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　本学院は、2002年11月、北京に創立された中国初の非営利独
立教育機関であり、国内で最も早く「教授によるマネジメント」
体制を実現したビジネススクールです。創立以来、世界レベルの
新世代企業家の育成に注力し、新しい時代のグローバルなビジ
ネススクールを目指し、断えず探求と改革を続けて来ました。中
国経済の著しい成長の中、李嘉誠財団より多大な支援の下、設
立後10年あまりで、40名以上の世界でもトップレベルの教授陣
を擁し、中国および世界のマネジメントの実践に大きな影響を与
える、独自の思想を生み出すビジネススクールに成長しました。
　また、長江商学院は、中国で最も影響力のある卒業生組織を
持っており、8,000人を越える卒業生のうち、半数以上がCEOあ
るいは総裁などの役職に就いています。中国で最もグローバル
化したビジネススクールとして、本学院はかねてよりヨーロッパや
アメリカなどでも事業を展開し、東洋と西洋におけるマネジメン
トとビジネスの思想面に関するインタラクティブな交流と学習の

促進に力を注ぎ、東洋と西洋を融合させ、且つ世界の優れたマネ
ジメント教育のリソースを統合させた、ハイクオリティな学習プ
ラットフォームを形成しています。
　長江商学院は国際マネジメント教育協議会（AACSB）と欧州
経営開発協会（EFMD）メンバーであると共に、EQUISの認証を受
けており、また同時に国務院学位委員会より批准された “経営学
修士（EMBAとMBAを含む）”学位を授与することのできる教育機
関です。長江商学院はMBA（経営学修士）コースのほか、職業人
向け金融MBA（FMBA）コース、エグゼクティブMBA（EMBA）コー
ス（スイスのIMDとの共同開設によるダブルディグリーEMBA、
韓国のエグゼクティブの為のKEMBA、エグゼクティブ金融MBA
（FEMBA）コース、クリエイティブEMBA、ヘルスケアEMBA等を
含む）、DBA（経営学博士）コース、およびエグゼクティブ向け短
期研修（EE）等のオリジナルコースを開設しています。

※詳細はhttp://www.ckgsb.edu.cn/　をご参照ください。

長江商学院とは
Cheung Kong Graduate School of Business

会議概況
日中経営者ラウンドテーブル
　毎年ハイレベルの日中交流を続ける本校のラウンドテーブルは、2009年から2014年まで今まで5回
開催されており、今回で6回目を迎えます。毎年テーマを変え、東京または北京で議論が交わされます
が、近年は特に「人」の重要性、つまり、良きビジネスパートナーを見つけ、企業の経営層が相手市場へ
の理解を深めることの重要性が盛んに語られています。ラウンドテーブルは、それぞれの方法での経済
改革が進む日中両国で活躍するビジネスリーダーが、2つの国家の未来に向けた関係性を確認すると
同時に、経営戦略上の挑戦と課題を議論し、新たな成長点を見出す場として位置付けられています。

第六回
日中経営者
ラウンドテーブル

2014年4月10日
日本経済新聞朝刊

2012年4月9日
日経ビジネス
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プログラム
会場：長江商学院北京キャンパス

9:00-9:30 受付

9:30-9:35 開会の辞  長江商学院次席学院長  周立

9:35-10:00 基調講演　 
 長江商学院ファウンダー  学院長  項兵博士

10:00-11:10 ディスカッション1： 
 新トレンド下で変わる中国のビジネスビジョン

インターネットプラスの下で続々と誕生する様々な新ビジネスの現状/金融とIT
を結合し新たなビジネスモデルを創造する中国のインターネット金融の可能性
と既存ビジネスへのインパクト/創業の波の下で探る中国における新しい投資機
会/日系企業の中国での発展への挑戦と最近の変化

11:10-11:25 休憩(ティーブレーク)

11:25-12:25 ディスカッション2： 
 日中の企業協力によるWin-Winのチャンス

日本を含む世界市場の変化/中国企業の対日投資プロジェクトの現状/第三国
や地域での日中企業の協力プロジェクトなどの新しいビジネスチャンス

12:25-12:30 閉会の辞  長江商学院次席学院長  周立

概 要
登壇者プロフィール
サマリー
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登壇者プロフィール

欧陽輝（おうよう・き）
OU-YANG Hui

長江商学院金融論教授、栄誉上席教授

インターネット金融研究センター主任、ファイ
ナンス・イノベーションと財務管理研究セン
ター主任

　リーマン・ブラザーズ、野村證券、スイス
銀行等の取締役社長を歴任、大手金融機関の

資産ポートフォリオ、クレジット・デリバティブ、α-βスト
ラクチャード商品等を担当し、大企業の投融資、コスト管理と
業務開発に関するソリューションと製品提案を行う。主な研究
領域は資産評価、企業の資産運用と資産評価およびモラル・ハ
ザードとのハイブリッドモデル。 
　カリフォルニア大学バークレー校にて金融学博士号、チュ
レーン大学にて化学物理学博士号を取得。また、カリフォルニ
ア工科大学では、化学物理学の博士研究に従事した。
　弊学で教授を務める他、米国デュ－ク大学の准教授であり、
ノースカロライナ大学から終身教授の資格を与えられている。
他にも、中国証券監督委員会資本学院の特別招聘教授やその他
多数の企業にて社外取締役と上級アドバイザーを務め、リスク
管理、企業戦略、商品開発、インセンティブ制度等の方面での
企業活動をサポートしている。

関口和一（せきぐち・わいち）  
Waichi SEKIGUCHI

日本経済新聞社　編集委員 

　1982年一橋大学法学部卒、同年日本経済新
聞社入社。88-89年、フルブライト研究員とし
て、米ハーバード大学に留学。89年、英文日
経キャップ。90-94年、ワシントン支局特派
員。産業部電機担当キャップを経て、96年よ

り編集委員。2000年から15年間、論説委員として情報通信分野
の社説を執筆。2006年より法政大学大学院客員教授、08年より
国際大学グローコム客員教授、15年より東京大学大学院客員教
授。09-12年、NHK国際放送『Nikkei Japan Report』コメンテー
ター。早稲田大学や明治大学の非常勤講師なども兼務。著書に
『パソコン革命の旗手たち』（日本経済新聞社）、『情報探索
術』（同）など。

モデレーター

スピーカー  ※順不同、敬称略

飯山俊康（いいやま･としやす） 
Toshiyasu IIYAMA

野村ホールディングス株式会社 執行役員 
アジア地域CEO（香港・シンガポール駐在）、 
ノムラ･アジア･ホールディングスN.V社長兼CEO

　1987年早稲田大学商学部卒業後、野村證
券入社。支店勤務、国際金融部を経て、資本
市場部ストラクチャード･ファイナンス課長

に就任。野村プリンシパルファイナンス株式会社出向の後、
広報部広報課長を経験し、2003年にはノムラ･インターナショ
ナル(香港)Limited出向、アジア・フィクスト･インカム部門
で部門長となる。2007年にノムラ・インターナショナル（香
港）Limitedに戻り、アジア・インベストメント・バンキング
部門長。2009年野村證券シンジケート部長を経て、2012年4
月にインベストメント･バンキング担当執行役員に就任。2015
年5月から現職。

井上弘毅（いのうえ･ひろき） 
Hiroki INOUE

住友商事株式会社 常務執行役員  
東アジア総代表 中国住友商事グループCEO　 
中国日本商会副会長  
中国日本商事業委員会委員長

　 1979 年 慶 応 義 塾 大 学 経 済 学 部 卒 業 後、
住 友 商 事 株 式会 社に入社 。19 8 5 年より8 年
間 、在インドネシア・ジャカルタの事 業会社

P.T.SUMMITMAS PROPERTYに派遣され、同地にてオフィスビルの
管理、運営、賃貸等の業務に従事する。1993年日本に帰国後、ビ
ル事業部を経て、2002年に商業施設事業部長に就任。2005年に
はビル事業部長に就任するとともに、関連会社である住商ビルマ
ネージメント株式会社の社長に就任。2009年、理事昇格とともに
建設不動産本部長に就任。2012年、執行役員に昇格。2014年、常
務執行役員昇任と同時に中国・北京に赴任。東アジア総代表／中
国住友商事グループCEOとして、中国のみならず、その他東アジア
地域（韓国・台湾・モンゴル）を統括する。

杉山龍雄（すぎやま・たつお）
Tatsuo SUGIYAMA

日本通運株式会社　執行役員　 
東アジア地域総括

　拓殖大学外国語学部中国語学科卒業。1982
年日本通運株式会社入社後、東京にて主に日中
間の国際輸送業務に携わる。1993年から北京
及び上海駐在、2010年から2014年まで、台湾に

て台湾日通国際物流股份有限公司の董事長を務める。2014年5月
より日本通運株式会社執行役員東アジア地域総括として上海に常
駐、東アジア域内の日通グループ各現地法人の董事長の他、中国
倉庫協会保税倉庫分会副会長を務める。日系最大手物流企業の
東アジア地域総括として東アジアを中心とした物流の発展に貢献
する一方で、2014年10月より北京物資学院客座教授にも就任、奨
学金制度設立など、社会貢献にも力を注いでいる。

瀬口清之（せぐち・きよゆき） 
Kiyoyuki SEGUCHI

Canon Institute for Global Studies (CIGS)　
研究主幹

　1982年東京大学経済学部卒業後、日本銀行
入行。1991年4月より在中国日本国大使館経
済部書記官、帰国後1995年6月より約9年間、
経済界渉外を担当、2004年9月、米国ランド

研究所にてInternational Visiting Fellowとして日米中3国間の政
治・外交・経済関係について研究、2006年3月より北京事務所
長。2009年3月末に日本銀行を退職後、同年4月よりキヤノン
グローバル戦略研究所研究主幹、杉並師範館塾長補佐（2011年
3月閉塾）。2010年11月、アジアブリッジ（株）を設立。著書
に、瀬口清之著「日本人が中国を嫌いになれないこれだけの理
由」（日経BP社、2014年12月）など。

徳地立人（とくち・たつひと） 
Tatsuhito TOKUCHI

中信証券股份有限公司　董事総経理　 
兼投資銀行委員会主席

　20 数年大和証券に勤務、主に米国、香港、
シンガポールなどで投資銀行業務に従事した
後、2002 年、中信証券に入社、現在は董事
総経理、投資銀行委員会主席を務める。その

他、清華大学公共管理学院産業発展と環境ガバナンスセンター
（CIDEG）理事兼研究員、国家外国専門家局諮問委員会外国専門

家顧問を務める。北京大学中国文学学科卒業、スタンフォード
大学東アジア研究センターにて修士（中国経済）。著作、『国有
企業到境外上市公司』（主編）、『企業重組導論』（編集委員）など。
2009 年には、中国政府より外国人専門家としての功績を讃え
る “ 友誼賞 ” を授与されている。

松井俊一（まつい・しゅんいち） 
Shunichi MATSUI

三菱商事株式会社 常務執行役員 
東アジア統括 中国総代表 
中国日本商会　副会長　 
中国日本商会　社会貢献委員会委員長

　1979年慶応義塾大学経済学部卒業後、三
菱商事に入社。化学品分野で米国ニューヨー
ク、ヒューストン、中東ヨルダン王国に駐在

後、アンマン支店長、ドイツ三菱商事社長を歴任し、2013年
4月に東アジア統括として北京に赴任、現在に至る。 2008年
ハーバードAMP。 2013年中国日本商会会長、2015年同会副会
長兼社会貢献委員長。総合商社の特徴を活かした海外案件・事
業展開を中心に活動している。

登壇者プロフィール
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柳岡広和（やなおか・ひろかず） 
Hirokazu YANAOKA

三菱東京日聯銀行（中国）有限公司 董事長 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常任顧問　 
中国日本商会副会長

　2007年7月 三菱東京日聯銀行（中国）有限公
司初代行長（頭取）に就任。2010年10月より同
行董事長（会長）となる。三菱東京ＵＦＪ銀行で

は常任顧問を勤める。オレゴン大学、早稲田大学政経学部を卒業
後、1977年に東京銀行入行。2000年から2007年にかけて天津支
店長、北京支店長を歴任するなど中国勤務経験は20年を超える。
永年の中国事業での実績及び友好協力事業への実績が認めら
れ、2007年に北京市政府より長城友誼奨、2009年に上海市政府
より白玉蘭記念奨をそれぞれ授与されている。銀行以外でも、北
京市投資促進局招商顧問、北京市外商投資企業協会副会長、中国
日本商会副会長、その他の公職を兼任する。

山田哲（やまだ・てつ）  
Tetsu YAMADA

株式会社ローソン 上級執行役員　 
海外事業本部長

　1983 年に東京銀行に入行。その後、日本コカ・
コーラ（VP・マーケティング）、ディールタイムドッ
トコム（社長）、スターバックス コーヒー・ジャ
パン（オフィサー・店舗運営、事業開発）、フェ

ニックスリゾート（社長）、ＵＳＪ（シニアオフィサー・スポンサーシッ
プ）にて経営幹部を歴任後、2012 年 6 月より株式会社ローソン
に入社し現職。一橋大学経済学部卒、マサチューセッツ工科大学、
ハーバード大学、両経営大学院卒。

劉海涛（りゅう・かいとう） 
LIU Haitao

株式会社ストリーム代表取締役社長

　1995年 東京商船大学（現東京海洋大学）
卒。同年、株式会社亜土電子工業入社。そ
の後、1999年株式会社ストリームを設立し
社長に就任。2007年 株式会社ストリームは
東京証券取引所マザーズ市場へ上場を果た

し、中国人経営企業では4番目のマザーズ上場会社となる。 
2009年、株式会社イーベストを買収、また株式会社特価ＣＯ
Ｍを設立、両社の社長にも就任。2016年現在、株式会社スト
リームは年間連結売上高230億円超となり、情報通信機器の
インターネット通信販売分野でトップクラスの地位を築いて
いる。そのネット通販事業のノウハウを活用し、各種販売支
援・オンラインゲーム、2014年に買収した子会社である株式
会社エックスワンの化粧品開発・販売など、新たな事業を展
開している。また、在日華僑経営者団体「日本中華総商会」
の理事でもあり、日中友好、日中経済発展の活動も積極的に
行っている。

李侃（り・かん）　
LI Kan

ロングロックファンド 
マネージングパートナー

　モバイルインターネット企業のスタートアップ
投資を主業務とするロングロックキャピタルの創
業パートナー。2009年から2014年までTCLインベ
ストメントにおいてHR部長とMDを勤め、当時中

国の私企業では初の世界トップ500企業（TCLトムソンエレクトロニ
クス）の買収に関与、後にTCLトムソンの総裁補佐を勤めたほか、グ
ローバルHRのVPを勤め、さらに投資部門を率いた。外交官時代、シ
リコンバレーのインターネット黄金時代を自らの目で観察、バイドゥ
BAIDU・CHINARENらの設立初期を支えた。李侃氏の関与した投資
案件には、TCLによるトムソンのグローバルカラーテレビ事業合併、
勝宏科技（300476）、新疆銀隆（IPO予定）、常熟自動車アクセサリ
（IPO予定）、偉楽科技（832781）、多維度（833589）、購啊購、合
得教育、指尖快逓、福雲明、易淘食、企業去哪等がある。長江商学
院EMBAコース21期生、中国南開大学卒、南カリフォルニア大学マー
シャルビジネススクールMBA。

松田華織 （まつだ・かおり） 
Kaori MATSUDA

復星集団東京首席代表、復星マネジメント・
ジャパン株式会社代表取締役 
イデラキャピタル・マネジメント社外取締役

　筑波大学卒、北京大学EMBA外資班卒業。
野村証券の全額出資子会社である野村企業諮
詢上海有限公司にて、日中合弁会社・M&A・

投資コンサルティングなどクロスボーダー業務に携わる。2011
年7月より復星集団に入社、初の日本人従業員として、復星グ
ループの日本市場における投資及びPRを担当する。2014年5月
に復星の日本市場初の投資案件となるイデラキャピタル・マネ
ジメントをクロージング後、同企業のポストM&A/管理業務の
責任者を務める。復星集団の日本における全面的な投資領域の
発展を目的に、2015年3月に復星集団東京首席代表に就任、復
星の東京日本管理法人代表を務める。

唐越  (とう・えつ)  
TANG Yue

小蠃理財創業者　　 
芸龍旅行ネット共同創業 
藍山中国資本創業パートナー

　小蠃理財創業者であり、2014年3月より小蠃
理財会長及びCEOに就任。中国インターネット
業界でも有名な起業家であり投資家でもある。

中国で当時最先端だった旅行専門サイトの芸龍旅行ネットeLong.
com（NASDAQ：LONG）の共同経営者となり、1999年から2006
年まで芸龍旅行網のCEOを務めた。アメリカの著名ヘッジファン
ドBlue Ridge Capitalと共同で藍山中国資本ファンドを設立（規模
約10億ドル）。2006年から2014年まで藍山中国資本ファンドの執
行パートナーを務めた。中国企業家クラブの創設理事、桃花源生
態保護基金の創設理事、アメリカ自然保護協会(TNC)中国理事会理
事、北京嫣然天使児童病院の創設者の一人でもある。
　南京大学経営学学士、アメリカ・コンコルディア大学経営学学士。

項兵  (こう・へい) 
XIANG Bing

長江商学院　ファウンダー学院長兼 
中国ビジネスとグローバル化担当教授

　項兵博士は弊学院の設立者であり、設立
当初より学院長を務め、中国ビジネスとグ
ローバリゼーションを専門分野として教壇
にも立っている。現職以前は、北京大学光

華管理学院で会計学教授を務め、EMBAプログラムの開発にも
関与。また、上海にあるビジネススクール中欧国際工商学院
（CEIBS）の初代教授陣の一員であり、香港科技大学の教授と
しても教鞭を執っていた。カナダのアルバータ大学で経営学博
士号を取得。中国の西安交通大学で工学学士号を取得。
　項氏は中国ビジネス発展の多領域における学界公認の学術的
権威であり、オピニオンリーダーでもある。ビジネス関連著作
やケーススタディは、多くの起業のマネジメントに多大なる影
響を与えている。他にも、教育分野において、時代を先取りし
た思想を発信し続け、多くのプログラムを主導していくこと
で、中国におけるマネジメント教育のグローバル化を推進して
きた。特に、自らが主導した中国におけるEMBA教育の普及と
成長が、社会に与えた意義は非常に大きい。

張偉祥（ちょう・いしょう） 
ZHANG Weixiang 

浙江建龍控股集団(ホールディングス)有限公司 
董事長

　北京建龍重工業集団有限公司董事長・浙江
建龍控股集団有限公司董事長・浙江商業理事
会会長兼中華全国工商業連合会冶金商会常任
副会長を兼務。建龍グループは、資源・鉄

鋼・海運・機械電力産業を束ねる大規模企業グループであり、
何種類もの資源探査・採掘・選鉱・製錬・加工・機械電力製品
製造などを完全な産業チェーンとして運営している。グループ
持株会社2013年の営業収入は730億元。「2013年中国民営企業
製造業トップ500社」第13位。

張永良（ちょう・えいりょう）　
ZHANG Yongliang

金杜法律事務所 
パートナー

　主業務は資本市場と証券分野。上場してい
る国内外の中大型企業およびスタートアップ
企業のプロジェクトを数多く請け負い、中国
本土・香港・米国・シンガポール・バンクー

バー・オーストラリアなどで上場させている。M&A分野では、
革新的かつ広範な市場影響力を持つ上場企業の合併や買収事業
に取り組んでいる。クライアントは金融・インターネット・エ
ネルギー・工業・医療・エンタテインメント・メディア・不動
産に至るまで、様々な業種にわたっている。中国人民大学・北
京大学法学士、カリフォルニア大学バークレー校法学修士。中
国証券監督管理委員会上場企業合併再編検討委員会（第4・5
期）メンバー。

張志峰（ちょう・しほう）　
ZHANG Zhifeng

NE-TIGER（東北虎）ブランドファウンダー 
長江商学院EMBAコース一期生 
長江商学院同窓会発起人 
長江商学院同窓会総会第一期会長

　1982年、NE-TIGERブランドを創立、中国の伝
統服飾文化の復興と新たな波を作るため、「古
今東西の融合」を基本精神に、NE-TIGERの「文

化・芸術・ファッション」を融合したスタイルを確立した。創立
三十数年を経て、ブランドは中国を代表するラグジュアリーブラ
ンドへと発展を遂げ、その伝統文化の真髄に深く触れる試みが認
められ、第22回APEC時には首脳らのコスチュームデザインと製作
を担当。

趙潤龍（ちょう・じゅんりゅう） 
ZHAO Runlong

網利宝ネット董事長兼CEO
　網利宝は網利ファイナンスが管理するオ
ンライン資産運用プラットフォーム。2014
年8月創立、初営業年度で取扱高が10億元を
超え、2015年2月にはIDGキャピタルからス
テージA投資1000万ドルを受けた。網利宝で

は3-6ヶ月物、年利10-14％の高収益投資商品を主に発売してお
り、顧客資金は陽光保険が保証、現在取引額は30億元、ユー
ザーは70万人を超える。網利宝創業以前、趙氏はシリコンバ
レーで「友林ネット」を創業、その後業務が拡大し、世界最大
の中国人留学生SNSに成長後、セコイアキャピタル傘下の「占
座ネット」に100％売却。米国滞在中は、モルガンスタンレー
やメリルリンチなどの世界規模の投資銀行に勤務、中華テレコ
ム・無錫尚徳・富力不動産など、数十億ドルに及ぶ大規模案件
を主導、帰国後には、元メリルリンチアジア地区会長劉二飛の
招きを請け、中国投資有限公司及びブラックロックを主要株主
とするチャイナ・コンセプト・ファンドを立ち上げる。
　カリフォルニア大学バークレー校経済・HAASビジネス
スクール最高栄誉ダブルディグリー卒業生として、趙氏は
『フォーブス』中国版で2015年中国の30代アントレプレナー
30名に選ばれている。

周立（しゅう・りつ）  
ZHOU Li

長江商学院 次席学院長

　国際プロジェクト及び海外運営、研究セン
ターとケーススタディセンター責任者。
カナダ・香港・中国で多文化企業のマネジメ
ントに20年以上従事。若くして中国人民大学
教師を務め、優秀講師賞を獲得している。中

国人民大学経営学学士、カナダ・マギル大学MBA。
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　日中両国の経営者は、東アジアの各国の関わる、延いては
主導することになるであろう新たな経済の枠組み作りに関
し、すでに十分な下準備を整えているといえる。この新たな
枠組みを考える中で、幸い、日中両国には歴史的・文化的な
土壌が出来上がっており、経済的にも、両国は互いのマー
ケットと経営モデルを冷静な目で分析することができるよう
になっている。また、技術面でも、インターネットなど、近
年勃興しつつあるテクノロジーがそのインフラを保障してい
る他、近代化された交通手段も、その往来をボーダレスなも
のにしている。そうした環境下、両国の経営者は、新しいタ
イプのコラボレーション・モデルを模索し始めている。
　長江商学院が2015年に開催した日中経営者ラウンドテー
ブルは、インターネット・金融・投資・観光などの分野に
フォーカスし、日中両国の企業間のコラボレーションの可能
性と必要性が討議された。日中関係の全面的好転の実現の為
に、両国の企業の角度から、それぞれの提案とアクションプ
ランが提示される良い機会となった。

インターネットがもたらす異変
１）大変革時代におかれる企業
　日中両国の経営者らは、いち早く時代の変化を感じ取っていた。

　ラウンドテーブルの口火を切った項兵学院長の基調講演で
は、まず、発展モデルの転換・常識を覆す技術革新・中国の
再台頭・中米のグローバルな拮抗・グローバルガバナンスの
理念などが象徴する変革の力が、世界の枠組みを変えつつあ
ることが指摘された。そして、中国の発展モデルは、これか
ら百花斉放の時代に入ること、様々な要素が融合していくこ
とがトレンドとなるであろうと展望。また、過去三十数年、
中国は改革開放という戦略のなかで「受け身のグローバル
化」を迫られ、世界で最も開放的な経済主体となったことな
どが指摘され、この先の十年、二十年、延いては更に長い期
間においては、グローバル経済が「受け身の中国化」をされ
ていくことが大きなトレンドになるであろうという観点が示
された。
　北京市金杜弁護士事務所のパートナーである張永良氏も、
その観点に賛同しつつ、才覚とセンスのある経営者が、この
変革のなかで生き残っていくであろうと述べた。

２）インターネット技術が後押しする中国経済の変革
　中国の製造業は、この三十数年の発展を経て、現在では新
たなステージへの転換期を迎えている。インターネットは、
そうした技術革新のブースターとして、中国経済の変革を強
く後押ししている。

　元来の規制は、その制定時にバーチャル経済への制限を考
慮していなかった。この規制の「ゆるさ」が、中国におけ
るインターネット業界の発展を支えた要素の一つだ。網利
宝ネット会長兼CEOである趙潤龍氏は「インターネット金融
は、伝統的な銀行がやってきた融資業務をインターネット上
に移して来たもの。この業界は現在中国でも発展が著しい業
界で、当初はいくつかの海外モデルを参考にしていた。当時
の金融業界への厳しい規制の反面で、こうした新興インター
ネット金融企業には非常に多くのイノベーションのチャンス
が生まれていた」と振り返った。
　日本の銀行業もまた、元来の業務をベースに、たくさんの
インターネットテクノロジーを導入している。三菱東京UFJ
銀行（中国）有限公司董事長である柳岡広和氏は、日本の銀
行業界の新技術に対するスタンスについて、「昨今、非金融
機関がIT技術を利用して金融業務に参入しており、市場の拡
大をもたらしている。フィンテックは銀行とWIN-WINの関
係を築くことができると考えている。当行でもフィンテック
の活用に取り組んでいるところだ」と語る。

３）ミドルインカムトラップを越えて
　経済革新を成功させるため、中国は今「ミドルインカムト
ラップ」という非常にシビアな課題に向き合っている。過去
数十年間、世界各地で後発国が中等所得国へと発展してきた
が、一部の国を除いて順調な移行をできておらず、況してや
中国のような13億の人口と多大な地域格差を抱える国が、
ミドルインカムトラップに陥らぬようにすることは容易いこ
とではない。
　キャノン国際戦略研究所の瀬口清之氏は、中国のミドルイン
カムトラップ問題について語るとき、危機感を滲ませた。瀬口
氏によれば、中国の経済規模は日本の2.7倍、IMFの予測によれ
ば、それは今後3.7倍まで成長し、スピードを上げつつ、いずれ
は日本を追い越すであろうとしている。しかし、瀬口氏は「もし
も中国がミドルインカムトラップに陥れば、その周辺国である日
本や韓国に重大な影響をもたらすことになる」と語り、日本企
業は、中国企業に対し、積極的な技術移転を行い、中国企業の
競争力を支えていくべきであると考える。
　項兵学院長は、インターネット・AI・ロボット・ニューマ

テリアル・バイオサイエンス・クラウドコンピューティン
グ・インダストリー4.0等、時代を塗り替える技術がもたら
すであろう巨大な変革を分析、中国のこうした領域での未来
は希望に満ちたものだと考える。それについて、瀬口氏もま
た、「項兵学院長は中国経済を楽観視しているとおっしゃっ
たが、私もこの先５年から10年の間の中国経済は楽観視し
ており、大きな問題は起こらないと考えている」とし、中国
にはミドルインカムトラップを回避する為に努力を払うモラ
トリアム期間を持っているという考えを示した。

投資活動と観光業が強化する 
日中間の経済連携
　投資や観光業等、一部の経済現象への分析を通して、日中
経営者ラウンドテーブルは将来展望を描く。

１）投資分野に現れる新たな変化
　投資の角度から世界経済の枠組みの変革を見つめると、そ
こには新たな投資のベクトルが台頭し始めていることに気
づかされる。過去30年間は、日本から中国への投資が主で
あったが、今後は中国から日本へ向けた投資が更に遍在化し
ていくことと思われる。これは中国経済の発展による必然的
現象と言える。
　日本から中国への投資は製造業がメインであったが、中国
から日本への投資はどのような特徴を持つことになるのか。
これは現在の投資活動の流れからは判断し難いものである
が、今回のラウンドテーブルに参加した経営者らは、中国から
日本への投資が不動産やリゾートに偏重していると指摘する。
　FOSUNグループ東京主席代表である松田華織氏は、自社
の投資業務について語る際、「投資」プラス「産業」という
コンセプトを強調した。また、中信証券董事総経理である徳
地立人氏は、中国企業が日本のリゾート地に行っている投資
の動向を分析し、中国側が日本のサービス管理体系を中国に
持ち帰り、中国の国民に中国国内でも「日本でしか味わえな
いようなサービス」を提供することを考えていることに気づ
いた。こうした投資戦略は、そのスキームがすでに相手国で
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利益を得るという旧式のものではなく、全く新たなスキーム
へと姿を変えていることを示す動きと言えよう。
　すでに中国に投資している日本企業も、中国マーケットの
新たな需要を満たす為の様々な試みを行っている。野村證券
シニア・ディレクターである飯山俊康氏は、過去において、
日本の金融企業は日系企業にサービスを提供していたが、中
国企業のグローバリゼーションに伴い、中国の顧客に金融・
証券関係のサービスを提供することが、今後の発展の為に不
可欠な業務となっているとする。飯山氏は「日本の個人投資
家は非常に成熟しており、自らの判断で投資を行うことに慣
れている。その為、証券を日本の投資者に売り込むことも重
要な選択肢の一つになっていくだろう。我が社もその為に
様々なサービスを提供していくつもりだ」と語る。

２）訪日観光客がもたらすビジネスチャンス
　中国経済の発展に伴い、日本政府が中国人観光客の渡航を
優遇するようになれば、大量の中国人観光客が日本を訪れる
ことになるのは必至だ。中国人訪日客の人数の急増は、これ
までにない観光マーケットを作り出すことになる。そして、
中国人観光客の購買力が他国の観光客に比べて高いという現
実は、日本の一般市民にも中国の経済力を再認識させるきっ
かけとなるだろう。
　株式会社ストリーム代表取締役社長の劉海涛氏は、日本で
EC事業を展開していたが、中国人訪日客関連の観光マーケッ
トの急速な成長を目の当たりにし、業務を方向転換、免税店
での事業をスタートした。劉氏は、今後中国人訪日客は倍増
が見込まれ、日本の観光マーケットにはまだ伸び代があると
分析する。
　日本を訪れたことのある中国人観光客が、日本で受けた
サービスを中国に持ち帰りたいと望む動きは、中国での日本
式リゾートビジネスモデルに新たなチャンスを提供してい
る。ラウンドテーブルでは、中信証券董事総経理である徳地
立人氏から、日本で星野リゾートに出資し、そのサービスモ
デルを中国に導入するプロセスの紹介があった。
　徳地氏の紹介では、中信証券が金融サービスを提供し、星
野リゾート側は中国でのデザイン・土地開発・建築・監理と
ホテル経営を行うという。「新会社では、私が会長を務め、
社長は星野リゾートから出し、スタッフは全て中国人という
形をとる。会長は両国の株主に対し説明責任を負う形にな
る。解決しなければならない課題は、どのようにして星野の
理念をそのまま中国に持ち込み、現地の要素を取り入れ、ど
うサービスを変容させていくかという点だ」。ここからわ
かるのは、中国人訪日客の増加が、日本式ホテルサービスの

ニーズを掘り起こし、更に中国のホテルサービスの多様性と
クオリティの向上にもつながっているということだ。

３）突如存在感を増す物流業
　日中間における観光客の急速な増加は、頻繁なモノの移動
を伴う。そこで、物流業が日中間で突如その存在感を示すこ
ととなった。中国の国内で今、有望視されているのは、越境
ECだ。京東（JD）・順豊（SF）等の物流企業は、日本通運
などの外国企業と組み、中国の商品を日本に届けることに
なる可能性がある。日本通運株式会社執行董事の杉山龍雄
氏は、「越境ECは世界中で需要がある。2015年の中国の物
流成長率は32％。この数字は驚くべきものだ」と語る。ま
た、日中両国の物流企業は、両国内にとどまらず、第三国へ
打って出るというチャンスにも直面している。中国は第三国
市場の開拓に強みを持っており、特に、中央アジア・アフリ
カ等の地区の様々な分野で、両国の企業のコラボレーション
が期待される。

４）日中経済にWin-Winの関係を
　日中両国は、東南アジア・欧米などの地域におけるコラボ
レーションと開発に関し、大きな可能性を秘めている。中国
を生産基地とみなしていた時代は既に過去のものとなり、こ
れからは、日本は中国をマーケットとみなすようになるだろ
う。将来の両国のコラボレーション、特に第三国における新
業務の展開は、日中のWin-Win関係を築くための新たな核と
なり、両国の関係強化にも繋がってこよう。
　キャノン国際戦略研究所の瀬口清之氏は、「中国・日本と
韓国は、東南アジア・欧米等の地区での業務で協力関係を作
るべきであり、民間の力を大いに発揮していくべきだ。中長
期的に見て、三国がこの先30～50年内に様々な協力を継続
していけるならば、日中韓関係は長足の発展を遂げるであろ
うし、同時に、東南アジアの経営者らも世界の発展に大きく貢
献することにつながるだろう」と期待を寄せる。
　最後に、長江商学院次席学院長である周立氏が会をまと
め、こう述べた。「今日は様々な角度と高みから、日中関係
の更なる改善と、両国の交流の拡大という願いの込められた
メッセージをお寄せ頂くことができ、日中の友好関係に一層
の確信を得ることができた」。
　こうした確信は、必ずや日中両国の経済協力にWin-Winの
関係をもたらすものとなろう。

サマリー
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ラウンドテーブル前半
開会の辞
基調講演
ディスカッション１
新たなトレンド下で変わる
中国のビジネスビジョン



　ルネッサンスから今日まで、世界の重要な問題はすべて欧米
主導であり、中国、日本を含む東洋人は主にフォロワーに過ぎ
ませんでしたが、こうした時代は終わりにしなければなりませ
ん。我々東洋人は、世界が直面する重大な問題に対して、我々な
らではの体系的解決策を提供する十分な知恵と能力を有して
います。そして、このことは、新たな復興と啓蒙の端緒となる出
来事かも知れません。
　長江商学院は常に日中産業界の交流を重視してきました。今
日はこの機会をお借りして、私の考える世界経済の幾つかの変
革についての考えをお話しし、さらに、全世界的視野の変革の
角度から、これからの中国経済についての考察をお話ししたい
と思います。

　「変革」にはどのようなものがあったでしょうか。
　第一の大変革は発展モデルの転換だといえるでしょう。サッ
チャー夫人が始めた新自由主義、これはつまり国有企業の民営
化推進・減税・規制緩和・世界貿易の推進などを総合的に押し
進めるものですが、これはレーガン大統領が1980年にアメリカ
に持ち込んでいます。一定レベルにおいて、中国で改革と開放
が推進されてきた期間に、この新自由主義の影響を大きく受け
て来たように見られます。1979年から2008年までの間、世界的
金融危機の嵐の中、新自由主義は、「黄金の30年」と言われる
時期を経験、人類史上最大の財産を築きました。しかしそれは
2008年以降は途切れてしまいました。そのタイミングから、発
展モデルは「百花斉放」の時代に入ったのです。
　未来に向け、それらのモデルの中で少なくとも３つのモデル
の融合と交叉が起こり、二つのトレンドが現れました。その中で
も顕著なのは経済の中間地帯への推移による平均化です。2008
年、ブラジルのジニ係数は0.52、中国のジニ係数は0.49、アメリカ
のジニ係数は0.48となりました。中国と米国は、収入と資産分布
の不均衡が最も深刻な国家であり、社会福祉の要素を多く取り
入れ、社会の偏りを是正しなければなりません。また、ヨーロッ
パには社会主義的性格を持つ国が多く、過剰な福祉負担の是
正が必要なものもあります。将来的にこうした貧富の中間への
推移はトレンドになると見られますし、様々なモデルの融合もトレ
ンドとなるでしょう。これが我々が直面する世界を変える一つ目の
大変革です。

 　第二の大変革は、時代を覆す技術がもたらした革新、これは
インターネット・AI・ロボット・ニューマテリアル・バイオサイエ
ンス・クラウドコンピューティング、インダストリー4.0などです。
これらの技術がもたらした影響は非常に大きなものでした。
　第三の大変革は、中国の再度の台頭が世界に及ぼした影響
によるものです。過去30年間の改革開放政策で、中国は「受け身
のグローバル化」を遂げ、世界を抱きこむ形で世界の最先端を突
き進みました。10年先か20年先か、さらにもっと先を考えると、
グローバル経済の中国化の傾向は必ず大きな変革の力となる
はずです。昨年には、中国の対外直接投資（FDI）の規模は、外
国から中国への投資規模を超えています。この三つ目の大変革
は、「グローバル経済の中国化」の可能性を示すものです。
　第四の大変革は、米中の世界貿易における対峙です。アメリ
カがTPPを強力に推進し続ける中、中国も多くの努力をして来
ました。RCEP・FTAAP・日中韓三国間のFTA・中国とASEAN間
のFTA・「一帯一路」・AIIB、そして現在着手している「自由貿易
区（フリー・トレード・ゾーン）」となどがそれにあたります。しか
し、米中はよりよい協力が必要であり、公平で公正な投資・貿
易体制を構築する必要が有ります。それは米中だけの為ではな
く、世界経済にとっても極めて重要且つ両国が共に他者に転嫁
出来ない責任を負う部分です。
　第五つ目の大変革は、グローバルガバナンスに関するもので
す。一定の意味あいにおいて、現在グローバルガバナンスは有
効に働いていません。私達の投資・貿易・企業・金融はますま
すグローバル化を辿っているにもかかわらず、そのガバナンスは
一国にとどまったままで、現状として、さほど有効なグローバル
ガバナンスの体系は存在しません。実効性のあるグローバルガ
バナンスを実現することは、世界経済の健全な発展を維持する
為の必要条件の一つです。この点に関しては、私は中国がそれ
なりの貢献をすることが出来ると思っています。
　孔子が唱えた「君子は和して同ぜず」という理念は、新たな
シチュエーション下での新たなグローバルガバナンスの構造の
根幹をなす哲学思想として据えられるでしょう。「君子は和して
同ぜず」の理念は今日、ますます重要な意味を持ち、多元化と
差異化をうたうことが、異なる才能を持つ人材を生み出す必要
条件となるでしょう。

周立 長江商学院次席学院長

日中間におけるハイレベルな相互学習と 
経済交流のプラットフォームに
　長江商学院は、2009年からハイレベルの日中交流に取り組
み、両国経済界のリーダーが、お互いに経験を分かち合い、刺激
し合うためのプラットフォームの構築に尽力してきました。その
間、日中関係には様々な困難がありましたたが、互いの努力で
乗り越え、本ラウンドテーブルも今回で第6回を迎えます。
　長江商学院が目指しているのは、グローバルな視野を持ち、
良質な教育を受けた、社会的責任感の強い新世代の企業家の
育成です。長江商学院は、グローバル化する中国が世界をリー
ドしていく上で、グローバルな視点を持った企業家を育成して
おり、長江商学院自身もグローバル化を推進してきました。結
果として、今や卒業生たちは中国で最も影響力のある一大集団
とみなされており、長江商学院もまた、中国および世界におけ
るトップレベルのビジネススクールと認められるようになってい
ます。長江商学院は、世界レベルの教授の知見とアイデアに加
え、卒業生達が持つ貴重な実踐経験を生かし、日中のビジネス
エリートが交流する中、お互いに学び、経済活動で交流し合え

るプラットフォームを提供したいと考え、このラウンドテーブル
を続けて来ました。
　今日のラウンドテーブルは三部構成になっております。最初
に項兵学院長から基調講演をさせて頂き、第二部では欧陽教
授の司会による「新トレンド下で変わる中国のビジネスビジョ
ン」をテーマとした討論、第三部では日経新聞関口和一編集委
員の司会による「日中の企業協力によるWin-Winのチャンス」
をテーマとした討論を展開します。長江商学院は創立以来一貫
して、項兵学院長の指導の下、グローバル化を主張し続けてき
ました。彼には「月から地球を見て考える」と言う名セリフがあ
りますが、それを学んだ多くの卒業生は、実体経済の中で、長江
の「グローバル化」の理念を実践しています。今年も、多くの卒業
生たちが、日本での投資・日中間の経済交流に励んできました。
また、本日も多くの日本の友人の皆様に、はるばる日本から参加
して頂くことができ、この晴れの日を迎えることが出来ました。
皆様のご参加を心より関係致します。

我々東洋人は、世界が直面する重大な問題に対して、我々ならではの体系的解決策を
提供する十分な知恵と能力を有している。そして、このことは、新たな復興と啓蒙の
端緒となる出来事かも知れない。

世界の経済構造を変える変革と未来志向の創業と革新

　発展モデルの転換、常識を覆す技術革新、中国の再度の台
頭、中国と米国によるグローバルな拮抗、グローバルガバナン
スの理念等と、それらが象徴する変革の力が、世界の構造を変
えつつあります。発展モデルは百花斉放の時代に入り、それら
の多元的な融合が大勢となりつつあります。過去30年間の中国

は、改革開放政策としての「受け身のグローバル化」を通して、
世界で最も開放的な経済主体になってきましたが、今後 10年、
20年、さらにもっと長い時間を考えるならば、今度はグローバル経
済が「受け身の中国化」をしていくことが大きなトレンドになって
いくでしょう。

03
開会の辞

04
基調講演

長江商学院ファウンダー学院長
中国ビジネスとグローバル化担当教授項兵 

基調講演
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ディスカッション１: 新たなトレンド下で変わる中国のビジネスビジョン

　ディスカッション1では、長江商学院ファイナンス・イノベー
ションとウェルスマネジメントリサーチセンターの共同ディレク
ターで、金融学担当教授の欧陽輝博士がファシリテーターとな
り、「新たなトレンド下で変わる中国のビジネスビジョン」とい
うテーマで討論を展開した。冒頭、欧陽輝博士は、中国の現在
当面している最も難しい課題は、「ミドルインカムトラップ」を
乗り越えることであるとし、現段階で、中国が最も学ぶべきは日
本であり、アメリカではないとした。

欧陽輝：日本はあれだけ優れた国家でありながら、なぜ1990年
の金融危機以後、停滞状態から抜け出せないのか？私たち中
国人の、想像力・リスクを恐れぬ実行力と、旺盛なアントレプレ
ナーシップは、日本が危機を脱する参考になると考えます。

　また一方で、私たちは衛星を宇宙に打ち上げているのに、何
故自動車をうまく作れないのかという問題があります。ご覧に
なればわかるように、街には日本車があふれている一方、中国
人は車をうまく作れていません。この点で、我々は日本に学ぶべ
きです。言葉を換えて言うなら、私たちが最も目を向けるべきな
のはアメリカではなく、日本なのです。ここで、中国と日本の経
済についてどちらにも見識のある松田さんに発言していただき
たいと思います。上海に本部を置く復星集団にとって、日本へ
投資する利点はどこにあるのか、日本進出後、どのような展開

をしてきたのか、ご紹介頂きたいと思います。

新たな変化
中国企業が始めた日本への投資 
在中日本企業が迎える新たな挑戦とは
松田華織（復星（FOSUN）グループ東京首席代表）：これまで、
中国企業は代表を日本に送って、彼らに日本への投資を扱わせ
て来ました。復星グループもかつては日本に拠点がありません
でしたが、2014年5月、日本のアセットマネジメント会社を買収
し、その会社の98%の株式を取得しました。復星が重要視する
のは、これまでの「投資」に「事業経営」を加えるという理念で
あり、日本にそれらの考え方を持ち込んで行きたいと考えてい
ます。また中国企業は日本企業から企業運営の面で学ぶべき点
がまだ数多くあり、その点でも中国企業の業務との接合がなさ
れるべきです。更に申しますと、日本は金融制度で数々のメリッ
トがあります。融資先としても、投資者からしても、日本では拠
点を非常に作りやすく、その拠点を通じて数々の金融領域のリ
ソースとつなぐことが出来るというメリットがあります。

欧陽輝：中国企業の日本における発展状況はそれほど悪くない
ようです。柳岡さんが所属する三菱東京UFJ銀行は非常に有名
な銀行です。金融環境からして中国と日本はとても異なってお
り、貴社が中国に来たばかりの時はまだ市場化さえしておらず、
銀行業界の規模も今ほど大きくありませんでした。今でこそ中国
の銀行規模は日本を超えて大きくなっていますが、当時、貴社は
どのような考えで中国への進出を決断されたのでしょうか？

柳岡広和（三菱東京UFJ銀行（中国）有限公司董事長）：これまで

は中国に進出する日系企業の支援が中心でしたが、最近は中国企業の海外進出に伴
う支援も行っています。私どもが日系企業の海外進出支援で培ったグローバルネット
ワーク・ノウハウを中国企業に提供することで、現在積極的に海外進出をしている中
国企業の日本を含めた海外でのビジネス展開のお手伝いができると考えています。

欧陽輝：野村證券も日本ではとても有名な証券会社であり、日本での地位は、中
国で言うと、中信証券・海通・国泰君安などを一つに纏めたような、非常に存在感
のある会社です。70年代末から80年代初頭に掛けて、中国の多くの企業幹部や政
府の役人が野村證券で研修を受けたように、野村證券は過去中国において大き
な貢献をされた会社です。飯山さん、当時からこれまで、かなりの年月が過ぎまし
たが、野村證券の中国戦略には何か変化があったのでしょうか？貴社が上海のフ
リー・トレード・ゾーンで設立した新法人の具合はいかがですか？

飯山俊康（野村ホールディングス株式会社執行役員・アジア地域CEO）：野村證券
は1980年に中国へ初めてアクセスし、多くの人材育成のお手伝いをしてきました。
現在は“グレーター・チャイナ”という地域に2000人の職員が在籍しています。昨
今、中国企業の海外における存在感はますます強くなり、われわれは中国企業の
グローバル化をサポートしていきたいです。中国の中間富裕層はますます豊かにな
り、対外投資もさらに増え、その中には大きなビジネスチャンスが潜んでいます。

　野村は、創業者である野村徳七が90年前の創業翌年にはもうニューヨークにオ
フィスを開きましたが、グローバル化がもともとDNAに組み込まれた会社です。野
村が中国に初めてアクセスし始めたのは1980年、今欧陽博士がおっしゃられた通
り、当時はまだキャピタルマーケットもありませんでしたが、1000人を超える研修
生を野村で受け入れて、資本市場その他に関するいろいろなレクチャーをさせて
頂きました。今、私はアジア全体を担当していますが、中国関連のビジネスが圧倒
的に大きな比重を占めています。いわゆるグレーター・チャイナという地域で2000
人を超える従業員がおり、これからもさらに増えていくと思います。中国国内につ
いてはまだ証券免許が解放されていませんので、上海のフリー・トレード・ゾーン
でできることを少しずつやっています。

　したがって、現在の中国ビジネスは基本的にはクロスボーダーです。M＆Aや中国
企業の海外での資金調達、もしくは投資をお手伝いさせていただいていますが、既
に非常に大きなプレゼンスがあり、またこれからの発展の可能性も大きいと思いま
す。特に中間富裕層の拡大というのは非常に大きなオポチュニティーだと思っていま
す。今後、中国投資家が海外にオポチュニティーを求めていくということがさらに増
えていくでしょうから、そうした見通しの下で上海のビジネスも始めています。

劉海涛（株式会社ストリーム代表取締役社長・長江商学院第10期CEOクラス在学中）：
私は、1999年株式会社ストリームを設立し、社長に就任しました。2007年 株式
会社ストリームは東京証券取引所マザーズ市場に上場し、当時の主な事業はイン
ターネット通販でした。日本で日本国内向けにインターネット事業を行いました。
しかしここ数年、会社の事業の大きな展開により、主に中国ととても大きく関わっ
ています。我々は、化粧品関連会社を子会社とし、またゲーム事業も始め、現在、
免税店での事業を行っています。2014年に日本の免税店で化粧品販売支援事業
を始めました。日本はこの数年は海外からの観光客に対して開放的になり、日本の
経済にとても大きな変化をもたらしました。我々にとってはとても大きなチャンスで
す。今年、海外からの観光客は日本で、3兆～4兆円を消費して、日本の「開放」政策
は日本をはじめアジアの経済発展にとても大きい機会をもたらすでしょう。

欧陽輝：日本で成功したければ、劉海涛さんのような在日華僑を頼って行って彼
らに助けてもらうこともできますね。さて、次に、徳地立人さんに伺いますが、多く
の企業が日本に投資したり日本で上場したいと考えている状況で、中信証券は具
体的なサービス計画をお持ちですか？それとも既に大規模な案件を進めていらっ
しゃるのでしょうか？

05
ディスカッション１

新たなトレンド下で変わる
中国のビジネスビジョン
中国が現在向き合っている最も難しい課題は、いかに
「ミドルインカムトラップ」を乗り越えるかという点にある。
その答えは、アメリカではなく、日本にある。
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ディスカッション１: 新たなトレンド下で変わる中国のビジネスビジョン

新たな目標
日中の経済交流は金融界優先 
インターネットプラットフォームに注目集まる 
徳地立人（中信証券股份有限公司董事総経理兼投資銀行委員
会主席）：私達の今の100％子会社は、アメリカにあり、この会
社を通じて、私たちは日本でいろいろな活動、主に証券、日本
株の売買などをしています。この方面において日本で事業をす
る外資系企業では第一位であり、業績は悪くありません。中国
国内では金融資本が増え続けており、中国国内の資本がアメリ
カだけではなく、ヨーロッパなどにも参入して行っており、日本
にも流れ始めている。難しいのは相手の言葉を話すことができ
るだけではなく、相手国の生活習慣を知っている人が必要とい
うことです。両国企業のプラットフォームとなれる人がいるか否
かというのが大切だと私は考えています。

欧陽輝：日本の住宅価格が安いと知り、日本に家を買う人が増
えています。私はかつて三年ほど日本に住みましたが、本当に日
本の文化を理解するというのは、言葉の問題だけでなく、難し
い問題を含んでいます。そこで暮らし、一定期間以上、日本での
生活や仕事を経て初めて、ようやく日本のことがうっすらと理
解できるのです。ここで徳地さんと飯山さんにお聞きします。中
国での上場には時間が掛かります。中国企業として、アメリカで
の上場を考えず、シンガポールでの上場も考えず、日本の市場で
上場したいと考えたとした場合、どういう点に考慮すべきだと
思われますか？

飯山俊康：当初、中国の企業が海外で上場するとき、ニューヨー
クか、ロンドンか、東京か、という議論がありましたが、東京上
場は、あまりポピュラーにはなりませんでした。日本語での情報
の継続的開示などのルールもあります。東京上場の是非はケー
スバイケースです。ただ、日本は、個人の投資家が非常に成熟し
ていまして、自分で判断をして投資をするというのが根付いて
います。ですから、日本の投資家をターゲットに証券を販売して
いくことは非常に意味があります。そうしたサポートを我々も引
き続き活発に行っていきたいと思います。

徳地立人：90年代初期に中国企業が海外で上場した時、私は
当時日本第2位の証券会社、大和証券に居ました。93・94年
頃に、中国の多くの企業を日本で上場させようと考えていまし
た。しかし、さまざまな要因、主に97年のアジア金融危機のせ
いで、最終的に日本で上場を果たせませんでした。私が考える
に、中国企業が日本で上場することはたやすいことではありま
せん。不可能と言うわけではないですが、それでもなぜ日本に
行くのか、なぜ中国の上海で上場しないのか。過去の例を見る
と、一部の企業は日本で上場後の状況が芳しくなかっただけで
なく、情報漏えい問題、会社の品質問題、様々な詐欺行為など
が広く知れ渡たり、日本の投資家の多くが受け入れ難い要素が
ありました。これから先の日本での上場は、果たせぬ夢ではあ
りません。日本経済との関係性、日本企業との関係性、日本市
場との非常に密接な関係性をはっきりと示し、日本での上場に
意味があるという場合には、日本の投資家はその企業を歓迎
すると思います。

欧陽輝：中国企業の日本市場での強引な上場は必ずしも最善
策ではないと、先ほど徳地さんは仰いました。しかし日本での
資金調達は可能なわけです。であれば、上場は香港やアメリカ
の株式市場で行い、日本の企業または日本の投資家の興味を
引き寄せ、間接的に融資してもらうことがより良い手段というこ
とになります。このテーマはインターネット金融の中国での発展
にも関連する話です。ここでは、趙潤龍さんに、彼の理解すると
ころの日本関連業務、日本の企業家がこうした方面の業務にど
のように対応するか、どのように日本の企業家と交流すればい
いかについて語って頂きましょう。

趙潤龍（網利宝ネットCEO）：私は網利宝のファウンダーであり
CEOを務めています。私は80後（80年代生まれ）で、今年30歳、
もうすぐ31歳になります。今やっている仕事はインターネット金
融で、伝統的な銀行がやってきた融資業務をインターネット上
に移して来たものです。この業界は現在中国での発展が著しい
業界で、当初はいくつかの海外モデルを参考にしました。当時
の金融業界への厳しい規制の中で、こうした新型インターネッ

ト金融企業には非常に多くのイノベーションのチャンスが生まれたと言えます。

　私は比較的若いせいでしょうか、まだ日本への投資にはタッチしていません。日
本に行って交流したりする機会もまだありませんが、私自身は帰国子女です。皆さ
んもご存知のように、中国の「80後」世代は沢山の日本文化の影響を受け、子供
の頃から日本のアニメを見て育ちました。キャプテン翼・スラムダンク・One Piece
などが好まれていました。困難な状況にあるとき、よく見る日本のドラマは「半沢
直樹」だったりします。これは銀行業界の物語ですね。私たち若い世代は成長の
過程で、映像などの作品に表れている日本の文化に支えられて来たし、勇敢さ・
まっすぐさ・気丈に生きる精神を学んできました。こうした日中間の文化交流は非
常に重要だと思います。

欧陽輝：彼は80後世代で、彼自身が接触した日本の企業家はまだそんなに多くあ
りません。特にインベストメント・バンカーとの接触も少ないようですが、日本文化
の影響は中国人に対してだけでなく、アメリカ人にも色濃いものです。私も日本人
の細やかさ、サービス精神は素晴らしいと感じています。さて、次は瀬口清之さん
に、趙潤龍さんも話していたインターネット金融の発展において、中国・アメリカ・
日本の間でどうしてこれほどまでに差が開いたのかを伺いたいと思います。

瀬口清之（キヤノングローバル戦略研究所（CIGS）研究主幹）：インターネット金融
に関して私そんなに詳しくはないので、ひとつだけ、その金融に関してお伝えする
とすれば、やはり、日本も新しい金融に挑んで、国を挙げてそこに着手して、1980
年代の後半にバブルになり、1990年代以降非常につらい時代を続けてもう25年
たってしまった、という点です。新しい金融・金融市場・金融モデルにチャレンジす
るのは、調子がいい時は、順調に収益も上がるのですけれど、いったん罠にはま
ると、逆風も非常に強く吹くということは要注意であります。

　項兵さんのお話の中に、中国経済に対して楽観的だというお話がありました
が、私自身も今後の中国経済は、5年から10年は大丈夫だろうと思っています。し
かしその後、中国経済が安定成長期に移行した後、おそらくどこかで財政赤字、も
しくは経常収支の赤字のリスクに直面する可能性が出てくるのではないか、と心配
しています。その心配の一番大きな原因となっていますのが、国有企業改革をはじ
め中国のイノベーションがあまりうまく進まなくて、産業競争力が徐々に低下して
いくリスクです。

　IMFによれば2015年の中国のGDPの規模は日本の2.7倍であり、2020年には3.6
倍になると予測をしているように、今後ますます日本を凌駕してゆくでしょう。この
ため、中国がもし「ミドルインカムトラップ」にはまったら、日韓・アセアン諸国など
にも大きな影響を及ぼします。そうした事態を避けるためにも、日本企業は中国へ
の技術移転に積極的に対応し、中国企業の競争力維持をサポートしなければなら
ない。安定成長期に入った中国が競争力の低下について全く悩まないということは
ないと思いますので、そこで助けられるような日本になっていきたいなと思います。

　欧米諸国が敷いてくれた自由競争の市場経済の土台の上でそれを活用している
ということには、中国も謙虚に、感謝をするべきだと思います。ただし、欧米諸国
が世界をリードする役割を担い続けるかどうかは疑問であるというのは、2008年
以降の世界経済の混乱を見ていれば明らかであります。一方、2008年の四川省の
大地震以降、中国が日本を見る目を少し変えてきた中で、他国への思いやり、礼儀
正しさ、信頼の重視といった点が、日本の特徴であると認識されつつあるように思
われます。さっき天地合一とかありましたが、日本人は知行合一という知識と行動
を合一させるということを重視しています。今後ともそれを続けていくということ
が日本としては世界から歓迎される非常に重要な要素であると思います。また、こ
の文化は中国から学んだものですから、これからは、日中共にこの東洋の精神文
化を世界に対して実践して、武力ではなく、競争でもなく、世界秩序の形成に精神
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の力で貢献をしていくということが重要だと思います。

　最後に日本に一番不足しているのは“義”です。義というのは
世界をどうしたいかという目標を示すことにもつながります。中
国はその点にかけては、中国が理想とする世界を実現すること
を国家目標として明確に掲げています。この意欲が日本のリー
ダーに不足していると思います。そういう意味では日本はこの点
を中国に学んで、中国とともに、新しい世界秩序の形成に貢献
をしていくということが今後の目指すべき日中の方向ではない
かと考えております。

柳岡広和：いま話のあった日本のIT、金融問題について私の考
えを紹介します。フィンテックでは、非金融機関がIT技術により
金融分野に参入することになりますが、全体のマーケットが広
がるという意味で、私は既存金融機関ともWin-Winの関係を築
けると思います。日本の金融は規制が強く、他業態の参入、金
融機関の他業態への参入が難しい環境にありましたが、最近
緩和の動きがあります。

　現在フィンテックはまさに発展の最中にあり、私共としても、
フィンテックの活用に取り組んでおり、たとえばAIによる投資
アドバイス、顧客企業システム（ERP）との直接接続、送金決済
の高度化などを検討しており、日本にある一部の支店では、店
頭ロボットをテスト導入しています。それ以外にも、将来はビッ
クデータの活用や従業員の動態管理などにも発展余地がある
と思っています。疑似通貨に係るブロックチェーン技術について
は、現在、既に欧米の大手銀行と連携し、研究を進めています。
科学技術と金融の連合は既に時代の潮流であり、我々はこのよ
うな時代に対応していかなければなりません。

欧陽輝：インターネット金融またはIT金融において、日中間の協
力の可能性はますます大きくなっています。日本の企業は1990
年以降、徐々に改革をすすめ、強さを増すとともに、技術革新と
科学技術の進歩が同時に進んできており、ここ15年来、日本の科
学者・物理学者・化学者・生物学者からは、毎年のようにノーベ
ル賞受賞者が生まれています。日本の政府の改革には拙速さを
感じますが、日本の企業・科学・教育は着実に前進しています。

　中国が今直面している大きな問題は、国有企業・中央企業
の改革です。解決の方策は皆分かっているのに、それが行動に
移せない。それは各方面の利害のしがらみが大きすぎるからで
す。私たちにもどうしていいかわかいません。これが中国が直面
している難題です。　

　日中の間は、競争の関係にある以外にも、呉越同舟、助け合
いが必要です。80・90年代の中国経済は日本の援助を得まし
たが、日本もそののち中国経済のテイクオフと連動して非常に
大きな利益を獲得しました。中国は日本の最大の貿易相手であ
り、二国は競争の中でWin-Winの関係を目指していくべきと考
えます。

張永良（北京市金杜弁護士事務所パートナー・長江商学院DBA
在学中）：私ども金杜弁護士事務所は、全世界で570人のパート
ナーがおり、そのうち中国大陸に23人のパートナーを抱えてお
ります。東京にも11年前に事務所を設立し、早期に中国進出し
た大部分の日本企業に対して、中国での投資や事業発展に関す
るサービスを提供してきました。中国国内にも、そうした業務に
精通したパートナーを12人抱えております。そうした中で、私自
身、日本と中国の企業家の皆様と意見を交わす機会があります
し、ここ数年の交流からも、先ほど項院長がおっしゃった内容
に全く同感です。今日のお話は実に聞くに値するもので、叡智が
あり、ポイントを突いていらしたと思います。

　この数年、日本企業の中国に対する投資がどんどん減ってい
ますが、反対に多くの中国企業が日本市場開拓に打って出てい
ます。中国企業が日本で上場を考えることは稀ですが、その根
本的な原因は、日本の株式市場の要求がとても厳しい上に、厳
格な審査を受けなければならないからです。

　この機会に日本の企業家の皆様に、二つほどアドバイスさせ
て頂きたいと思います。一つは、中国の知恵に従い、「静を持っ
て動を制す」に徹すること。もう一つは、「郷に入れば郷に従」
い、もっと中国企業のように活動的になり、中国の環境になじ
むべきだということです。

　同時に、中国の皆様にも、一点だけアドバイスさせて頂きます。日本に行って最
も印象深いのは、日本人の品質へのこだわり、スパンの長い思考、水のような静け
さなどの特徴的性質です。中国企業はもし日本にいくのであれば、日本の良い企
業文化を念入りに学ぶべきです。私はこれまで弁護士として国内のM&A案件や、ク
ロスボーダーM&A案件に専心して来ました。私は日本のコンプライアンス市場に
非常に注目しています。なぜなら、中国企業は海外の多くの国の企業と較べ、ガバ
ナンスに関して、まだまだ発展の余地があると感じるからです。日本の企業にはと
ても優れたガバナンス構造と企業文化があり、私は外国企業または外国の企業家
にとって、日本には優良なコンプライアンス市場があると信じています。

　さらに私が肌身に感じたことですが、司法試験もそうですが、日本の制度的要
求は非常に厳格です。私の知る中では、世界で最も難しい司法試験は日本のもの
です。中国企業が進出した際、会社を日本で設立すると、1年から2年間の厳格な審
査に向き合うことになります。ですので、多くのネットゲーム企業・カルチャー関連
企業は、中国国内に戻って来て上場し、M&Aを行いました。彼らは2年近くの時間
を東京証券取引所とのやりとりに浪費したのち、結局諦めたのです。

物流協力
新たな物流形態がEコマースを後押し 
企業家は時代のトレンドを見据えよ　　
欧陽輝：杉山さんの日本通運は、日本で非常に有名な物流会社で、私自身も日本
通運の多くのサービスを利用した経験があります。今、中国のインターネット事業
は非常に発達しており、特に若い世代の人達、「70後」「80後」「90後」は、食べ物
や着る物など、何でもネットで購入するようになっています。こうした時代に、物流
はインターネット業界のボトルネック的存在になっています。日本通運さんは、イン
ターネット物流面で中国企業が参考に出来るようなノウハウをお持ちでしょうか。
また、日本通運は中国でどのようなコラボレーション業務を行っていらっしゃるの
でしょうか。 

杉山龍雄（日本通運株式会社執行役員・東アジア地域総括）：インターネット分野
の需要は膨大で、その中でも全世界にまたがる越境ECの割合は大きいものです。
中国2015年の越境EC市場の成長率は32％という大変高い数字を示しておりま
す。 斯様に高い成長率を示す大きな要因は、中国国内8ヶ所に越境EC試験都市を
設置したことにあります。目下、越境ECの物流モデルは2種類です。１つは保税在
庫型、もう一つは直郵型です。8ヶ所の試験都市以外の各都市も積極的に越境EC
業務への取り組みを行っています。日本通運は世界中に自社物流ネットワークを
張り巡らせており、我々のネットワークを通して中国に輸入されてくる日本商品が
大変多くあります。輸入後に直接配送されるケースが比較的多く、国内に入った後
に一時的に倉庫で保管をし、その後配送されるケースは、今のところそれほど多く
ないのが現状です。 当社の取扱現状も同じような状況です。 

欧陽輝：中国国内の物流はとても苛烈な競争状態です。なかでも越境ECは発展の
速度の最も速い業種です。京東(JD)・順豊(SF)なども海外の企業と協力して行く必
要が出てくるかもしれません。日本通運と協力して中国の物資を日本に運ぶ日が
来るかもしれません。

張志峰（NE•TIGERブランド創始者・長江商学院卒業生）：日中関係について語る
時、我々は必ず過去を振り返り、何千年の歴史を思い浮かべます。日中両国の付き
合いは途絶えたことがないのです。現在、日中関係は少し気まずい状態にありま
すが、冬来たりなば春遠からじともいいますから、われわれは将来に眼を向け、戦
略的な視点を持ち続けるべきです。
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　我々が日本企業を研究する時、千年企業が日本に７社もあることはあまり知ら
れていません。日本企業の精神の中でとても堅く守られてきた精神が職人気質で
す。理念を頑なに守り、一つのことを極める。継承と同時に、現実に即して絶えず
創意工夫を加えて革新するという、伝統と革新の二つを統合する姿がそこにあり
ます。私たちは日本に学び、革新と伝承とを結び付け、インターネット方式を用いて
世界最大のオーダーメード・プラットフォームを作りました。私たち日中両国の企業
間の未来を語る場合、お互いに補完し合い、協力してWin-Winの関係を作ってい
くことを考えねばなりません。

欧陽輝：ディスカッション１の終了時間になりました。ディスカッション２に入る前
に、この討論の時間内にまだ発言をされていないスピーカーの方々に一言ずつ頂
きます。

松井俊一（三菱商事株式会社常務執行役員・東アジア地域統括中国総代表）：あ
と2、3年、中国は比較的厳しい状況であると予測していますが、その先に対しては
明るい見通しを持っています。その理由は、国有企業の改革にもすでに実質的な
措置がとられ、都市化などの関連産業の具体的政策も発表されていることです。
今後中国の潜在力がさらに大きく発揮されるのではないかと期待しています。

井上弘毅（住友商事株式会社常務執行役員・東アジア総代表）：中国に来て一番
思うのは、日本と違ってまだまだ階層とか階級の区別がしっかりあることです。日
本の場合は高いレベルで標準化してますから、階級とか階層の区別がなく、皆同
じ権利と義務の中で生きています。自分が一番末端にいてもその末端できちっと
やる。給料の安い一番下のレベルの人たちでも責任を持って物事をやるというこ
とに対しては日本の方がかなり優れているのではないかなと思います。これから中
国は日本からそういう点を勉強していくべきでしょう。そういう面が改善されると
中国が圧倒的に強くなるんじゃないかなと思います。

山田哲（ローソン上級執行役員・海外事業本部長）：コンビニのローソンの山田と
申します。我々日本では1万2千店舗を展開しており、業界のトップクラスの規模で
すが、中国ではまだ600店程度で、まだ知らない方も多いと思います。日本はかな
り高齢化社会になって来ており、当社もそのような環境を前提に事業を進めてい
ます。この日本での高齢化に伴う取組みを中国のマーケットにも生かせる部分が
沢山あると思います。

唐越（小贏理財創業者・eLongネット共同創業者・藍山中国資本創業パートナー・
長江商学院卒業生）：中国市場の一つの顕著な特徴は、いかなる業界でもみな何
千という会社が同時に同じ事をしていることです。つまり、中国ではどの分野にお
いても極めて熾烈な競争が行われているのです。インターネット業界は中国の経済
改革の中で最も重要かつ代表的業界の一つですが、この業界は多くの人を狂乱さ
せ、さらに多くの人に畏怖されています。また、中国のインターネット金融のチャン
スは、日本やアメリカよりもずっと大きいと思われます。

李侃（ロングロックファンド･マネージングパートナー・長江商学院卒業生）：ロング
ロックファンド（長石資本）とは長江の礎石という意味で、長江の卒業生をプラット
フォームに創立した、インターネットを中心としたエンジェル投資ファンドです。こ
の基金のパートナー及び資金は、主に長江商学院の学友達から提供されたもので
す。今日、日本の優秀な企業家の皆様とお話する機会を頂き光栄に思います。20
年前、仕事を始めたばかりの頃、初めて就いた職場は中国国家教育部の日本担当
部署でした。あの頃の日本との交流の数々は今も私の記憶に生きています。あの
当時は、円借款しかり、専門家の技術指導しかり、日本の中国への援助は皆世界
一二を争う規模のものでした。

 

ラウンドテーブル後半
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日中の企業協力による
Win-Winのチャンス　
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ディスカッション２: 中日の企業協力によるWin-Winのチャンス

　私は主にIT分野を取材報道しておりますけれど、今、世界共
通に言われているのがデジタルビジネストランスフォーメー
ションです。すなわちデジタル技術を駆使して既存のビジネス
モデルを大きく変えていく。それによって過去の規制とか商習
慣など、いろんなものを飛び越えて新しい環境を創りだしてい
く、こういう流れにきています。

　特にフィンテックの話題が急激に湧いてきております。そん
なことでこのフィンテックの話などもこのセッションで話題に
なることがあるかと思います。先ほど欧陽先生の司会によりま
して、大変活発な、そして非常に多岐にわたる議論がなされた
かと思います。そこで得られた結論は、おそらく日本と中国は
これからいろいろ協力することによって新しいビジネスチャン
スが出てくるということだと思います。

　このセッションでは、さらにそのチャンスを実現するために
一体何が必要なのか、どこに課題があるのか、ということにつ
いてフォーカスをして議論ができればと思います

　課題と言いますと、私は3つくらいあると思います。ひとつは
技術的な課題、それからもうひとつは制度的課題、もっと言え
ば政治的課題と言っていいかと思います。そして3つ目の課題
が文化的課題です。先ほどの話にもありましたように、中国と
日本はそれぞれ双方、過去に文化を共有した部分もあります
けれども、当然違う国ですので異なった文化もあります。とい
うわけで、以上3つくらいの課題をどう克服していくのかという
ことが、まさに大きな課題ではないかと思います。

変化する環境
情報伝達及び労働条件の変化 
際立つ資金と為替リスク
松井俊一：一般論としてですが、やはり日本のメディアで報道
される中国のことは、非常に厳しい状況が伝えられ過ぎてい
て、中国に対して大変不安を抱くような報道が多いように感じ

ます。昨日今日もこの大気汚染の問題をすでに日本のニュース
やテレビでやっているという話を聞きましたけれども、青空の
時にはやらない。こういった偏った報道は日中関係にとって大
変マイナスになっているのではないかという風に思っており、
今後改善をお願いしたいと思います。

井上弘毅：今までは中国の安い人件費を活用して、中国で物を
作って外に出していく、それから素材そのものを日本から持っ
てきて、中国に納めていくという、こういうビジネスが成り立っ
ていたんですけれど、ここ4，5年でこういうビジネスは急速に
ダメになってきている。というのは中国がすでに発展して、中
国でいいものを作るようになって、地産地消という図式が出来
上がってきている。ここでもう一つ見直していかなければいけ
ないのは中国のマーケットにおいて量ではなくて質とか、体感
とかクオリティとか安全とか安心とか、そういうニーズが莫大
に増えてきている。そうしたものをどうやって作るのかという
のは、多分、今中国で一番大きな課題です。そこで日本の技術
とか日本のマインドが中国に啓発を与えることが出来ます。日
本の技術・考え方・一人ひとり全部がそれぞれの責任感で、き
ちっと最後まで安全なものを作るというプライドも含めた概念
を中国に普及させることが出来れば、人々が安心して買える商
品を作らせることが出来るようになる。だからこそ日中の協力
ネットワークは意義深いのです。

飯山俊康：これは我々の課題でもあり、また今後の可能性でも
あると思います。日本には様々な規制が存在すると言う話題に
なりましたが、中国でも金融市場での規制がまだ多く残ってい
ます。今後どのように自由化されるのか？市場開放の程度が増
すに従って、相当大きなお金の流れが生まれるのではと考えて
います。一つには、人民元の自由化がまさに今進行中です。現
在は人民元関連ビジネスは、オフショア市場でいろいろやら
せていただいていますが、投資でも資金調達でも、まだ自由な
発想でいろんなことがやりにくいということがあります。もう一
つ、為替に関しては、中国との貿易が増えてくる中で、変動リス

関口和一（日本経済新聞社編集委員）：昨年もこの会合に、東
京でモデレーターとして参加をさせていただきました。今日は
東京から再度モデレーターとしてお招きいただきました。簡単
に自己紹介させていただきますと、私は日経新聞に1982年に
入社をいたしまして、当初は流通関係を担当し、1年ハーバード
に留学をした後、ワシントンに4年ほど駐在しました。ここ20年
間は主にIT業界を担当しております。中国との関係で言います
と、学生時代に第二外国語として中国語を選択しましたが、も
うすべて忘れてしまいましたので、今日は日本語で失礼させて
いただきます。

　初めて中国にお邪魔しましたのは1979年です。国交が回復
した直後に中国使節団の一員として初めて中国に来ました、
当時はまだ人民服をみなさん着ていらっしゃいまして、今とは
かなり変わった時代だったわけでありますけれども、ここ最近
は、2年に1回くらい中国に訪れております。この2年ごとの変
化というのはすさまじいものがありまして、今回も来てみて一
番驚いたのが、昨今の円安により元が高くなったということで
す。街で買い物をしようと思っても何でも非常に高くて手が出

ない、これは逆に言うと、日本の物価が安く見えるということ
で、昨今の日本での来日中国人観光客による爆買いの理由が
ここに来ることでよく分かりました。

　日本の経済も少しづつ変わりつつありまして、政治的には動
揺している面もありますけれど、経済につきましては、これま
での閉鎖的な思考からグローバリゼーション、或は成長戦略と
いうものに重きを置いた経済政策に変わってきました。その一
番背景にありますのが、日本の急速な少子高齢化であります。
すでに日本の人口はピークアウトしておりまして、これからはど
んどんその人口が減っていく中で、日本の企業も国内市場にだ
けフォーカスしていては生き残れません。ということで海外に
どんどん進出をしており、その中で中国の存在も今まで以上に
大きくなって来ています。

　本日12月1日は大変記念すべき日でありまして、日経新聞が
英国のフィナンシャル・タイムスを買収いたしまして、それが完
了した日になります。買収金額は8億5000万ポンド、ざっと日本
円に換算して1600億円くらいで、我々の売り上げ状況からする
と大変な買い物でした。

06
ディスカッション２

　日中の企業協力による 
Win-Winのチャンス

日中両国間の協力は多くのビジネスチャンスを
孕んでいる。我々は、それをどう形にすべきか。技術・
制度・政治の三方面から検討した、未来の施策とは。 
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ディスカッション２: 中日の企業協力によるWin-Winのチャンス

本と中国の企業は相手国で業務を展開する以外にも、さらに手
をとりあって第三国に向かうべきと思っています。中国は第三国
に対して強みを持っているので、中央アジアやアフリカなどの地
域には多くの分野での協力が期待されています。同時に海外拡
張を推進するときは現地に対するリスペクトを重視すべきです。 

関口和一：メディアの話が2件続いてしまったので、ひとつ釈明
をしていかなければならないと思います。これは一般的なメディ
アに関して昔から言われておりますけれど、犬が人間を咬んで
もニュースにならないけれど、人間が犬をかんだらニュースにな
るわけです。要するに変わったことがニュースになるのが洋の東
西を問わず、ニュースの価値判断のひとつだと思います。日本に
はいわゆる「中国通」がおり、彼らは昔の中国の理解により自分
が中国の専門家であると自称していますが、中国は日進月歩で
発展が極めて速いことを軽視しています。彼らの現在の中国に
対する理解はちぐはぐで、そうした観点のために日本の企業は
誤った方向に誘導されがちです。

瀬口清之：今、杉山さんが、いろいろな格好で日中が具体的な協
力をするのが大切だというお話をされたので、私もそれに触発
されて三点ほど申し上げたいと思います。ひとつは、昨今の訪日
中国人旅行者が爆買いと呼ばれる経済行動を通して、日本のこ
とを評価してくれているというメッセージが日本人にも伝わって
来ている。日本にとっては非常に勇気を与えるインパクトがある
と思っています。

　一方、日本が中国に貢献できる技術移転の一つに、食品安
全に関わるプロジェクトがあり、現在自分が関わって提案中で
す。吉林省の長春で国連が始めている食品安全に関するプロ
ジェクトがありまして、中国の人たちは、自分の国で作ったその
農産物や加工食品を安心して食べられないので、これをみんな
が安心して食べられるようにしようということを、国連が中国
政府と共に、日本の企業の協力を得ながら推進しようとしてい
ます。日本企業が中心となって、長春において、日本国内の方
式を基本としてきちんと全工程を管理して中国の農家と中国
の企業とともに協力して作った農産物を日本の企業がどんど
ん買うようになれば、中国の人も安心して食べられるだろうと
考えます。逆に日本の企業がどんどん買えるようになるような
農産物を、作って加工して売るという事業を日本の企業でやっ
て行ったら、中国人の為にも日本企業の為にもなるのではない
かということが二点目です。

　さらに、もう少し中長期の話で、しかも第三国を絡めてという
話ですが、つい最近パリで、テロがありました。2001年にアメリ
カで9.11の同時多発テロが起きて、もう十数年たつのにテロの問
題は全然収まっていません。これは、国ではなくてISのような、
非国家組織がテロの温床になっているからで、これに対してい
くら先進国が武力で対抗しようと思っても相手は移動してしま
うので、これに対抗することは難しいわけです。ここで考えてみ
ると、アジアにはテロが少ないです。原因は、国家のガバナンス
が安定しているという事と、貧困が少ないということがあるの
ですが、この二つの大きな原因の背景にあるのは、中国・日本・
韓国がリードして形成してきた経済発展です。今、中東の地域を

考えると、その周辺にあるのはトルコとインドです。その二つの
国をこれから10年・20年・30年・50年かけて、徐々に経済発展を
させて行く。その間に挟まれた中東地域の貧困は、周辺地域か
ら徐々に改善されて行くというのは一つの考えです。それでも、
中東の真ん中にあるものすごい貧困地域では、どんどんテロリ
ストが生まれてしまいますので、中でも少し安定している地域を
選んで、学校・病院を建設し、上下水道を整備して、生活インフ
ラを作っていくことによって、生活を安定させて、テロの温床に
なっている地域を改善していくという事をやってはどうでしょ
う。それに日本と中国と韓国とが、みんなで一緒に行く。特に民
間の力を使ってやるという事を、中長期・50年・70年という長い
視点に立ってやり続ければ、これこそ、日中の関係の改善にも繋
がりますし、世界への貢献にも繋がるんじゃないかなというの
が、私からの提案です。

柳岡広和：2007年より、中国において外国銀行による100％独
資銀行の設立が認められました。当時、外国銀行による中国市
場のシェアは3％あったものが、現在は2％以下にまで減少して
います。背景として、中国の銀行の台頭が大きな要因ですが、外
国銀行の存在感を如何に高めるかは大きな問題です。外資銀
行である我々自身も、そのビジネスモデルを変える必要があり
ます。現在、我々には、海外で蓄積した膨大な経験があり、例え
ば、日本以外の海外に1150拠点を有するなど、強力な海外ネッ
トワークを有しています。当行は、そういったネットワーク・ノウ
ハウを活用し、中国国内だけでなく、海外においても中国企業
のサポートに注力したいです。

日中交流
経済交流を通じて障壁を撤廃　Win-Winの関係へ  
発展段階の違いが日中に長所の補完のチャンスを
張偉祥（浙江建龍控股集団有限公司董事長・長江商学院卒業
生）：我々は、数年前、日本と協力して、天津で自動車用エネル
ギー電池会社を設立しましたが、文化の違いが原因で、設立当
初は軋轢が生じました。しかし、時間をかけてすり合わせを行
い、そうした文化のぶつかり合いは、最終的にWin-Winの関係
を作り出しました。私は日本の企業文化には中国人が学ぶべ
きところが多いと感じています。

唐越：日本経済は90年代初めの不況から回復してきたところ
ですが、その一方で、中国経済は過去20年の間に非常に高い
10%以上の成長率を維持してきており、現在も7％ほどの成長
率を保っていますが、同期間の日本の成長率は高くても2％か
ら3％であり、ほとんどゼロ成長といってもいい状況です。こう
した結果を招いた原因は、人口の増加と人口構造の変化によ
るものでした。日本と中国の間には、多くの潜在的協力のチャ
ンスを秘めていますが、実際に実現した案件は多くはありませ
ん。この二つの国は、距離は近いのに、本当の意味での文化交
流も数えるほどです。その代わり、金融や産業のアップグレー
ド面では、双方の協力がかなりあるとは聞いています。

李侃：私自身、過去10年間、電化製品関連の業務に携わりまし

クをヘッジするニーズがさらに強まってくるとみています。厚み
のある国内での為替取引が自由化されると、深みや広がりの
ある商品提供など、色々できるかと思います。

ソリューション
企業内部での緊密な情報共有 
日中間で学び合うこと
山田哲：日中両国間の企業協力における課題ですが、まずは自
社内から意識を変えることだと思います。自分の従事している
海外事業では当然消費マーケットたる中国に注目し、研究もし
ています。ところが日本国内ではインバウンドで中国の方が沢
山来日しているのに彼らの必要な品揃えも出来ていなければ、
非課税で購入する手続きが煩雑で大変お待たせしています。
まずは社内の海外事業従事者と国内事業従事者が情報を共
有しお互いの事業をサポートすることから始めるべきです。

徳地立人：私は文化が同じであることが非常に重要であると
感じます。中信証券と星野リゾートは50:50で投資し合弁会社
を作りました。星野リゾートが日本でいろいろ展開しているの
と同じようなもの、例えば不動産やリゾートなどの購入を中国
で行って行きます。私たちは海南島・廬山などから開始して、
黄山・西安などの地に進んできています。5-6年の間に業務を
開拓し、3年後に新事業を展開しようと考えています。

　中国の富裕層はますます増加しており、彼らは日本へ行って
星野リゾートを利用し、そのサービスを享受して、非常に良い
感想を持って中国に帰って来ます。中国でも同等な品質のサー
ビスを提供することができるかどうかが私たちの課題です。
サービスにはソフトとハードの両面がありますが、他にも文化
的なもの、人間と人間がいろいろ関係する中でのお互いの価
値観的なものがあります。その領域で中国と日本が一緒にやっ
ていけるかどうか。ファイナンス関係は中信証券がほとんど担
当し、設計・開発・建築・監督管理およびホテル経営関連事項
は星野リゾートが担当します。私は現在会長をつとめ、社長は

星野リゾートから派遣された人物がつとめます。社員は全員中
国人です。会長は中国側と日本側の両方の株主に対して責任を
持つという体制です。そこで最大のポイントは、いかに星野リ
ゾートの創業理念というものを少しも壊さずに中国に導入し、
同時に現地のコンディションを鑑みた現地化策を加え、サービ
スに反映させるかという点です。

関口和一：日本では先月11月に大きな話題になりましたのが、
トマムが窮地に陥ったところを星野リゾートが入って立て直し
て、今度はその立て直したものを中国資本の方が183億円で買
収したというニュースです。北海道では原野を結構な数の中国
の方が買ったりしています。先ほど日本は閉鎖的だという話も
ありましたけれど、結構中国の方がいろいろ買っているわけで
す。その中で注目したいところは、ホテルの運営は引き続き星
野がやるが、オーナーシップは中国の方が取るという体制で
す。そこで、ある意味Win-Winの関係を作って日本の国内ビジ
ネスを回していくというのは、私としては新しいビジネスモデル
なのかなと思った次第です。ですから、その逆バージョンを中
国でやろう言うのが徳地さんのお話だったと思います。

世界への訴求
正確な報道が重要に  
増す長期目標の必要性
杉山龍雄：私は先ほど松井さんが提起されたように、日本の報
道は中国の実態というものを正確に伝えて頂きたい。 ああいう
形での報道が頻繁にありますと、我々のビジネスに非常に大き
な影響があります。中国の物流関係企業のニーズが変わってき
ておりまして、中堅の企業や内陸の企業であっても、管理や品質
の問題の改善・効率化といった部分を日通から教えて欲しいと
いう申し出が多いです。そんな中で日本の日通OBなどをどんど
ん内陸の方へ派遣くれという話がでます。これらは民間企業に
できる、一つの動きです。日本からそういう人間をどんどん出し
ていきながら、交流を進めていきたいなと思っています。私は日
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ディスカッション２: 中日の企業協力によるWin-Winのチャンス

長しています。私はこの時にも親友に声をかけました。その時、
その親友は、すでに投資銀行の仕事をしていたので、私の事業
に参加するかどうか打診しましたが、最終的に参加せず、引き続
き投資銀行の仕事を続けました。この二度目の時、我はまた事
業に成功し、彼は私の能力を認めるようになりました。

　三回目の起業にあたる、2014年の網利宝開業の時は、彼の
方から私のところにやってきて、起業には参加出来ないが、エ
ンジェル投資家になりたいと言って来ました。　

　私と彼の関係は、確かに個別のケースかも知れませんが、こ
うした変化の過程は、中国と日本の交流とコミュニケーション
の過程の中で、伝統的思考と文化は、時間と交流と努力を費や
すことで変えて行けるという良い事例になるのではないかと思
います。私達の会社の時価総額は、彼からの投資を受けた瞬
間から一年半の間に、約二十倍になりました。結果はまずまず
と言えると思います。

関口和一：日本の投資家というのはあんまりリスクを取らない
のですが、たぶん趙さんにはもうリスクがなくなって、十分に安
全だという評価に変わった結果そうなったのだと思います。

劉海涛：私は、インターネット通販事業に携わっていますが、こ
れまで日中間の輸出入の最前線の仕事もしていました。現在
は、輸出入関係の仕事ではなく、ゲームをはじめエンターテイ
メント関連分野で、中国のいいゲームを日本に紹介する、また
日本が持っている知財などを中国へ持っていき、中国の企業
に紹介する、といったビジネスに関わっており、これはまさに
商社の仕事です。

　私はずっと日本の商社について、彼らの利益の源はどこにあ
るのか、彼らはどうやって儲けているのかということについて
考えてきました。今、我々は特に中国客の『爆買い』に注目して
います。この『爆買い』については、多くの意味合いがあると捉
えています。

　2015年、日本を訪問する観光客は2000万人に迫る勢いで、
訪問観光客数で日本と同レベルのギリシャの約3倍の海外観
光客の消費額です。中国からの観光客が、日本ですさまじい買
い物を行った結果、『爆買い』という現象が生まれました。日
本企業の国内での競争は非常に熾烈で、それにより企業の競

争力を高め、より安い価格で高品質の製品を提供することが
できるようになります。これは中国の観光客にとって大きな魅
力でしょう。

松田華織：私は復星集団に初めて入社した日本人です。でも誰
も私の事を日本人として扱ったりはしませんでした。日本企業
か中国企業か、日本人か中国人かといった分け方を必要とし
ていなかったのです。我々は投資会社として、国籍の垣根を感
じなくなるレベルにまで達してこそ、投資を成功させることが
出来ると考えています。我々のやり方は、今日のテーマである、
両国の足し算的な戦略につながるアイデアを皆様にご提供出
来るものである思っております。

責任感
慎重さとチャレンジ精神を結合せよ  
第三国で展開する新たな協力モデル
関口和一：私なりにお聞きしたことから、いくつか共通項が
あったかと思います。非常に印象的だったのが、井上さんが最
初のセッションの時に、日本の場合は、非常に給料が安い末
端の人までも、きちっと自分の任務を全うするとおっしゃって
いました。そこからいろいろな規制やマネジメントなどについ
ては、私たち日本がもう少し中国に提供できる分野だと思っ
た次第です。一方、日本はマネジメントやコンプライアンスが
行き過ぎた面もあります。役所がいろんな規制をどんどんする
ものですから、みんなリスクを取らなくなって、みんな何もや
らなくなってしまっている。リスクを取って、何でもやってみる
という中国のカルチャーと、日本の真面目にコツコツやるカル
チャー、これをうまく嚙合わせるということが、日中の合作が
成功するための非常に重要な秘訣ではないかと思います。そし
て、さらにもっと言えば、先ほどの話にもありましたように、第
三国ですね。東南アジアですとか、欧米もそうですけれども、
今までは日本が中国を生産基地として使い、今度は日本が中
国をマーケットとして見ているわけですが、さらにその次の段
階としては両国が合作することによって、ほかの国に新しいビ
ジネスチャンスを作っていく、それが両国にとって、新しいWin-
Winの関係を生み出す形になる、ということです。これが今日
のテーマである「足し算戦略」に繋がると思います。

たが、実は、日本は長期間にわたって、この業界の世界的リー
ダーの地位を占めていました。そこで思い出すのは、1995年、
私が中国の中学校の校長の代表団に同行して、日本財団の支
援で日本に行った時のことです。当時、非常に深い印象を残し
た出来事がありました。日本文化交流基金の責任者が、我々
代表メンバーに「日本製でないカメラをお持ちの方はいます
か？」と質問したところ、十数カ国の代表団のメンバー百人あま
りの中、日本製以外のブランドのカメラを所持していたのは、
たった三、四人しかいなかったのです。

　ここ数年、日本の電化製品業界は、消費者市場において、
アメリカ・韓国・中国などから追い上げられて苦しんでいます
が、メーカー向け市場では、日本はハイエンド素材・ディスプ
レイ技術・高度な製造技術において、依然として世界的優位を
保っていると思います。ですから、私は日本のハイエンド技術と
中国の市場との結合をつとに希望しています。

張志峰：私はアパレル業界におり、アジアのファッション組織
の中国委員会の主席を務めています。日本に行く機会もかなり
多いのですが、すべての日本のデパートでは、そこら中に中国
人が溢れており、そこでは中国人が一生懸命買い物をしていま
す。ですが、中国では滅多にデパートで買い物をする日本人を
見かけません。

　文化の角度から言って、我々は儒家文化圏、あるいは箸文化
圏という、共通の文明を持ち、共に文明の基礎に礼儀・伝統的
習慣・譲り合いの精神を持っています。儀礼を重んじる国のメ
ルクマールは、この譲り合いにあると思うのです。ご列席の企
業家やマスコミの皆様も、メディアや企業家である以前に、二
つの国の国民として、この両国の平和ため、両国がお互いを尊
重し合う必要があると感じています。

張永良：日中企業間の協力の可能性はとても大きく、協力の前
途は明るいと思います。私は以下の３点について述べさせて頂
きます。

　第一に、協力の可能性あるいは見通しは、ギャップの中に存
在しています。物理理論は落差はエネルギーを生むとしていま
す。経済にも同じことが言えます。

　第二に、昨夜IMFがSDRに人民元を加えることを発表しまし

た。同じ通貨バスケットに入ることは、日中の企業家にとって、
便利さを増すものであり、中国が日本企業と同じツールを手に
したことを意味します。このことは協力の見通しを明るくする
ものです。

　第三に、私は両国関係の改善は、両国の経営者が協力事業
の見通しを立てるための重要な前提になるものです。私自身
も、両国の関係は必ず好転すると考えていますが、それには二
つの理由があります。一つは主観的なもので、皆さんも同様の
思いがあると思うのですが、遠くの親類より近くの他人という
様に、我々はこれだけ近い距離にいるのですから、私たちの間
で起こった問題は、絶対に私たち自身の力で解決することが
必要です。もう一つは、客観的に見て、これは必然だということ
です。項院長が先ほど言われた理論の根拠、あるいはその結
論の前提から、そうしたトレンドを感じ取ることができます。私
は両国はいつか結果としてフレンドリーな関係に収まると信じ
ています。 

趙潤龍：私はアメリカのバークレー大学でダブルディグリーを
取得しましたが、卒業時、中国籍の学友のほとんどが中国に帰
国しました。といっても、単純に仕事につくためではなく、彼ら
は起業を選んだのです。また、バークレーでの一番の親友は日
本人で、私のルームメイトでした。現在、彼は投資銀行で仕事
をしています。

　私は大学二年生の時起業し、中国版のFacebookを作りま
した。これは、たった2~3年の時間で、世界最大の華人留学生
の社交プラットフォームに育ちました。21歳の時、このプラット
フォームをセコイアキャピタルに売却しました。実は、私はそ
の時、様々なチャンスを捨てています。その中には、投資銀行
でのインターンのチャンスも含まれていました。それを見てい
た日本人の友人は、私がおかしくなったのではないかと思い、
ずっと、やめておけ、危なすぎると私を諭したものです。でも、
起業の角度から考えると、私は成果を出していたと思います
し、彼の忠告は間違っていたと思います。

　2012年、私はインターネット金融会社に加わり、モバイルペイ
メントの様なことを始めました。私はその会社の共同創業者で
した。現在その企業iboxpayは、中国三大モバイルペイメント会
社の一つになっており、年間取引額600億人民元ぐらいまで成
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日中関係のさらなる改善のために

　今回のラウンドテーブルで、弊学の項兵学院
長は、「新しい時代はすでに始まっている。ル
ネッサンスから今日まで、世界の重要な問題は
すべて欧米主導であり、中国、日本を含む東洋
人は主にフォロワーに過ぎなかったが、我々東
洋人はすでに、我々ならではの体系的解決策
を提供する十分な知恵と能力を有するように
なっている」と述べました。

　では、東方に位置する我々日中両国は、この
変化の波の中で具体的に何ができるのか。今

日の会議で、我々はこうした疑問について、中国ビジネスの新たなビジョンと日中両国の企業の協力共
栄という２つの角度から討論を展開しました。討論を通して、日中両国の経営者は、金融・物流・経営
者の交流・文化の経済への影響など、各方面から、それぞれの観点を包み隠さず共有し合うことがで
きたと感じています。

　我々長江商学院は、グローバル化のプラットフォームとして、中国の経営者が世界へ進出する道のり
を示すことでは進歩的位置にありますが、これからは、日本の経営者の皆様の中国市場への進出を手
助けしたいと考えていますし、延いては、日中両国の経営者の皆様が、異なる領域でそれぞれに成功
出来る様、独自の貢献をしていきたいと考えています。

　本日の会議では、日中のモデレーターとご列席のスピーカーの皆様のお力をいただくことができま
した。皆様がしっかりと下準備をしてきて下さったことに対し、総合司会として、お礼を申し上げたいと
思います。まだまだ話し足りない部分があったのではないかと思いますが、今後、より多くの交流の機
会を提供させて頂ければと考えております。

　本日は、様々な角度と、様々なレベルから、共通の願いが伝えられた様に思います。それは、日中関
係を更に改善し、日中両国の交流を絶えず深めていくということです。

　我々の未来に抱く信念は揺るがぬものとなり、日中の友好関係もまた希望に溢れるものでありま
す。皆様、本日はご参加ありがとうございました！

（長江商学院次席学院長　周立）
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