の培養が弱く、そ

れで公共道徳無視の現象が起こるのではないかと思う。こ

の写真のように公の場所でも喧嘩する。これは 5月 1日の

メーデーの休日に中山公園を散策していたら出くわした

光景だ。日本でも夜の歌舞伎町ではこんなこともあるだろ

うが、普通の場所ではそうあることではない。明治以降の

日本とは違い、中国では“近代的人間”をどう作るかとい

う教育が 100 年以上なかったのだと思う。日本では欧米列

強の植民地政策に対抗するという緊張感の中、近代的な公

の秩序を学ぶことの重要性を認識していた。国語や算数と

いう教育だけでなく、それまでアジア諸国にはなかった美

術や図工、音楽、体育といった教課も教え込んでいった。

欧米列強と対抗できるような人間を育成するという目的

があった。さらに武士道的な発想もあったと思うが、礼節

や道徳といった規範を重視し、それが明治以来ずっと培養

されてきたのだ。マックス・ウェーバーのいう近代の一つ

のエートスとして、日本で明治以降培養されてきたものが
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中国にはなく、それが赤信号無視といった現象にあらわれ

ているのではないかと思う。 

 

変わらない点をもう少し挙げると、例えば店舗における

サービス精神がまだまだ養育されていない。大手スーパー

や本屋といったところから、特に公共機関－税関や公安、

出入国管理、銀行など、従業員の態度が横柄だ。欧米系の

大手スーパーで聞いてみると店員の離職率が高いため、い

くら社員教育しても意味が無いという。つまり従業員自身

に会社の“当事者”意識が培養されていない。日本と違い

「お客様は神様です」という概念もない。サービス産業が

発展していく時、目に見えない無形の価値が会社の成敗を

決していくという経営意識が脆弱だ。それに中国の客も横

柄な態度をとる従業員に対して文句を言わない。もし日本

のスーパーやコンビニで店員が横柄な態度を取れば客は

必ず怒るだろう。何故中国ではそうかというと、売り手が

買い手より上位だという認識でいるからだ。物を持ってい

る者の方が上にいるという計画経済時代の観点が市場経

済の中に未だ残っている。それはいずれ解消されるだろう

が、一部の大手スーパーではまだこういうところが残って

いる。しかし上海の新しい店の多くにはサービス精神が生

まれつつあり、今後に期待していいとも思っている。2011

年のサービス産業の比率はＧＤＰ比 43％くらいでまだ低

い。 

 

もう一つ変わらない点を挙げたい。ふだんテレビでは抗

日番組を連日連夜流している。私が中国にいた 90 年代に

も確かに抗日番組は放送されていたが、当時と比べて放送

本数がさらに増えているような印象を受ける。戦後 70 年

になるにも関わらず未だこういった状況というのは異常

であり、逆に言えば愚民政策ではないかという感じさえす

る。私自身でいうと、夜 8時以降の抗日番組のおかげで相

当中国語の勉強になったが。 

聞くところによるとテレビ番組は共産党の宣伝部が監

督しており、抗日番組を作ると予算枠として OK なのだと

いう。政策的な問題だ。放送されるものは時代考証に全く

合っていない。必ずと言っていいほど美人で冷血な日本の

女将校が出てくるのだが、実際の日中戦争の時に女将校な

ど存在しない。日本軍と国民党軍が戦争する話では国民党

軍の中に必ず隠れ共産党員がいて軍を指導している。つま

るところ、日本軍と共産党の闘いという構図で、抗日戦争

における共産党の勇敢さと権力掌握についての正当性を

宣伝しているとも取れる。理屈ではなく感情的に訴えよう

としている。反日のテレビ番組を通じて影響を受けやすい

のは小学校低学年の子供たちとテレビが唯一の娯楽とな

る農村地域の住人だ。こういう人達が影響を受けて日本嫌

いとなる。 

 

かつては米国のハリウッド映画でも日本を “ジャップ”

と蔑視する言葉を使っていたが、1960 年代に禁止された。

中国では未だ“日本鬼子”という言葉を平気で使っている。

もっと大きな問題として、今年は日清戦争（甲午戦争）120

周年ということから、これに関係する新聞や本などが数多

く出されている。ベストセラーになった本は戦争を冷静に

分析し、テレビも大々的に日清戦争を取り上げている。い

ずれも戦争における清国の敗北を紹介し、屈辱の歴史を踏

まえて報復しなければならないと覚醒を促すような論調

だ。私自身、日清戦争のことをよくは知らなかったが、上

海に来てから中国側資料で相当勉強になった。出版された

本から内容を少し拾うと、「勃興する近代国家＝日本」と

「腐敗する封建国家＝中国」との対決という基本構造はい

いとして、問題はその教訓として、強い国家、強い海軍を

確立しないといけないとしているところだ。さらに気にな

るのが日本に対する歴史観が一面的で、日本は明治以来、

一貫して侵略国家であるとしている。この論証の中に出て

くるのが明治維新の立役者であった吉田松陰だ。日本は欧

米列強に対抗するために台湾、ルソン島なども占拠した方

がいいというような論調があるらしいのだが、そういった

論説を捉え、吉田松陰の弟子である伊藤博文や山縣有朋も

侵略的思想を持っていた、西郷隆盛も征韓論を唱えていた

ので侵略者だという論調だ。征韓論はそういった論調では

ないのだが。とにかく日本は明治維新以来、ずっと侵略国

家であるという。日本人としては到底受け入れられ難い。

あの当時の日本政府や国民が欧米列強の植民地にならな

いために、いかに近代国家樹立に努力してきたかというと

ころを一切みていないのは問題だ。東大法学部を中心とし

て、明治大学、法政大学、中央大学といった明治の頃に出

来た大学はいずれも法科系だ。近代化のために欧米の法律

や制度を学ぼうと努力していたが、中国にはそういった官

民挙げての真剣な時代は少なかった。 

中国の本で初めて知ったことだが、ビスマルクは日清戦

争では日本が勝つと見ていたらしい。それは何故か。日本

に戦艦がなく、巡洋艦しか無かった時、清の北洋艦隊には

ドイツ製の巨大戦艦やイギリス製の軍艦が多数あった。日

本も清もイギリスやドイツから軍艦を買うのだが、士官が

軍艦を調達する時に、清の場合は常に価格が高いか安いか

に関心がある。日本も値段に関心はあるが、同時に軍艦の

作り方とか鉄の厚さ何ミリにしたらどういう効果がある

かといった製造過程まで知りたがった。さらに軍艦の動か

し方や配備の仕方まで学ぼうとする。そういったことも含

めてビスマルクは日本が勝つと言っていたらしい。 

 

 「歴史を鑑」とする論調がよく出てくるが、今年の 9

月 3日に「中国人民抗日戦争勝利記念日」が制定され、ま

た 12 月 13 日には「南京大虐殺殉難同胞国家公祭日」が設

定された。殉難者に哀悼するオンラインネットワーク「国

家公祭網（ネットワーク）」は日本語、中国語、英語で見

ることができる。サイトを開くと重苦しい音楽が流れ、30

万人の中国人が殺されたと出てくる。 盧溝橋事件 77 周年

に合わせてこういったオンラインが出来た。「中央擋案館」

では7月25日から中国戦線で捕まった45名の戦犯将校の

供述書、反省文を公開している。テレビでも放映されたが、
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これは問題だと思った。確かに彼らが戦争犯罪人であるこ

とは間違いなく、彼らの書いた供述書や反省文はある意味

事実だろう。しかしその彼らの中には戦後日本に帰った後、

日中友好運動のために邁進した人も大勢いる。彼らの戦後

の生活がどのようだったかまでみて述べるなら分かるが、

そこは一切遮断している。45 名の戦犯が死刑にならなか

ったのは当時の中国共産党の人道的教育があったからな

のだが、そういった人道的配慮も述べられていない。また、

彼らの氏名だけでなく住所まで全て細かく出ている。存命

している子孫の方々もいるのに、犯罪者の家だというイメ

ージを与えてしまう。戦後 70 年経った今になってもこう

いったことを前面に出すのは問題だと思う。 

 

彼らの言う過去とは何だろう。それは結局、日本が中国

を侵略した時期だけを取り上げた「過去」だ。日中国交正

常化以降、日本がどれだけ中国を支援してきたかはオンラ

イン上に一切紹介されていない。稲山嘉寛、松下幸之助、

岡崎嘉平太といった経済人から ODA など日本政府も頑張

って支援し続けてきた正常化後 40 数年の過去が中国国民

には一切遮断されている。 

そして日本軍が中国で残虐なことをしたのが事実だと

しても、それ以降新中国が成立する前後からその後の過程

で何があったのかを全く振り返っていない。内戦で多くの

中国人が死に、新中国成立以降、間違った政策のために 3

年自然災害や文化大革命も含めて 2,000 万人以上の一般

市民が死んでいる。そういった人々に対する哀悼をせず、

何故日本軍に殺された人だけを哀悼するのか。中国の現場

で連日連夜、抗日報道や抗日映画に触れ続け、疑問を抱か

ずにはいられなかった。 

 

かといって必ずしも日本を正当化はできない。日本にも

問題はあると思う。戦後、日本では反戦平和教育が進めら

れてきたが、それは被害者意識の上に立った反省だ。東京

大空襲、広島、長崎の原爆投下、沖縄戦など、日本は被害

者意識を強調している。しかし同時に加害者だったことは

事実である。加害者かつ被害者なのだが、加害者の事実を

教育していなかった。これは戦後教育の一つの問題だと思

っている。 

もう一つ、私たちも含めてだが、中国の改革開放を支援、

応援しようとする日本企業や政府の人々の中には上から

目線の人たちもいた。1980 代、90 年代といった中国が貧

しい時代は彼らも我慢していたが、段々と国が発展するに

つれて日本を見返したいという気持ちが出てくる。私たち

日本人の体内にある上から目線というところは反省すべ

きだと思う。日本は戦前はアジアで軍事的優位に立ち、戦

後はアジアで一番の経済大国、世界第 2 位にまでなった。

これから発展する国々に対して上から目線になりがちな

ところがある。それは日本人が反省すべき問題だろう。 

 

次に中国の「変わった」面について述べたい。 

上海の街中を散策すると日本と同じように老人が多い

ことが目につく。80 年代、90 年代と比べて圧倒的に老人

が増えた。統計的に見ると日本は老人とされる 65 歳以上

が人口の25％、中国では老人とされる60歳以上が約10％。

人口が多いから老人が目立つ。特に上海には高齢者が多い

らしい。それが以前とは違う一つの現象だ。中国では年金、

健康保険、介護事業などといったに関心が高く、高齢化は

今後の深刻な問題になるだろう。  

高齢化に関する問題は日中両国がお互いに協力し合え

る分野だと思う。中国では老人が元気に街中でダンスして

いるが、そういう踊る人たちに日本に来てもらって阿波踊

りや盆踊りの普通の庶民と交流すればいい。いろいろなシ

ンポジウムで日中関係がどうあるべきかなどと難しいこ

とを言っても、正直なところそれにどれほどの効果がある

のかと思う。庶民の接触をどれだけ増やすかが大事ではな

いだろうか。マナーの悪さなどといった批判はあるだろう

が、もっと中国人が日本へ来てもらうべきだ。シンポジウ

ムの回数を増やすより庶民の接触面を増やす方が今後の

日中関係の改善に貢献すると思う。 

 

 「変わった面」のあと一つは、中国では物価が上がって

いる。日本でのスターバックスのコーヒー代は中国ではも

っと高く、さらに円安だから円に勘算すると日本より 1.5

倍程度高い計算になる。ユニクロ製品も高い。銀座のユニ

クロでは多くの中国人が買い物をしているが、ある時、中

国人親子の買い物に遭遇した際、店員さんとの会話を通訳

したことをきっかけにその親子と少し話をした。あなたが

買ったそのユニクロは中国製だと言ったら、それは分かっ

ているが日本のほうが安いから日本で買うのだと言って

いた。 

 

最低賃金も上がっている。特に上海では人件費が高い。

2008 年の労働契約法施行以降、労働者保護が強くなり、

政策的に最低賃金を上げている。賃金は企業の労働生産性

に関連して上がるべきできだが、ここ数年の中国の動向を

みるとそうではなく、政策的、人為的に上げている。なお、

日本に比べて公共交通料金や生鮮野菜、食料品等は圧倒的

に安い。 

 

中国の「変わった」面としてはインターネットのシステ

ムが相当進んでいることが挙げられる。日本では PASMO

をタクシーでも使えるようになったが、中国では地下鉄、

タクシー、バス、フェリーなど共通のパスは日本より早く

からある。銀行で使える共通カードなど、ある意味日本よ

りシステムが大衆化されている面がある。例えば電話なら

日中共に固定電話の導入が最初で、日本はそこから公衆電

話、携帯、スマホという流れで発展したが、中国では固定

電話から一気に携帯電話、今や完全にスマホとまさにガー

シェンクロンの後発性のメリットを活かしている。 

 

上海に行った目的の一つ、“自由貿易試験区”がどうな

っているかを見るために、4 つの試験区の内、2 つを回っ
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てきた。まだまだこれからだという印象だ。試験区のやり

方は「ネガティブリスト管理方式」というもので、本来、

外資が市場に入る際は奨励、許可、一般、禁止と 4分類に

分けられるのだが、“自由貿易試験区”においては駄目だ

とリストされた項目以外のものはすべて自由とされてい

る。この禁止リストの数をどんどん減らして試験区にもっ

と外資がと入ってきてもらおうとしている。さらに資本市

場の自由化という方向で、さらなる金融の発展を試してい

こうとしている。実際に登記されているのはまだ 70 社程

度だが、今後、発展する可能性はあるだろう。 

 

 中国社会で生活して感じたもう一つに、「大衆消費社会」

の到来がある。大衆消費社会は何かという一つのメルクマ

ールとして、1人あたりの GDP が 1 万ドルを超える時代だ

といえる。その中で購買力は量的購買力だけでなく質的に

も変わっていく。中国で 1万ドルを超えた地域、上海、北

京、天津、蘇州などもそうだが、それらの都会の状況を見

ていると、東京や大阪の消費傾向とそう変わらない。その

現象の一つして消費のニーズが変わってきており、買い物

一つをとってみても単に衣食住だけではなく子供の学校

や教育、例えば音楽教室なども流行っているし、レジャー

観光にも相当お金を使っている。消費の多様性があり、さ

らに購買力を保証するために小売店や流通産業、ネット販

売等が非常に拡充されている。上海には日本の比ではない

巨大なショッピングモールがたくさんあり、そういったと

ころからますます購買力が高まっていく。メディアも購買

力を高める演出をしていて、例えば上海ではエレベーター

に乗れば当たり前のように壁面に宣伝映像が映る。消費志

向を掻き立てるようなことが相当進んでいる。 

高級品もどんどん買われるようになった。そういう動向

の中で日本製品が新たに見直され、高い評価を受けている

と感じた。例えば無印良品やニトリの製品、日本製の紙お

むつはいい例だ。復旦大学の日本人留学生にその辺りの価

格を調べてもらったところ、紙おむつは相当高いにも関わ

らず結構売れていることが分かった。粉ミルクも同様だ。

値段が高くても安心で安全な品質、信頼できると購入する。

また日本の製品はデザイン性や機能性が高いとも言われ

ている。これは日本の強みだ。一定のレベルにまで上がっ

た大衆消費社会において、庶民の購買志向に日本企業の持

つ強みが合致する。素材そのものが良いことは中国の人も

知っているが、機能性、デザイン性といったところからも

日本製品が再評価されている。 

 

大衆消費社会における問題提起の中で日本との比較は

どうかというところを見てみたい。日本で一人当たりの

GDPが1万ドルに近付いてきたのは1980年で9,312ドル、

そして 1990 年には 25,000 ドルを突破した。1980 年代前

半が日本の大衆消費社会の時代だったと思う。都市化率、

産業構成、例えば第 3次産業が第 2次産業を超えるかどう

か、また産業就業者数で今の中国の姿を眺めると、都市化

率は 53.7％となっている。産業構成の数字をとっても今

の中国は日本の1950年代末から1960年代前半の姿に類似

している。この数字から中国は今後も発展する余地がある

ことが分かる。大衆消費社会という問題提起の中で、中国

の潜在需要力はまだあると考えている。 

 

 そもそも中国は今までとは違う中国になっているよう

に思う。“トランスフォーメーション”というべきか、“転

換”、“変換”、もしくは“変節”か。いろいろ考えてみた

が以前とは違うことは確か。習近平政権の基本的性格が以

前の政権とは違うのかもしれない。ご存知のように江沢民

政権や胡錦濤政権には鄧小平による一定のカリスマ的影

響力があった。だが、習政権にそれはなく、それではどこ

に求心力を求めるかとした時に出てくるのはナショナリ

ズムだ。それは「偉大な中華の復興」とか「中国夢」、「海

洋強国」といったスローガンに現れている。 

「中国夢」は英語にすると「China Dream」で「Chinese 

Dream」ではない。アメリカでは「American Dream」と言

うが、それは「アメリカ人の夢」であり、貧しい移民がア

メリカへ渡り頑張って働いて金持ちになるというのが

「American Dream」だ。中国でも 80 年代、90 年代は

「Chinese Dream」＝「中国人の夢」だったが、今は「China 

Dream」に変わっている。個々がリッチになるより国家が

リッチになるという発想だと思う。 

習近平は「太子党」だ。「太子党」をトップに据えた背

景に、ソ連崩壊を教訓として中国版ゴルバチョフ、中国版

エリツィンを党内に作らないという目論見がある。しかし、

習近平と彼の父親、習仲勳は文化大革命で相当苦労をして

きた。そういう意味において、今の共産党制度を単純に確

保するだけでなく、より一層改革しなければならないとい

う意識があるように見える。 

その表れが彼の言うところの「改革」の強調ではないだ

ろうか。元 「々改革開放」という言葉があるのに新たに「改

革」と言っている。何故だろう。どうもご本人や父親の経

験が反映されているように思えてならない。そのあたりは

今後も注意して見ていきたい。 

同時に習近平政権は胡錦濤政権が残した宿題も抱えて

いる。格差の問題、和諧＝ハーモニー、これがまだ是正さ

れていない。また「小康社会」を 2020 年には達成すると

して、GDP を 2000 年の 2 倍だけでなく国民所得 2 倍とい

う目標も作った。2020 年までは無理としても 2020 年代に

は米国を GDP で抜けるかという目論見で、“ホップ・ステ

ップ・ジャンプ”ならば“ホップ”の段階として 2022 年

まで続けていくと思う。 

 

 変換期の中国を政治の分野から眺めると、今の中国は大

国路線に転換しようとしている。中国の本屋に行くと「大

国崛起」、つまり大国勃興に関連する本が高く積まれてい

る。何故こういった本がよく売れるのだろうか。中国には

15 世紀、16 世紀以来の大国の歴史－すなわちイスパニア、

ポルトガル、オランダ、フランス、イギリス、ドイツ、ロ

シア、日本、アメリカといった世界で大きな覇権を握った



中国総合研究交流センター 第 78 回研究会 詳報 ＜2014．12＞ 

 

6 

国家の歴史から何かを得たいという気持ちがある。そうい

った大国の歴史に共通するのは何かというと「大海軍」だ。

それぞれの大国は大きく立派な海軍を持っていた。日本に

は連合艦隊があり、ロシアにはバルチック艦隊、ドイツの

Ｕボート艦隊、イギリスの海軍も強く、ネルソンはトラフ

ァルガーの海戦でナポレオンを撃破した。二つ目はどの国

も決定的な戦争で勝利していることだ。普仏戦争でドイツ

はフランスに勝ち、日本では日清、日露戦争、米国は第一

次大戦、第二次大戦の勝者だ。中国もそのような大国にな

りたいという宿願があるような気がする。その一つの表れ

が海軍の強化だ。上海の街中の電光掲示板で「中国是陸地

大国、也是海洋大国」というのを何度か見かけた。「中国

夢」で強い海軍を作りたいということなのだろうか、これ

を上海市内の真ん中で大々的に流している。東シナ海のス

プラトリー群島（南沙諸島）の領有をめぐって、ベトナム

やフィリピンと揉めている最中だが、「核心的利益化」す

るということはすなわち要塞化するということだ。基本的

に中国革命は未完遂、台湾開放をもって初めて完遂すると

考えられている。中国が以前から持っていた大国化の考え

方を習政権が集約化してきたと感じられる。 

2021 年には中国共産党が成立 100 周年を迎える。中国

はイベント国家で常にイベント、イベントだ。2020 年小

康社会達成、かつ共産党成立 100 周年、ここに向けて何か

しら大きなイベントを打ちあげるだろう。火星探検や月面

上陸といったことを考えるかもしれない。今、空母は 1

隻しかないからあと 3 隻くらい増やすかもしれない。「大

国崛起」の様相が様々な現象に出てくると予測する。 

同時に、中国主導の「BRICS 開発銀行」、あるいは「ア

ジアインフラ投資銀行」、また先頃の APEC 会議で出た「シ

ルクロード基金」－陸と海、両方のシルクロードにおいて

関係する国々の経済を発展していくためのお金を出そう

という動きがある。それまで世界の工場で 1990 年代は世

界の市場だった中国が、今や「世界の銀行」になろうとし

ている。戦後、アメリカが中心に作ってきた「パックス・

アメリカーナ」への挑戦だと思う。中国自身が新しい時代

を作りたいという表れではないだろうか。 

 

 大国になるためには新しい価値、新しい理念が提示され

ないといけないが、今の中国にはそれが無いということが

問題だ。少なくとも環境問題や貧富の格差の解消といった

ところを提起するなら共感を得られるだろうがまだそこ

まで及んでいない。 

 

経済について習政権以降言われているのが「新常態」、

英約すると「ニューノーマル」である。高度経済成長路線

から安定成長路線へ転換することを表した言葉だ。産業構

造では第 3次産業、サービス産業の育成がある。ここまで

中国は膨大な労働力と外資を含めた巨額の資本の 2 つの

柱で発展してきたが、これからはイノベーション、中国語

で言う「自主創新」を軸にした筋肉質の経済に変えなけれ

ばいけないということだ。 

金融分野にも強い関心がある。世界の発展の中では国や

世界経済を駄目にする要素に金融問題が大きく関与する

ことが多い。アジア通貨危機やリーマンショックも発端は

金融問題だ。中国はこのあたりを熱心に研究しており、シ

ャドーバンキングや融資平台に対して相当に警戒してい

る。 

 

 社会問題において、中国には欧米や日本とは異なる大き

な悩みがある。それは「体制危機」だ。日本に「政治危機」

や「経済危機」はあっても「体制危機」はない。日本が今

から共産主義体制に入るかといえばそれはかなり考えに

くい。しかし中国はソ連、東欧がそうだったように体制が

崩壊することがありえる。それは国民統合の基礎が動揺す

るということで、そのような深刻な問題を内部に抱えてい

るのだ。 

そういう中で反腐敗運動が行われている。周永康、徐才

厚といった腐敗高官を逮捕するだけでなく、共産党の利権

集団化というシステムにメスを入れられるかどうかとい

うことがポイントだ。周永康の場合、日本円にして 1兆 6

千億円、ＪＲ東海の１年間の売り上げと同じだけのお金を

持っていた。そういった高官が他にも少なからずいて、既

に海外に逃亡していたり、または子供や奥さんに海外の国

籍を取らせて自分は北京で働く「裸官」だったり、あるい

は軍ではお金で少将から中将へ上がっていくなどなど。個

人ではなくシステム、体制の問題だ。清朝末期の腐敗構造

と同様で、だから日清戦争は負けたのだ。習近平政権は今

の中国がそういった状況だという危機意識を持っている。 

 

経済発展の段階でどの国においても一定の格差は存在

するが、ある段階に来れば平準化し、いわゆる“ジニ係数”

が下がっていく。これはアジア発展のパターンで、日本し

かり、韓国、台湾、香港、タイ、マレーシアもそうだ。経

済学者クズネッツの “逆Ｕ字型モデル”という形で社会

の均衡が図られている。しかし中国では“逆Ｕ字”となる

ところが真っ直ぐ伸び進み、ジニ係数が拡大しているとい

う深刻な問題がある。 

 

上海の街に行くと「文明」スローガンがやたらと目につ

く。この「文明」というスローガンは 20 数年前からも言

われていた。しかし「文明」を強調しても道徳やマナーが

含まれる“Civilization”まで到達しとらず、だから中国

がいかに大国になっても世界から敬意を表され難い。その

辺りに今の中国の社会的危機があるのではないか。 

 

 天安門広場に行けば「中華人民共和国万歳」、「世界人民

団結万歳」というスローガンが天安門に掲示されている。

「中華人民共和国万歳」は 1950 年代初めに新中国の擁立

に際して、“国家の独立、民族の解放、プロレタリアート

－貧者救済”の理念を意味していた思う。そこには中国共

産党には一定の「権力」と「権威」があった。しかし今の

共産党に「権威」は殆ど無い。数年前、イスラム教徒がこ



中国総合研究交流センター 第 78 回研究会 詳報 ＜2014．12＞ 

 

7 

の門を突破したという事件があったが、そういったことか

らみても「権威」が無くなったと受け取れよう。「貧者救

済」という理念も失われている。今の中国の富裕層に貧者

を助けようとする意識は薄く、そういう面でも昔とは状況

が違う。「権力」は残っていても「権威」が失墜している。 

「世界人民団結万歳」、これは国際主義を表している。

共産主義的なインターナショナリズムだとしても、この当

時、中国は世界の国々からの支援があってこそ存続してい

けるという気持ちを持っていた。その延長で、国交正常化

においては日本人民と日本軍国主義者は区別するとして

多くの日本国民から共鳴を受けた。そういう国際主義的な

思想が今の中国には無い。日本だけでなくフィリピンやベ

トナム、米国あるいはインドと同時に喧嘩する。毛沢東や

周恩来の戦略には無かったはずだ。 

スローガンの裏にある意味を考えても今の中国は 40 年

前の中国とは違う。幻想を持つべきではない。 

 

 経済問題に話を移そう。 

 9 月に日本に戻ってみると「中国経済崩壊」といったよ

うな本が多く目についた。しかしそのようなくだらない話

に付き合う必要はないと思っている。余談だが、中国の地

下鉄の喧騒にすっかり耳が慣れてしまい、帰国直後日本の

地下鉄の静かさに居心地の悪さを感じてしまった。 

 さて、中国崩壊という愚かな論調は問題外だが、最近の

中国の統計によると GDP 成長率が 7.3％と出た。それをも

って中国は減速して駄目だという極端な議論が出ている。

一般論として規模の経済からして経済的減速はありえる。

中国ではリーマンショック以降、とりわけ国有企業におい

ては過剰生産で在庫を多く抱えている。それらをどう処分

するかが大きな問題で、そういったことから減速期に入っ

ているとも言えるが、中国経済が崩壊するような減速では

ない。昨年の三中全会でも当面の市場における資源配分を

どうするかということ、金融の市場化・自由化、人民元の

国際化が討議された。まったく正当な政策だと思う。 

黒田日銀総裁もシャドーバンキングについても大きな

懸念はないと言っている。経済専門家の田代秀敏さんから

いただいた「世界の金融機関の対中貸出」の資料では、西

側の諸国がみな中国へ多額の貸し出しをしている。もし中

国が危なければ世界の銀行は決して中国にお金を貸さな

い。日本でも三菱東京 UFJ 銀行や三井住友銀行等々が中国

に相当お金を貸している。こういった統計から見ても中国

が危ないとは考えにくい。 

 

 それでは中国は今後、発展するのだろうか。これまで

30 数年間、中国が発展してきたファクター、“因子”は膨

大な労働力と巨額の資金であると述べた。資金には外資も

含まれる。これまでの発展は基本的には“外資依存型発展

戦略”と呼称できるが、これからの発展にそれはない。し

かし、これまで発展させてきた因子は残っている。 

その一つは巨大な労働力だ。中国はいわゆる“ルイスの

転換点”を迎えているため農村地区の余剰人口は無いとい

う議論がある。内陸や中西部から沿海地方に人が押し寄せ

る時代ではないという事実をもって“ルイスの転換点”と

いう議論は確かにあるが、私はそうは見ていない。中西部

には結構な余剰人口がある。では何故、彼らが沿海地区に

来なくなったのか。武漢や重慶、成都、西安といった都市

が相当発展しており、そこに労働力が流れているからだ。

そういう意味で労働力はまだあるのだ。 

以前からの発展のファクターの一つである公共事業で

は高速道路や高速鉄道を継続してやろうとしている。どの

国も公共投資をすれば経済規模は発展する。中国も同じだ。

それから階層分化について。経済の発展につれて、中国で

は富裕層が増加するのみならず、ボリュームゾーンと言わ

れる中間層が購買力を持っている。農村の都市化率は

53％と出ており、2000 年から始まった内陸開発は継続し

ている。 

 

中国をここまで押し上げていた発展因子の多くは継続

し、さらに新しい因子がプラスされる。それは何かという

と内需喚起だ。賃金を上げることで購買力、消費力を上げ

ようとしていることが一つ。そして、何度も繰り返しにな

るが、第 3次産業を振興しようとしていることが一つ。第

3次産業は雇用の拡大に貢献する。さらに、産業発展のパ

ターンとして、リーマンショック以降は産業集積論による

地域開発を重視していこうとしている。また、第 12 次五

ヵ年計画で発表された「戦略的振興産業」の育成として、

環境や新素材、電気自動車、バイオなど 7 分野があるが、

これは日本が圧倒的に強い分野だ。すなわち日本が中国と

協力出来得る分野でもある。 

 

2000 年以降、新しい因子として活発化している分野に

海外進出がある。中国語で「走出去」と言うが、これがよ

り急速に活発化している。 

中国の対外進出には 3つのパターンがある。一つは資源

確保だ。中国は多くの資源を持っているが銅（Cu）が無い。

そのためチリ、ボリビア、ペルー等の鉱山を買収したり、

あるいはオーストラリアの鉄鉱山を買収するという話も

聞かれる。オーストラリア政府の反発はあるようだが。2

つ目は中国で作ったものをどうさばくかという販路の拡

大だ。今、どこに焦点を合わせているかというと東南アジ

アや中東、アフリカだ。3 点目は先進国との合弁、M&A で

ある。今は EU に一番多い。そうした３つのパターンで動

いている。 
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短期的な課題は格差問題で、これは構造的かつ制度的な

格差だ。国有企業が厳然と存在し彼らが殆どの富を掌握す

る中で出てくる問題だ。これをどう変えていくか重大な問

題だ。 

中長期の課題は人口オーナスで老人人口が増えている

ことだ。生産人口と非生産人口が逆転する現象が 20 年後

には発生する。人口の変遷をたどる中、どの国においても

いずれは課題となることだが、中国ではそれを保障するよ

うな、あるいは安定的に維持されていくような社会保障制

度や保険制度が完備されていないことが問題だ。 

経済学界で言われることに「中所得国の罠」という問題

がある。確かに GDP だけを見ると、中進国から先進国の方

向へと動いているが、構造的な腐敗があるとある段階から

どうしても先に進めない、先進国に成り得ないという事態

に陥るかもしれない。メキシコ、アルゼンチン、ブラジル

といった例がある。もう少しで先進国になるのではないか

というところでなかなかならない。OECD にも入れない。

いずれにせよ「中所得国の罠」は中長期の課題だ。 

 

転換期の話に関しては皆さんも関心をお持ちだろう日

本との関係を見ておきたい。 

APEC の北京での首脳会談で安倍総理が習主席と会うか

どうかについて、北京に行くのだから会うには会うだろう

が、問題は会談するかどうかで、それについて上海でも多

くの研究者や新聞社と議論させてもらった。個人的に中国

は会わざるをえないだろうとみていた。安倍総理は中国包

囲網的に 49 カ国を回り、一貫して「力による現状の変更

に反対、法（国際法）に則った解決」と言っていた。ASEAN

でもインドでも言い続けていた。同じことを APEC 首脳会

談の場で述べたらどういう現象がもたらされるか。米国、

オーストラリア、ベトナム、フィリピン、マレーシアが「待

ってました」とばかりに大賛成し、中国は孤立する。北京

でこれを言われて困るのは中国で絶対に阻止したい。その

ためには妥協が必要だ。もしそれを APEC 会場で言われ、

共同声明に載りでもしたら大変だ。だから日本と会わざる

をえない。私が会うだろうと思った根拠はそういうことだ。

それが本当の理由かどうかは分からないが、そのように分

析した。 

 

中国の社会、特に共産党の人々は全て上を見て動き上に

向かって話をする。下は向かない。一方、日本の様子を見

ていると皆、下を向いており、住民の福祉をどうするかな

どと話す時にも下向きに話している。住民のことを考えな

ければ選挙に当選しない、だから下を見て仕事している。

けれど中国は上を向く。しかし中国は結局これで損をした。

2012 年 9 月に起こった反日暴動では青島・黄島のイオン

や長沙の平和堂といったスーパーへの凄まじい暴力の様

子が全世界に報道され、中国は怖いという印象を世界の人

達に与えてしまった。暴徒は上の指令で動いていた。あれ

は大失敗だ。最近聞くところによると、日中首脳会談以降、

中国の各界、特に行政が動き出すようになったという。中

国社会は上を向いているから、上が変われば下も変わる。 

転換期の日中関係における二つ目の問題は外交だ。この

間の中国外交はどうだったかというと、私は「失敗」だっ

たと思う。日本との対立やベトナム、フィリピンとの武力

紛争があり、アメリカ、オーストラリア、インドでさえも

中国に対して批判的言論を出すようになった。そして香港

では 10 万人にもおよぶ学生の決起があった。「雨傘革命」

だ。 

香港の学生の決起は単に普通選挙の問題でない。香港の

人々が何故中国大陸を嫌がるかという話だ。先ほどの上海

の地下鉄で用を足す話と関連するが、中国大陸の「文明」

の欠如を忌諱しているのだ。香港の人も台湾の人も自分は

中国人だとは絶対に言わない。彼らは“Hongkongese”だ

ったり“Taiwanese”だったりする。香港が返還されても

う 17 年経つが、何故そういう意識が生まれるのか。 

香港には年間約 4,000 万人の中国人観光団が訪れる。香

港にはディズニーランドがあるが、遊びに行くのは殆どが

中国人観光客だ。順番待ちの列の横で子どもに用を足させ

てしまうし、街中でもマナーが悪いという問題がある。そ

ういったことを日常的に見続けた結果、イギリス統治時代

にない現象にさらされ、中国人に対する反発が生まれたの

ではないかと思う。 

台湾も同様だ。先般の地方選挙で国民党は全敗し、民主

進歩党が勝ったが、これはある意味で中国外交の失敗だ。

春には学生が国会を占拠する「ヒマワリ学生運動」も勃発

した。台湾にも多くの中国人が来るがマナーの悪さが問題

視されており、台湾人は自分が中国人とは絶対に言わず、

台湾人と言う。独立派で無い人々も絶対に中国とは違うと

強調するのだ。こういったところに中国の抱える問題が浮

き彫りになる。 

今の中国はベトナム、フィリピン、日本、インドなどに

対して同時に事を構えてやっており、昔の毛沢東、周恩来

時代とは明らかに違う。香港、台湾に事態を見ても、中国

外交は失敗しているのだ。何故かというと、毛沢東戦略に

沿っていない。主要矛盾と副次矛盾の区分をするのが毛沢

東戦略だった。 

そうはいっても中国も戦略国家である。レーニンの言葉

を借りるなら「一歩後退・二歩前進」だと思う。一歩後退

して次にどうするか。何よりも米国との関係を重視し緊張

緩和に妥協するのではないかと思う。 

 

もう一点、日本が中国に対して持つべき認識がある。

1980 年代から 90 年代、2000 年初頭まで中国は近代化のた

めに日本を必要としていた。単なる経済支援のみならず、

制度から政策、資金まで中国は日本が必要だった。しかし

今はお金も要らない、技術はたくさんある、会社も凄いも

のがある。だからもう中国は日本を必要としていない。勿

論、環境問題やロボット産業といった個々の技術や産業に

おいてはそうとも言い切れないが、全般としては必要無い。

いつまでも日本が一番ではない。こういう認識を日本は持

たなければいけないと思う。 
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日中関係で嫌な問題としては島の問題と歴史認識が挙

げられる。島の問題は実はそう重要な問題ではない。全世

界、どこでも領土問題で喧嘩していることだ。イギリスと

スペインはジブラルタル海峡の半島を巡って 400 年も喧

嘩している。アメリカとハイチもある小さい島を巡って喧

嘩している。インドと中国もまだやっている。とにかく、

世界的に見ても島の問題、領土問題はどこにでもたくさん

ある。2011 年 8 月、ある研究会のメンバーらと中国共産

党の党文献研究室を訪ねた時、応接間に大きな中国の地図

が掲げられていた。1970 年 6 月に作られた地図だ。そこ

には“尖閣群島”と書かれていたし、“魚釣島”と明記さ

れていた。つまり 1970 年代から 80 年代頃まで中国は島の

問題にはあまり関心が無かった。だから尖閣群島と平気で

記載された地図を製作していたのだ。関心を持ち始めたの

は 1992 年の海洋法ができてからだ。 

島の問題に関しては、中国は「毛沢東戦略」を踏襲して

いるのではないだろうか。まず戦略的後退、次に戦略的対

峙、そして戦略的攻勢だ。今は戦略的対峙の時代で、2020

年以降はもしかしたら実力で取りに来る可能性があるか

もしれない。ただ、島の問題は米国との問題も絡むので、

そう簡単に実力をもって事を動かすということはしない

だろうと思う。 

重要なことは、中国は 2013 年 5 月から新たな論理で島

の問題と歴史問題を絡めてきた。尖閣諸島はもともとは台

湾の付属の島で、日本がポツダム宣言を受諾し台湾の領有

を放棄したのだから、尖閣諸島も放棄したことになる。そ

れなのに日本がいまだ支配していることは、戦後体制の変

更をもくろむことだ、という理屈である。歴史問題を絡め

ると日本は孤立すると踏んでいる。 

 

問題は歴史問題－歴史認識問題、靖国神社参拝問題の方

だ。中国にとって歴史問題は“万能の武器”だ。何故とい

うと、一つに中国人民に対してナショナリズムを喚起でき、

二つに日本に対して精神的打撃を与えられる。三つ目にイ

ギリス、アメリカ、ロシアとも連合できる。かつては中国

も連合国軍だった。日本と争った仲間として米英露豪など

と連合できる。そういった意味で歴史問題は“万能の武器”

になる。米国のケリー国務長官とヘーゲル国防長官（当時）

が 2013 年 10 月に日本を訪問した際、千鳥ヶ淵戦没者墓苑

を参拝し、安倍総理が靖国参拝しないよう日本に対して牽

制した。心配なのは来年（2015 年）、ロシアと中国が抗日

戦争勝利 70 周年記念事業を共同でやる際に韓国や ASEAN

へも呼びかけていることから反日包囲網を形成しようと

するのではないかということだ。 

 

日本にも問題がある。戦後、満州事変以降、太平洋戦争

までの戦争において日本人自身が戦争最高指導者に対す

る責任追及をしていない。Ａ級戦犯とされる人々について

一般に戦死した人と分祀する必要があると考える。自民党

の中にもそういう考えの人もいる。分祀するだけでも中国

の態度は随分変わってくるだろう。靖国神社は軍人を奉っ

ている。しかし民間人も多く死んでいる。軍人、民間人の

戦没者をともに弔う大モニュメントを作るというのも一

つだ。戦争の犠牲者は日本人だけではない、中国人やアジ

アの人々や米兵も犠牲になった。彼らのための外国人戦没

者記念碑の建立など、70 周年を契機にそういったことを

日本がやることが大事ではないかと思う。このまま日本が

何もしなければ、中国、米国、ロシアが連合して歴史問題

への反省を求めてくるかもしれない。 

 

以上は自分自身が半年間上海にいて感じたことをまと

めた。同時に日中国交正常化から 40 数年が過ぎ、その痛

恨と反省の上に立って、日本が持つべき認識を要約した。

一つに中国共産党政権と中国人民を区別する。そして中国

政府を批判しても中華民族を批判するべきではない。日本

民族と中華民族は今後も平和的に過ごしていくべきだ。国

交正常化以降、あらゆる分野で中国との交流があった。そ

うした中で生まれた中国人個人との関係、友情は大事にす

ること。中国共産党の発展の歴史からして、彼らの体内に

は「抗日・反日・嫌日・侮日」の DNA が宿しており、鳴り

を潜めていてもある時いきなり出てくることがあるとい

うことを絶対に忘れてはならない。そして中国共産党とい

う政党は基本的にマヌーバ（策略）で動く。敵か味方か、

強いか弱いか、損か得か。そこには誠も情も無い。これは

「兵法三十六計」や「毛沢東選集」を読むと感じられる。

また中国と付き合う場合、“好きか・嫌いか”ではなく、

特にビジネスでは“必要か・必要でないか”、“大事か・大

事でないか”といった判断で動くべきである。中国が嫌い

だとか声高に言うようなレベルでビジネスすべきではな

い。特に経済交流をする人はこの発想と認識が必要だ。ま

た日中関係でいわれる「戦略的互恵関係」とは“長期にわ

たる大事なお客さん”だということ。最後に中国は敵では

ないが味方でもない、友人ではあるが親友ではない、切磋

琢磨するパートナーだという発想が要る。親しい友人であ

ればお互いにバカ呼ばわりしてもなんともないが、中国と

はそうではない。節度がいる関係だ。 

 

さて、ここから自分の専門分野である対中ビジネスの話

に移りたい。ここでは“戦略的転換”という言葉を使った。 

まず中国の市場をどうとらえるかといった時、外在的要

因として中国は巨大な成長市場でチャンスの場だ。だから

こそ多くの国々は中国に関心を持つ。しかし同時にリスク

もある。政治的リスクもあれば細かいリスクもたくさんあ

るが、経営学的に見た時の大きなポイントは地場企業が成

長して競争相手になってきているということだ。欧米も韓

国も競争相手だが、それ以上に中国の地場企業の台頭がビ

ジネス上のリスクとして見えている。 

内在的要因とは経営戦略の基本的コンセプトは何かと

いうことだ。分かりやすく言うとコストを削減するのか、

もしくは売上げを拡大するのかということだ。コスト削減

を主力にすると 1980 年代、90 年代の加工貿易時代、中国

が世界の工場だったから日本企業は中国の安い人件費を
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活用して製造価格を削減できた。しかし 2000 年以降はそ

うではない。中国を世界の市場として見た時、販売、売上

げをどう拡大するかということがポイントになる。世界の

市場としての中国を活用するのであれば売上げの拡大な

り、そういうチャンスを生かそうというのが多くの日本企

業の戦略のポイントになる。日本は「ものづくり」がうま

い。良い物なら売れるという考え方と売れる物が良い物だ

という考え方があるが、日本は良いものであれば売れると

思ってきた。しかし今は良い物でも売れない。シャープの

亀山モデルよりサムスンの液晶テレビが凌駕している。い

かに売るかと考える時にマーケティングが大事になる。そ

こで言われるのがクリステンセンの「イノベーションのジ

レンマ」だ。高度な技術で素晴らしい物を作っても必ずし

も売れるわけではない。購買力を持つ普通の消費者に向け

ていい物を作るとしてもニーズがわずギャップが生まれ

る。するとこのギャップを埋めようと二流の企業が拡大す

る。イノベーションしていけば良い物は出来るが、出来た

ら売れるかといったらそうではない。それが日本の抱えて

いる一つの課題だ。 

これまで日系企業はリッチ

層を相手にしていた。中国企

業はその下の階層で頑張って

きた。それが上へ昇ってきて

いる。日本の会社は今度は、

ボリュームゾーンで頑張らな

いといけない。また階層や年

齢も変わってきている。上海

にいる時に若い世代を観察し 

たが日本の若者と同じだ。反日も何もない。 

 

リスクの中で地場企業の台頭という話をした。地場企業

を政府は守るという面から近年の動向を見ると、独禁法を

適用して日系の自動車部品の関係企業 12 社に対して 200

億円くらいの罰金を課した。それ以降、似たような手入れ

が行われている。自動車の場合、販売台数の半分以上が外

資系で中国車はまだまだこれからだ。そういった中で外資

による市場占有を減らす動きが出ており、その一つの表れ

としてこういった摘発めいたことが自動車業界に襲いか

かっている。今回は自動車関連だったがその前は食品関連

だった。推測だが、今後、中国で外資系のシェアが高い分

野には独占禁止法を名目にして手入れをするというのは

あると思う。可能性があるのはエレベーター業界かもしれ

ない。エレベーターの上位 8社は全て外資系だ。その中で

上の 4社は上海の三菱、広州の日立、オーチス、フィンラ

ンドのコネ。その下の 4社が東芝、シンドラー、フジテッ

クなど。それからコスメティック関係もそうだ。スーパー

やデパートに行くと外資系の商品が占有している。資生堂、

ロレアル、エイボン、パンテーン、ニベア、エスティロー

ダー、ランコム。殆どが外資系だ。中国で有名な化粧品会

社はあるだろうか？国内産業の保護育成という観点が相

当強くなっているだけに、今後、外資の強い分野に手入れ

があることも十分考えられる。 

 

JETRO の資料によれば、日系企業の現地調達比較を見る

と中国は相当高い。ラオス、カンボジアなどは当然低いが、

中国はオーストラリアやニュージーランドと同じくらい

高い。これは国内で原材料を調達し国内で売れるというこ

とだ。その中で日本の製品がどのような優位性を持ってい

るか。高い品質やデザイン性、機能性や安全性といったと

ころは中国のバイヤーも評価が高い。一般消費者のみなら

ず B to B の B の人々もそういう意識を持っている。その

中で中国市場に入っていく時にどういう販売を展開して

いくかが問われる。今ある製品を既存の客や新しい客にど

う売るか。または今のお客に新しい製品をどう売るか。そ

して問題は新しい製品を新しい客にどう売っていくかと

いう販売戦略だ。これこそ、今の中国市場の中で多くの日

本企業が研究していることだ。ヤクルトは相当儲かってい

る。雪印もヨーグルトで相当頑張っているが、今後は市場

開発の多角化の段階に行こうとしている。 

内販型企業への転換とはどういうことかというと独資

化、マジョリティー化が前提となる。現地法人の現地化促

進、権限をどうするかという問題については、企業の戦略

的転換に係る重要な問題である。 

 

中国市場は巨大で多様性があるが、激しい販売競争があ

る。「制度のすきま」といわれる問題が存在している。市

場運営の非効率性・未熟性、それに売り手と買い手が合致

しない。先進国ではそういったことはないのだが、途上国

ではこういう問題が起こる。クローニー経済、つまりコネ

社会で親類や同窓と組もうとする。法秩序が人治支配的。

そして強烈な自国企業の保護、強固な国有企業の存在と外

資の参入障壁が高くなっている。WTO に参入して 10 数年

以上経つにも関わらず履行されていない規定もある。こう

いう中国の特色の中でどういう経営戦略が立てられるか、

日本企業は問われている。 

競争優位戦略というものがあるが、多くの日本企業を調

べていくと、一定以上の競争優位を持っている企業がある。

次の 5つの条件に合うところはうまくいっている。それは

New Value、Intelligence、Harmonization、Alliance、

Organization。頭文字のアルファベットを取って「NIHAO

（你好）モデル」とした。アパレルや外食産業などのサー

ビス産業でうまくいっているファクターは何かというと、

対象－誰に売るのか、場所－流通産業や外食産業は場所が

大事。従業員の育成。安心・安全。それから速さ。日本で

はテンポが遅くても中国ではスピードを求められる。それ

らをうまく加味したモデルを５つのＴという。 

 

事例としてサントリーの場合はどうか。サントリービー

ルはかつて上海地区で相当多くのシェアを占めていたが

今は 20～30％にまで落ちている。国内メーカーが圧倒的

なシェアを占めてきたからだ。その中でサントリーは新し

い展開として“多角化経営”を始めた。紹興酒を作り、洋
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酒、ワインにも相当力を入れている。中国人も結構ワイン

を好む。いわゆるアライアンス戦略も取っている。 

“アライアンス戦略”というとダイキンだ。ダイキンは

インバータという省エネの凄い技術を持っている。業務用

エアコンは強いが家庭用エアコンのシェアは弱く、5,6 年

前まではシェア 15～6％程度だった。圧倒的に強いのは格

力電器（GREE）で半分くらいのシェアを占めている。ダイ

キンは自分たちの秘蔵技術であるインバータ技術を GREE

に提供し、代わりに GREE の販路を使わせてもらう。これ

には GREE も大歓迎で、今や GREE のエアコンの半分くらい

はインバータになっている。結果的にダイキンのシェアは

30％位に上がった。競争の激しい中国市場で技術を持った

まま自滅するのではなく、相手に便宜を与えて自分も頑張

る。自分だけいいというのでは自分も駄目になる。 

資生堂の事例。AUPRES という現地生産の有名なブラン

ドがあり、これはリッチ層に向けている。そこより下の中

間層向けの URARA、さらに ZA・PMC（ピュアマイルド）を

作っている。一番上のクレ・ド・ポーと資生堂ブランドは

輸入品だ。このようにプレステージとミドルとターゲット

を明確に分けた“チャネル戦略”を資生堂は展開している。

こういったことは中国の中でも適用できるのだ。 

 

時間がないため十分に紹介できないが、中国ビジネスの

重要な戦略ポイントの一つとしては人的資源の問題があ

る。「現地化戦略」と聞くと中国の幹部をどう養成するか

という頭になりがちだと思うが、現地に派遣される日本人

の再教育が 1つのポイントだ。3年前だったろうか、広東

省でストライキが起こった。分析すると、賃金の値上げ要

求とともに派遣された日本人幹部にも問題があった。英語、

中国語ができるできない以前に異民族の人々とコミュニ

ケーションができない人材が多かった。だからこその日本

人の再教育が必要なのだ。また中国語の「総経理」ではな

く「社長」と呼び名も変えるも肝要だ。「社長」と言うこ

とで緊張感が生まれ日本人も頑張る。中国人幹部は派遣さ

れる日本人を観察している。その人にどういう能力がある

か、本社への発言力があるかどうかをみている。本社に従

順な人ではダメで、現地のためを思い本社に提言できる人

物であるかどうか見られているのだ。 

中国人幹部の養成に成功しているのはコマツだろう。中

国人をトップにしたからいいというのではない。日本の本

社に対して提言できる人材かどうかということだ。中国人

幹部もグローバル化することが大事だ。日本人そのものを

もっと訓練することと中国人をグローバル化すること。英

語ができるとかいうレベルの話ではなく、真のグローバル

化した人材が求められている。 

 

マーケティングだが、「Made in Japan」というブランド

だけでは日本は負ける。問題は良い企業をどう作るかとい

うことだ。知財戦略も大事だ。また広報は宣伝ではなくマ

スコミ対策だということを強調したい。3.15 は消費者権

利デ―だが今年は日本も相当やり玉に挙げられた。2、3

の企業に絞り込み、消費者のためだといって批判してくる。

それに対応するのは広報担当だ。話し方から服装、しぐさ

まで練る必要がある。これで失敗した例は 2000 年の東芝

のノート型パソコン事件だろう。東京から来た幹部の中国

での失言から一斉に東芝のノートパソコンは買わないと

いうことになり、その後、回復するのに 6 年を費やした。

特に大手の会社にとって広報はとても大事だ。 

対中戦略経営の心構えとして、ハウツーものは駄目だ。

ムードにも乗らないこと。それから変化を敏感に感じ取る

感受性と柔軟な対応。優秀な中国人を養成する時、担当者

を決めてずっと対象者を応援すること。コマツもそうだが、

成功した会社にはそういうしっかりした担当者がいる。中

国の行政と関係を密にしておくこと、これは当たり前だろ

う。リスクの問題。そしてグローカルの融合した組織体を

作ること。そういった心構えが必要だと思う。 

 

去年、青島黄島の AEON 店を訪問した。2012 年 9 月に襲

撃され 11 月下旬に再オープンしたが、この時に頑張った

のが当時の黄島支店長の李さんだ。230 数名の中国人の店

員は一人も辞めなかった。彼は「今、ここで働いているの

は AEON や日本のためじゃない、黄島の住人のため、青島

の発展のためだ。」と説得し社員をずっと教育してきた。

このスライドは 11 月の再オープン時に店員が身に付けた

ワッペンだ。AEON 店を襲撃したのは青島黄島の住民では

なく組織された共産党のグループで、反対に住民は早く店

をオープンして欲しいと思っていた。そういったことをよ

く分析し、このようなスローガンをワッペンに入れこんだ。

李さんはいずれ全中国 AEON のナンバー2 になるかもしれ

ない。 

 

今年は 200 万人以上の中国人が観光のために来日する。

日本人は台湾には行くが中国観光にはあまり行かない。何

故行かないのかと聞けば、一つは PM2.5 で空気が悪いから

という。あと一つは 2012 年 9 月の例の暴力的映像、あの

破壊映像が日本の庶民に与えたインパクトは相当大きか

ったと思う。実際は無いのに、中国へ行ったら殴られると

いうようなイメージを与えてしまった。あの暴力的事件は

非常に残念だった。だが現場ではイオンの李さんのような

中国人が頑張っており、日系企業にそういった人が増えて

いることは中国ビジネスにとって非常にありがたいこと

だ。そういうことを理解しながら中国をみることが大事だ

と思う。 

ビジネスの話はじっくりとしたいところだが今回は雑

駁な話になってしまった。用意したスライドが多すぎてか

なり早口の紹介になってしまい最後は端折ってしまった

が、今日の話を何か考えるきっかけにしてもらえればと願

っている。ご清聴ありがとうございました。 
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【質疑･応答】 

（ＪＳＴ 倉澤上席フェロー） 

歴史から政治まで非常に幅広いお話を伺った。時間はオ

ーバーしているがいつも通り質疑応答に移りたい。ご質問

は端的にお願いする。 

 

（フロア） 

最後の方で中国の行政機関との関係を緊密にしておく

というお話があったが、素人目にはお金や利権が絡んだ分

野に映り、企業としては難しいところかと思う。地方にお

ける腐敗の毒出しについては改善がみられているのだろ

うか。 

 

（服部） 

改善はされていないと思う。新興国家で仕事をする場合、

行政機関との関係がどうしても必要になる。行政との関係

といってもそれは賄賂ということではなく、食事やお土産

といった一般的な付き合いだ。日本企業の中にはすぐ賄賂

という発想をするところもあるが、そういったところはあ

まり長続きしない。正しい付き合い方をすることが大事だ。

中には日本に対して便宜を求められること－例えば子弟

の留学を応援してほしいとか、そういうこともある。限度

をどこに置くかは個々の企業倫理としての判断とするべ

きだろう。いずれにしても行政の人々との深い付き合いは

絶対に必要だ。賄賂をあげるという意味ではない。 

 

（フロア） 

中国では人件費が圧迫しており、また最近の統計では工

場に対する対中投資が減っているという。そして現在、日

本では円安が進み中国では元が上がっている。中国ではボ

リュームゾーンも含めて日本製品に対する需要が徐々に

下がっているという。そういった中、日本企業の輸出ビジ

ネスをどのように考えられるか。 

 

（服部） 

日本から中国へ輸出する製品をみていくと中国でも作

っているような製品が結構ある。基幹部品だが、コマツで

みるとエンジンと油圧の中心部分は日本で作っていて他

の部材は中国で作っている。基幹となるべき中心部分は日

本で作るという会社は相当ある。単体ではなく中の基幹的

な部品を日本から持っていくというパターンでやってい

る。完成品を持っていけば値が上がるから部品を輸出すれ

ばいい。そういうやり方が相当ある。今後、中国に売り込

む際は中国に無く日本に有る物を持っていくようになる。

それには 2 つあり、一つはコマツでいうところの B to B

の部材、B to C であれば、相当デザインが良いとか一般

の消費者が求めるような品物。それらには需要があり中国

市場でも求められる。そういう区分けが必要だと思う。 

対中投資が落ち込んでいるという統計がある。今度は中

国ではなく東南アジアだという議論で中国から移行して

いる産業もあり、特にアパレル、繊維産業は広東省からカ

ンボジアなどへ移っている例もある。しかし JETRO の統計

しかり自分も現場で見たところでは、企業は中国から撤収

しているわけではない。中国に残している。ちなみに現在、

ハノイと広東との交流は結構盛んになっている。だから中

国市場を放棄するという企業は殆ど無いと思う。 

日本企業が中国を出ていき、これからは再投資という方

向で動くと言われているが、そういった傾向はあると思う。

それが統計にどう表れているかというと、日本の統計には

含まれても中国の統計には含まれていない。そういった統

計的な違いもある。 

 

（フロア） 

中国の消費者層の多様化のところで今後は中間層が入

ると伺った。しかし人民日報によると中国の中間層の層は

薄いとしている。ごく一部の富裕層が莫大なお金を動かし

ている中で、多くの中間層が本当に育っていくのだろうか。 

これから消費社会になるという。今、自動車でタカタが

問題になっているが、いわゆるリコール制度、中国全土に

渡るプロダクトサポートもしなくてはならなくなるだろ

う。そういった場合、中国はリコール制度をどのように考

えて実施していくのだろうか。 

中国ビジネスの戦略の転換のところでイノベーション

として中国では付加価値の高いものを作っていこうとい

うことだった。付加価値の高いものについて国の大きなプ

ロジェクトがあるのだろうか。例えば中国ではエアロスペ

ースはあまりうまくいっていない。電気自動車もうまくい

っていない。付加価値を高めるようなプロジェクトを今度

はどこがやろうとしているのか。 

 

 

 

（服部） 

イノベーションのジレンマで価値の高い物がなかなか

売れないという話をしたが、上海の現地でいろいろと調べ

ると特に家電・電子関係の部品は殆どが日本のレベルに届

いている。ただ、問題は日本のレベルを突破できないとい

うことだ。中国には蓄積されたイノベーションがなく、こ

こまで届いてあと一歩というところに達することができ

ない。そのため中国企業の自動車部品はまだ相当下のとこ

ろだ。現地企業や新聞社の人々も言っていたが、中国企業

自身で蓄積したイノベーションの発想やエンジニアの訓

練などが無いため、あるレベルから先への突破ができない

のかもしれない。2012年に7つの新興産業分野が出され、

それに対してもっと頑張ろうという動きになっているの

はそういうことかもしれない。 
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リコール制の話だが、制度などの細かいところは分から

ない。リコールではないが、2000 年に東芝のノート型パ

ソコンの全品回収といった大きな問題が起こった。これに

ついては中国商務部と東芝が全面協力しながら対応して

いたことから、商務部が中心となって管理していることな

のかと思う。 

中間層をどう見るかは非常に大きな問題だ。中国側の研究

者も統計資料の中で中間層をどういう形で把握するかと

いう見解がばらばらになっている面がある。年間所得をど

う見るか、それによって購買力がどれだけあるのか、等々、

議論のあるところではある。よく言われるように「地下経

済」というものがあり、本来的に統計で把握できる分野と

そうではないお金が貯まっている分野がある。例えば家を

買う場合、自分の給与だけでは到底買えないので頭金は両

親や親戚から集める。こういった集め方はあまり日本では

ないと思うが、そのお金はどこから出てきているのかとい

うと地下経済的な要因がある。発展途上、新興国家にはこ

ういった問題が相当根深い構造としてあるのではないか

と思う。そういう意味で、統計上出てくる一般的な中間層

を支えるような一つの所得の構造があるのではとみてい

る。現場の現象でみると、上海の人々は何故これほどまで

に物を買うのかと思う。ちなみに外食を何回するかという

統計がある。元々中国人にとって外食は一般的なことだが、

月 4、5 回は当たり前だ。そういうお金はある。それが上

と真ん中の階層だ。問題は増加している一番下の層との格

差だ。中間層はどんな部類なのかということを以前から調

べているが、自分が今言えるのはそういうことだ。どうも

統計には出ない部分がちらちらと見えている。何かの参考

になればいいが。 

 

 

【閉会】 

（ＪＳＴ 倉澤上席フェロー） 

これで本日の研究会を終了する。服部先生には“Science 

Portal China”でコラムを書いてもらっている。そちらも

ご参考いただければと思う。 

 

               （了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．講演資料 
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