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長

江商学院は 2009 年から日中のハイレベルな
交流を行っており、今年で第 5 回目となりま

す。
「長江商学院は、なぜこのような時期に中日交流
を続けるのか」との質問をよく受けます。
当学院の理念は、世界レベルの新しいビジネスス
クールであることです。グローバルに行動し、向上心
にあふれた企業家を育てたいのです。
中日関係が良いときも悪いときも、この理念が変わ
ることはありません。私たちは、友好関係には長い歴
史があり、これが壊れることはあり得ないと考えてい
ます。そして今日、日中経営者ラウンドテーブルを行
うことは、大変意義あることと考えています。

31 特別寄稿 「経済連携こそ日中友好の礎」

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。中英二カ国語雑誌「長江」の編集長兼任。カナダ・香港・中国で
多文化企業を 20 年以上管理。若くして中国人民大学教師を務め、優秀講
師賞獲得。人民大学とカナダマギル大学で経営学博士課程修了。

関口 和一 ・ 日本経済新聞社 論説委員兼編集委員

会議概要
日中経営者ラウンドテーブル
『日中経営者ラウンドテーブル』は、中国を代表するビジネススクール、長江商学院が主導して始まっ
た日中のビジネスリーダーによるフォーラムです。両国経済界の相互理解促進を目的として、これまで
に東京と北京で４回開催され、いずれも高い評価を得ています。参加者が、互いを尊重しつつ率直な意
見交換をする、という理念のもと、議事進行は、事前には特にスピーカーを決めず、参加者全員が自由
に発言するという日中間の会議としては異例の「ラウンドテーブル方式」を採用しています。世界第 2
位と第 3 位の経済大国である中国と日本から企業経営者、学識経験者が集まり、本音で議論をし、知
恵を分かち合う機会を提供しています。

非

常に光栄なことに今回、当学院を代表して年
に 1 回のラウンドテーブルに参加することが

できました。私たちは、いかなる波風があろうと、日
中が、ビジネスにおいて相互に助け合えるはずだと信
じています。
以前、中国は日本から学びました。そして、2000
年以降、中国企業は米国企業から先進的な経験を学ぶ
ようになりました。しかし、金融危機の発生後、多く
の中国企業が、米国のスタイルは完全とは言えないと
いう考えに至りました。米国にもたくさんの問題があ
ると思い至ったのです。

主催者ご紹介

長江商学院

Cheung Kong Graduate School of Business

2002 年 11 月、香港最大の財閥を率いる李嘉誠氏の財団から寄付を受けて北京に創立された、中国初
の非営利のビジネススクールです。40 名以上の世界トップレベルの教授陣によって設立後、10 年足
らずで世界でもその名を知られる著名ビジネススクールへ発展を遂げました。MBA コースのほか、金
融 MBA
（FMBA）
コース、
エグゼクティブ MBA
（EMBA）
コース、
エグゼクティブ金融 MBA
（FEMBA）
コース、DBA コース、およびエグゼクティブ向け短期研修（EE）の革新的なプログラムを提供して
います。約 7,000 人の卒業生のうち 76％以上が副社長以上の地位についており、これらの企業の営業
利益は合計で 1 兆米ドルと、2011 年時点の中国 GDP の 13. ７％に達しています。
http://jp.ckkgsb.edu.cn/
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周立

ZHOU Li

我々の CEO や EMBA のクラスには毎年、多くの
応募があります。応募者の多くは授業だけでなく、企
業家間の交流に魅力を感じています。そして、今回、
特にこのような政治環境の下で、日中双方の企業家が
対話を開くことはとても意義があることと思います。
中国は経済的に大きな発展のチャンスを迎えていま
すが、課題もあります。中国は今、世界の様々な分野
で追従者（フォロワー）としてではなく、主導的な役
割を果たすようになってきました。日本のビジネスリー
ダー、中国のビジネスリーダーがこのように交流をす
ることで、新しい成長の鍵を見い出すことができると

モデレーター

滕 斌聖

TENG Binsheng

長江商学院 経営戦略マネジメント論准教授、
ヨーロッパ校区担当副学院長

1998 年ニューヨーク市立大学で戦略マネジメント論博士号を取得後、
2006 年までジョージ・ワシントン大学ビジネススクールにて、戦略マネ
ジメント論准教授・博士課程指導教官・テニュア（終身在職権）を取得す
ると同時に戦略マネジメント論の博士課程プログラムも担当。現在、長江
商学院の副学院長・戦略マネジメント論准教授・長江グローバル企業研究
センター主任。専門領域は、戦略提携・M&A・起業とイノベーション・
家族経営企業・グローバル経営が主だが、近年はインターネットの背景下
におけるビジネスモデルのイノベーション・企業戦略と発展など注目を集
める最先端の話題についても数多く執筆し、独特の深く掘り下げた研究と
見解を示している。滕教授は戦略提携の分野で権威とされ、中国内外の大
手メディアによる独占インタビューを何度も受けている。

思います。今日の交流がお互いにとって意義あるもの
になることを祈ります。

会議概要

｜

開会の辞
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参加者プロフィール
ANA ホールディングス株式会社
代表取締役副社長

前中華人民共和国
駐箚特命全権大使

昭和 54 年 東京大学法学部卒業、全日本空輸株
式会社入社、平成 19 年執行役員人事部長、平
成 21 年取締役、平成 23 年常務取締役、平成
24 年専務取締役、平成 25 年 4 月 ANA ホール
ディングス株式会社 代表取締役副社長。

片野坂 真哉

丹羽 宇一郎

KATANOZAKA Shinya

NIWA Uichiro

アイリスオーヤマ株式会社
代表取締役社長

大山 健太郎

山﨑 啓正

YAMAZAKI Hiromasa

一橋大学大学院
国際企業戦略研究科教授

楠木 建

専攻は競争戦略。企業が持続的な競争優位を構
築する論理について研究。一橋大学商学部専任
講師、同助教授、ボッコーニ大学経営大学院（イ
タリア・ミラノ）客員教授、同大学大学院国際
企業戦略研究科准教授を経て、2010 年から現
職。主な著書に『経営センスの論理』
（2013、
新潮新書）など。一橋大学大学院商学研究科博
士課程修了。

牛田 一雄

USHIDA Kazuo

1977 年慶応義塾大学経済学部卒業、三井物産
株式会社入社、大阪支店ニット部、82 年中国
修業生（北京・台北）
、88 年香港三井物産、99
年台湾三井物産繊維営業処長、2004 年アパレ
ル事業部長、
09 年台湾三井物産董事長兼総経理、
12 年理事駐中国副総代表兼三井物産（上海）貿
易有限公司董事・総経理、13 年より現職。

居 年豊

JU Nianfeng

橋本 和司

株式会社内田洋行
代表取締役社長

昭和 48 年熊本大学法学部卒業、株式会社内田
洋行入社、平成 3 年教育システム事業部企画部
長、6 年システム事業本部営業推進部長、10 年
北海道支社長、15 年取締役九州支社長、19 年
取締役専務執行役員管理本部長兼マーケティン
グ本部長、20 年現職。

中村 次郎

西林 隆

4

2014 日中経営者ラウンドテーブル

四川大学化学学部卒業。現在、重慶博騰製薬科
技株式会社取締役会会長であり、重慶博騰精細
化有限会社取締役会会長・阿克蘇諾貝爾中国有
限会社（オランダの化学メーカー「アクゾノー
ベル」の中国法人）重慶代表所経理等も務める。
重慶博騰制薬科技株式会社は 2005 年に設立。
欧州・米国・香港に子会社を持ち、グローバル
製薬企業やバイオテクノロジー企業向けに医薬
品の研究開発・生産サービスを提供するハイテ
ク企業。深セン証券取引所のベンチャー企業向
け株式市場「創業板」に上場。

林峰

厦門大学卒業後、英国ダンディー大学で MBA
取得。旭輝グループは
「中国不動産開発企業 1 級」
の資格を持ち、6 年連続で「中国不動産企業トッ
プ 100」にランクイン。その中でも成長性・経
営効率・企業収益性・華東地域におけるブラン
ド価値の面でいずれもトップ 10 に選ばれてい
るほか、
「上海市不動産開発企業トップ 10」に
も選ばれている。2012 年香港証券取引所上場。

LIN Feng

柏原 孝

羅 勁松

LUO Jinsong

劉 耀輝

LIU Yaohui

湖南師範大学で修士号（理学）
・湖南大学工商
管理学院で博士号（管理学）取得。
「中国不動
産業界リーダートップ 100」にも 2 度選出。現
在、中国房地産協会常務董事・湖南省房地産開
発協会会長・湖南省青年連合会副主席などのほ
か、華盛麓峰グループ取締役会会長・湖南省政
治協商会議委員も務める。華盛麓峰グループは
1993 年に設立。不動産投資・開発をメインとし、
華盛家園・華盛藍色地標といった高級住宅及び
商業プロジェクトの開発を次々と手掛け、華盛
新外灘や華盛世紀新城などの都市開発も展開。

重慶東銀ホールディンググループ
有限会社 総裁

羅 韶頴

LUO Shaoying

南京東南大学・米国ジョージア大学卒。江蘇江
動集団有限会社取締役会会長・重慶東原房地産
開発有限会社取締役会会長等を歴任。現在、重
慶東銀ホールディンググループ有限会社総裁。
重慶東銀ホールディンググループ有限会社は
1998 年に設立。機械製造、不動産や鉱産エネ
ルギーを主とする大型投資持株企業グループ（江
淮動力・東原不動産など上場企業を数多く持ち、
ロイヤルダッチシェルなど有名企業と提携し 20
社以上の持株会社や合弁企業を設立）
。ここ 15
年で従業員 1 万人以上、年間売上高 100 億元
超の企業に成長。

浙江建龍ホールディンググループ
有限会社 取締役会会長

浙江建龍ホールディンググループ有限会社取締
役会会長・北京建龍重工業集団有限会社取締役
会副会長・浙江商人理事会会長。建龍グループは、
資源・鉄鋼・海運・機電産業を束ねる大規模な
企業グループ。グループ持株会社は 2013 年に
730 億元の事業所得を計上。
「2013 中国民営企
業製造業 500 強」ランキング 13 位。

張 偉祥

ZHANG Weixiang

陝西宝姜石化企業グループ
取締役会会長

KASHIHARA Takashi

1956 年 生まれ。1979 年 早 稲 田 大 学 卒 業 後、
日産自動車に入社。1991 年北京事務所担当、
2003 年 中 国 事 業 室 室 長、2011 年 より理 事、
中国事業本部 本部長を務め、日産 ( 中国 ) 投資
有限公司総経理を兼務している。 20 年以上に
わたり中国事業に携わっている。

NISHIBAYASHI Takashi

解放軍信息工程大学で学士号（理学）
、北京大
学 EMBA コースで修士号を取得後、中国民航開
発服務会社で勤務。北京陽光創意広告有限会社
社長・北京経貿技術開発会社副社長を経て、現
在、航美伝媒グループの創始者で代表取締役兼
CEO。航美伝媒グループは中国のデジタル航空
メディア市場で 90% 以上のシェア、一般的な
空港メディアリソースでもトップシェアを誇る。
同社の航空メディアネットワークは中国全土の
主要空港や、中国国際航空など多くの航空会社
2300 路線以上をカバーしている。2007 年 11
月にナスダック上場。

中 国 人 民 大 学 経 済 学 修 士 号 取 得。1989 年
COFCO 入社。食品 · 飲料の生産、マーケティ
ングおよび経営全般に豊富な経験を持つ。2003
年から現在に至るまで COFCO コカ · コーラ飲
料有限会社の CEO を務めるかたわら、2011
年 2 月から 2013 年９月まで、COFCO 傘下の
中国食品においてもマネージングディレクター
を務め、2013 年 10 月、COFCO コカ · コーラ
飲料有限会社取締役会会長兼 CEO となった。
COFCO コカ · コーラは、COFCO とザ・コカ ·
コーラカンパニーという共に世界のトップ 500
企業にランクインする 2 社の協力の結晶として、
2000 年に正式開業。COFCO 持ち株 65％、コ
カ · コーラ持ち株 35％。 中国国内 15 地域のう
ち、COFCO コカ · コーラは都市部 100％、県
および辺境地帯で 94％の市場を独占している。
COFCO コカ · コーラは全世界コカ · コーラグ
ループ内でのトップテンボトラーである。

華盛麓峰投資ホールディンググループ
有限会社 取締役会会長

旭輝ホールディング（グループ）
執行役員兼総裁

HASHIMOTO Kazushi

NAKAMURA Jiro

栾 秀菊

LUAN Xiuju

重慶博騰製薬科技株式会社
取締役会会長

東レ株式会社専務取締役
兼東麗（中国）投資有限公司
董事長兼総経理

1973 年青山学院大学経営学部卒業、日本通運
株式会社入社。2002 年シンガポール日本通運
株式会社取締役社長、06 年執行役員アジア・オ
セアニア地域総括、香港日本通運株式会社取締
役社長、08 年取締役常務執行役員海運事業部・
美術品事業部担当、11 年より代表取締役副社長
副社長執行役員営業本部長兼国際事業本部長。

日産自動車株式会社理事、
中国事業本部本部長
兼日産（中国）投資有限公司総経理

郭曼

GUO Man

澤田 眞治郎

1972 年 東レに入 社 後、一 貫して繊 維営業を
歩 み、2004 年 取 締 役、2007 年 常 務 取 締 役。
2011 年常務取締役兼東麗 ( 中国 ) 投資有限公司
董事長として上海に常駐。2013 年より専務取
締役兼東麗 ( 中国 ) 投資有限公司董事長兼総経
理。上海駐在 3 年目になる。神戸大学卒業。

COFCO コカ · コーラ飲料有限会社
取締役会会長兼 CEO

航美伝媒グループ 代表取締役
兼最高経営責任者 (CEO)

SAWADA Shinjiro

1975 年 東京大学工学部物理工学科卒業、日
本光学工業株式会社（現ニコン）入社。2003
年執行役員精機カンパニー開発本部長、2005
年常務取締役兼上席執行役員精機カンパニープ
レジデント、2007 年取締役兼専務執行役員精
機カンパニープレジデントを経て、2013 年よ
り代表取締役兼副社長執行役員精機カンパニー
プレジデント、知的財産本部担当、経営企画本
部副担当。

日本通運株式会社
代表取締役副社長

1982 年早稲田大学法学部卒業、野村證券株式
会社京都支店配属、85 年オーストラリア国立経
営大学院留学、ロンドン、ジュネーブ、シンガポー
ル勤務を経て、05 年野村ホールディングス株式
会社 執行役グローバル・エクイティ担当、10
年専務執行役員グローバルマーケッツ担当、13
年執行役員アジア戦略担当兼アジア・ウェルス・
マネジメント担当、野村證券株式会社 専務執行
役員。2014 年 4 月より野村ホールディングス
株式会社 執行役員アジア地域チェアマン兼アジ
ア・ウェルス・マネジメント担当、野村證券株
式会社 専務執行役員。

三井物産株式会社
執行役員駐中国総代表

KUSUNOKI Ken

株式会社ニコン
代表取締役兼副社長執行役員

方 玉友

FANG Yuyou

野村ホールディングス株式会社
執行役員アジア地域チェアマン
兼アジア・ウェルス・マネジメント担当

19 歳で家業を継承、大山ブロー工業所（現アイ
リスオーヤマ）代表者に就任。工場を国内８ヶ
所に建設。1992 年アメリカ、96 年中国、98
年オランダなどに現地法人を設立し、現地生産、
現地販売で事業を展開。地方から世界で展開す
るグローカル企業に成長させた。

OHYAMA Kentaro

前伊藤忠商事株式会社取締役会長、早稲田大学
特命教授。1962 年 3 月名古屋大学法学部卒業、
同年 4 月伊藤忠商事入社、主に食料部門に携わ
る。1998 年 同 社 社 長、2004 年 会 長 に 就 任、
2010 年 6 月～ 2012 年 12 月中華人民共和国
駐箚特命全権大使、現在に至る。2006 年 10
月～ 2008 年 10 月経済財政諮問会議民間議員、
2007 年 04 月～ 2010 年 03 月地方分権改革
推進委員会委員長。主な著書に「人は仕事で磨
かれる」文春文庫刊など。

杭州珀莱雅化粧品株式会社 社長

1996 年化粧品業界で起業、1998 年石家荘燎
原化粧品有限会社を設立し、1999 年末、デパー
ト、スーパー、専門店など 1800 カ所の販売ネッ
トワークを持つ、河北省で最大かつ最も実力の
ある化粧品販売会社に成長させた。2003 年に
は杭州珀莱雅化粧品有限会社（現：珀莱雅化粧
品有限公司）に加わり事業を全面的に担当する
と同時に、ブランド経営の道を歩み始めた。珀
莱雅化粧品株式会社は化粧品の研究開発、生産、
販売が一体となった大型グループ企業で、本
社は浙江省杭州市にある。現在、傘下に「珀莱
雅」
、
「優資莱」
、
「悠雅」
、
「欧蘭萱」
、
「韓雅」の
5 大化粧品ブランドを持ち、スキンケア、コス
メ、ヘアケア、フレグランスなどの製品を取り
扱う。2009 年には巨額を投じて建設した敷地
面積 100 畝、建築面積 5 万平方メートルの新し
い化粧品生産センターが操業開始。すでに国内
トップの化粧品ブランドとなっている。

西北大学 MBA・長江商学院 EMBA 修了。現在、
陝西宝姜石化企業グループ取締役会会長のほか、
陝西省政治協商会議委員・全国工商業連合会石
油業商会常務理事・同省石油製品流通協会副会
長等を務め、
「陜西省青年実業界トップ 100」に
も選ばれている。陝西宝姜石化企業グループは
主に製油の輸入および貯蓄、販売を扱うエネル
ギー企業で、年間売上高 40 億元に到達。

優揚文化伝媒株式会社
ファウンダー

鐘 小秋

優揚文化伝媒株式会社ファウンダー。優揚伝媒
グループ創立十四年来、児童向けメディア業界
の発展に貢献してきた。優揚伝媒は、児童向け
電子広告会社から中国をリードする児童向けメ
ディア運営・コンテンツグループまで発展。主
要事業は製品開発、メディアネットワークおよ
びオペレーション、ブランドライセンス受託契
約および関連消費財展開、映画製作などである。

ZHONG Xiaoqiu

参加者プロフィール
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2014 日中経営者ラウンドテーブル総括

沃 野を拓く～成 熟 期の成長戦略とは
2 ケタの超高成長時代から、7％台の「中高速成長」時代に入った中国。デフレ脱却の出口が
見え始めた日本も少子高齢化の重圧がのしかかる。一方で両国政府は「改革」を旗印に経済の
構造変革に挑んでおり、そこからは新たな成長のチャンスも生まれる。成熟化の中でも成長軌
道に復帰しつつある先進国、あるいは転機を迎えた新興国経済。世界経済の重心が目まぐるしく
変化するなかで、企業はどのように成長の芽を見出し、新しい沃野を切り開いていくのか。ここ
では 2014 年 4 月 9 日の日中経営者ラウンドテーブルの議論から浮かび上がった次の成長に向
けての「解」を総括する。

とって大いに活かされるだろうという意見が多く出た。

大が期待される中国内陸部に力を入れるという。昨年には

ンテージをいかに補完し合い、新たな成長に結びつけるか

重慶で、農牧、肥料畜産の会社で食品事業もてがける地元

が、今後の経済発展の鍵となるという認識で双方は意見が

企業と合弁会社を設立。澤田眞治郎氏（三井物産株式会社

一致した。日中の各産業を代表する企業のトップが、未来

執行役員駐中国総代表）は、
「成長のスピードは中国内陸

に向けた大きな可能性について忌憚ない意見を交換する貴

部が非常に速い。沿岸の大都市から人口も移り、資本も移

重な場となったといえよう。

り、いわゆる内陸地方都市に新たな消費者層が生まれつつ

丹羽宇一郎氏は、
「政凍経温」の四文字で、現在、日本
と中国が抱える状況を形容した。政治的に冷え込んだ状況
にあっても、経済交流は引き続き発展させていくべきで、

次の成長市場を探る
☑ 長期低迷の日本と高度成長期を過ぎた中国
互いのアドバンテージで相互補完を

10.5 ～ 11.0% のシェアを持つ。日本はおそらく中国の何

経済が政治を牽引する力となることを期待したいと述べ

分の 1 程度で、中国抜きにしてはもはや世界を語れない

た。これについては、中国側の参加者からも同様の意見が

ということを認識していく必要がある」と、日本にとって

寄せられ、この共通認識のもと話し合いが進められたこと

中国がいかに重要であるかを強調した。

は大変意義のあることである。

金融においても、山﨑啓正氏（野村ホールディングス株
式会社 執行役員アジア地域チェアマン兼アジア・ウェル

ス・マネジメント担当）
が、
「2012 ～ 17 年までの 5 年間に、

☑ 世界の工場から世界の市場へ

拡大する中国の内需が経済を牽引する

ある」と語り、中国内陸部の急発展に地元目線で対応して
いくと考えを示した。

☑ いかに成長市場を見つけるか
消費のターニングポイント

中国経済が内需型に移行することで、
消費、
需要がグレー
ドアップする。このターニングポイントをいかにつかまえ
るかについて日中双方の経営者は注目した。
たとえば、大山健太郎氏（アイリスオーヤマ株式会社  
代表取締役社長）は、
「必需品のマーケットにおける快適

「失われた 20 年」と形容される日本経済と高い成長率

世界の個人金融資産は年率 5％上昇し、アジアはその平均

を維持する中国経済。両国の差は経済データにおいて歴然

を上回る 11％成長するという。しかし、中国マーケット

では、どの市場に新たな成長が見込まれるだろうか。ど

生活の側面から日本市場を創造してきた企業として、日本

と示すことができる。ディスカッションの冒頭で、丹羽宇

は 15％の成長が見込まれるのに対し、日本マーケットは

の市場に目を向けるべきか。
いかなる場所へ投資すべきか。

で開発された快適さは中国でも受け入れられやすいと考え

一郎氏（前中華人民共和国駐箚特命全権大使）は、
「中国

1％しかない」と話す通り、日本と中国の市場の差は数値

異なる背景を持った参加者から様々な意見が出たが、主な

る」と話す。今まさに中国市場は、必需品の分野で豊かな

の世界貿易総額に占める割合も米国を抜き、両国各々が

に現れている。

キーワードとなったのが、
「中国の内需」
「消費の転換点」
「環

生活を求める世界最大の市場となった。中国での「豊かな

境問題」
「高齢化社会」
「IT イノベーション」である。

生活」を求める消費者の増加が、新たな市場でのオポチュ

一方で、中国では一時期の二ケタ成長が一段落し、
2013 年の GDP 成長率は 7.5% まで落ち込んだ。中国は

丹羽氏は、
「世界の工場から世界の市場」へと変貌しつ

今、市場が大きな転換点を迎えており、成長率を維持しつ

つある中国は、
かつての成長期の日本と同じだと指摘する。

つ、この大きな変革期をいかに乗り越え、さらなる経済成

給与の上昇が内需を牽引するという構図は、まさに現在の

長につなげるかが課題となっている。

中国に当てはまり、
この内需の拡大に呼応し、
スーパーマー

州珀莱雅化粧品株式会社 社長）だ。中国の GDP 成長率

ケット、百貨店、コンビニエンスストアの分野において日

が 1 ケタに落ち込むなか、化粧品は毎年 25 ～ 30％の成

中は提携すべき」と訴えた。

長率を維持しており、今でも新興市場だという。

中国側の参加者からは、長い低迷期を経験しながらも、
世界の技術をリードする伝統に裏付けされた日本の技術の

6

青島市で事業を展開している。今後は、市場のさらなる拡

日中が直面する問題はそれぞれ異なるが、互いのアドバ

2014 日中経営者ラウンドテーブル

蓄積とイノベーション力は、いまなお世界市場で優位性を

コンビニエンスストアの分野では、すでに三井物産がセ

持っており、新たなビジネスモデルを模索する中国企業に

ブンイレブン・ジャパンとのジョイントで成都市、上海市、

ニティーをもたらすとの考えを示した。
また、既存の市場でも、さらに伸び代が大きいと指摘す
るのが、
化粧品の開発販売に長年携わっている方玉友氏
（杭

年間に化粧品に使う平均消費額も中国人は日本人の 10
分の 1 に過ぎず、化粧品の種類も日本の 1 万〜 2 万種類

総括
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迎え、資金コストの低い経営ノウハウを持つ日本の高齢者
向けサービス産業が、中国市場において、アドバンテージ
を発揮するだろうと語った。

☑ E コマースから組織革新まで

すべてで不可欠な IT イノベーション

に対して、中国は 1000 ～ 2000 種類。品種、消費量でも

☑ スピーディーさが求められる日本
市場の変化にどう対応するのか

の整備、法律の整備」を挙げて、経済界が解決に向けて政
治家に働きかけるべきだと主張した。
また、
中村次郎氏（日本通運株式会社 代表取締役副社長）
も、全世界で動いているコンテナの本数の半数以上が何ら
かの形で東アジアを経由しているにもかかわらず、ロジス
ティクスで世界的に遅れを取っているとし、その原因とし

日中の経営者が一同に注目したのが、モバイルネット

中国側の経営者が関心を寄せたのは、日本企業の市場の

て、空港や港湾のインフラ整備や繁雑な通関業務などコネ

ワークなどの IT 技術である。この技術も新たな市場を生

変化に対するスピードと、中国でいかにパートナーシップ

クティビティの遅れ、人件費など物流コストの高さが、ア

み出す原動力となる。

を築こうとしているかについてだった。

ジアにおける物流面での発展を阻害していると分析。日中

広告業を専門とする郭曼氏（航美伝媒グループ 代表取

羅韶穎氏は、
「成熟期に入りつつある中国市場でもビジ

中国はまだまだ不足しており、中国で人気の高い日本の化

締役兼最高経営責任者 CEO）は、中国の広告業界は中国

ネスのスピードが大事。日本企業がスピードについていか

粧品はさらにシェアを伸ばせる余地があると語った。

市場だけでなく、世界市場の影響を受けるグローバルな産

に考えているのかが注目される」として、日本企業の今後

また、機械製造の分野でも新たな需要が生まれると語っ

業と位置付けた上で、今後、インターネット関連企業と提

の市場へのアプローチに関心を寄せた。また、中国の新産

たのは羅韶穎氏（重慶東銀ホールディンググループ有限会

携し、飛行機、高速鉄道内 Wi-Fi に力を入れた新たな業

業であるアニメーションをてがける鐘小秋氏（優揚文化伝

社 総裁）
。特に農民の所得水準の向上に伴い、小型の農業

態を模索するとした。

の企業が両国政府に働きかけていく必要性を説いた。

☑「企業は人なり」

優秀な人材を得ることが成長への鍵となる

媒株式会社 ファウンダー）は、
「中国企業との協業に関し

そして、最後に日中の Win-Win 関係を可能とするパー

IT イノベーションによる産業革新は、広告業界に限ら

て日本はまだ保守的であり、日本で成熟したブランドと番

トナーシップを実現する上で最も重要な要素として、日中

補助金も出しているので、これから大きく発展する」と、既

ず、多くの分野に影響を与える。
「インターネットを使っ

組を直接、中国に持ち込もうとしている」と指摘。居年豊

双方の経営者が一致して挙げたのが、
ヒューマンリソース、

存の産業においても成長市場を開拓していけると指摘する。

た予約から登場手続きまでのシステムの活用でコスト低減

氏（重慶博騰製薬科技株式会社 取締役会会長）は、
「強龍

つまり人材である。

を実現。特に LCC はこれから日中双方が大きく成長でき

不圧地頭蛇（外来の強いものは地回りには勝てぬ）
」とい

丹羽氏は、
「企業は人なり。どんな立派な機械でも、最

る分野」
（片野坂真哉氏・ANA ホールディングス株式会

う中国のことわざを用い、
「現地の消費者の動向や政府関

後にそれを動かすのは人。人をどう確保し、教育するかに

社 代表取締役副社長）
、
「ネットイノベーションによって

係の政策をよく理解している現地企業との提携は重要で、

成功の鍵がある」とする。
「良いパートナーは、実際に仕

店舗のチェーン展開からネットベースの販売網への転換」

現地のヒューマンリソースをいかに活用するかをよく考え

事をする以外に見つけ出すことはできず、まず中国へ出か

るべきだ」と主張した。

けて良い人材がどこにあるかを考えるべき。M&A をする

機械に商機があるという。
「中国政府が農業政策を打ち出し、

☑ さらに高まる環境保護と食品安全への関心
日本の技術と経験が求められる

このほかビジネスチャンスとして挙げられたのが、経済
成長の過程で避けては通れない環境問題だった。
丹羽氏は、

（大山健太郎氏）
、
「管理の効率・向上と固定資産の大幅な

低減化」
（栾秀菊氏・COFCO コカ · コーラ飲料有限会社

この点については、
西林隆氏（日産自動車株式会社 理事、

なりして企業の成長を図ることが大事だ」と語った。

日本がかつて経済発展期に経験した公害問題を挙げ、同様

取締役会会長兼 CEO）
、
「IT イノベーションは単に生産性

の状況にまさに今、直面している中国において日本の経験

を上げるだけでなく、社員の創造性も育む」
（柏原孝氏・

「海外でパートナーを選ぶ際、グローバリゼーションであ

とノウハウが活かせると指摘。中国側経営者からも日本の

株式会社内田洋行 代表取締役社長）など、
IT イノベーショ

ヨーロッパ校区担当副学院長）も、中国でも「21 世紀は

りながら、現地での活動ではリージョナライゼーションを

人材に最もお金がかかる」と言われていると語り、日中が

省エネ、低炭素化などのノウハウを求める声が上がった。

ンは、次の市場を探る上で、欠くことのできない要素であ

目指す必要性がある」とし、パートナーとの提携によるシ

今後、優秀な人材を確保し、お互いの国の文化、企業文化

るという認識が日中で共有された。

ナジー効果、信頼関係、目標の共有化、そして利益配分に

に合った形で発展を求めていくということが大きな命題に

ついても Win-Win の関係を目指すと述べた。

なるだろうと示し、ディスカッションを締めくくった。

エネルギー事業を展開している劉耀輝氏（陝西宝姜石化
企業グループ 取締役会会長）も、環境保護にも携わって
いくだけでなく、中国の食品衛生安全は非常に大きな課題
となっており、日本の安心できる食品、飲料水は中国で非
常に関心を集めているという。具体的には、日本が持つ産

☑ 成熟期の市場に求められる
企業自身の価値の創造

中国事業本部本部長兼日産
（中国）
投資有限公司総経理）
も、

投資有限公司董事長兼総経理）は、
「長期的視点で、その

国に寄与する」
「優秀なローカルの育成と、ローカルに主
体的な経営を委任する」ことなどが、現地市場での成功

様々な分野から新たな成長市場についての意見が出され

エネルギー輸送などのソリューションにおいて、日中の連

たが、
楠木建氏（一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授）

携が可能であると指摘した。

は、成長期と成熟期の市場では異なるアプローチが求めら

代表取締役兼副社長執行役員）は、
「各国の異

れると分析した。成長期は新しい収益機会が生み出される

なる文化や人々の好みに合わせた製品を出して

ので、それを早く確実につかむことが求められるが、成熟

いくため、協業という形で新たな DNA を生み

期はむしろこうしたオポチュニティーをつかむことより

出すことが肝要」と語り、日本側も現地企業と

も、企業自体が自分で生み出す価値に収益の源泉を見いだ

のパートナーシップの構築に積極的な姿勢を示

また、中国の経営者からは異なる視点から新市場にアプ

すべきだという。つまり、自ら市場に価値を生み出し、
「新

した。

ローチする声も出た。羅勁松氏（華盛麓峰投資ホールディ

事業を創出する」ことが、これからの成長への足がかりと

ンググループ有限会社 取締役会会長）は、
「1950 ～ 60

なるのだ。

養老サービスにビジネスチャンス

年代生まれの中国人が現在すでに高齢化に向かっており、

では、新事業の創出に何が求められるのか。今回のディ

彼らが巨大なチャンスとなる」という。林峰氏（旭輝ホー

スカッションのなかで、
日中のパートナーシップのあり方、

ルディンググループ 執行役員兼総裁）も不動産開発の立

そして新事業を創出する組織、人材に関心が寄せられ、多

場から、可処分所得のある富裕層をターゲットにした養老

くの意見が集まった。

施設の整備が求められているとして、すでに高齢化社会を

2014 日中経営者ラウンドテーブル

滕斌聖（長江商学院 経営戦略マネジメント論准教授、

橋本和司氏（東レ株式会社 専務取締役兼東麗（中国）

地のトレース、オルトトリジン（OTO）残留塩素測定や

☑ 高齢化社会に突き進む中国の未来

8

新たな成長事業を創出する

ルクラスの教育」
「投資保護協定、知財保護協定」
「労働法

を導くと語った。牛田一雄氏（株式会社ニコン

☑ インフラ整備とミドルクラスの教育
中国が解決すべき課題

一方、日本側からも日中がより良いパート
ナーシップを築いていくための提言があった。
丹羽氏は、
「中国が最も必要とすることはミド

総括

9
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次の成長市場を探る

2014 日中経営者ラウンドテーブル

なければいけません。

フリーディスカッション

それに付随して、百貨店、スーパー、コ
ンビニは、物流のシステムを作り上げるこ
とも必須です。インターネットを使うこと
で、40 年前に比べると、格段に中国はや
りやすくなっています。今、アリババがそ
の分野に注目しており、さすがだと思いま

2014 年 4 月 9 日に東京で行われた日中経営者ラウンドテーブルでは、
製造、
物流、
金融、
文化メディ

す。内需の拡大に対応するため、物流や卸

アなど異なる分野の経営者と世界経済に詳しい学識者が集まり、様々な視点から次の成長市場につい

売業のシステムも含むインターネットを活

て話し合った。中国市場が今、輸出型から内需型へと大きく変化するなかで、いかにしてオポチュニ

用したインフラを整備する必要があります
が、
中国はこの整備が極めて遅れています。

ティーをつかみ、新たな成長市場を開拓し、またいかにして日中双方が新事業を創り出していけるの

この分野こそ、新技術を使った新しい日中

か。日中双方の参加者から多くの示唆に富んだ意見が出された。ここではラウンドテーブルの第１部、

経済協力の中でも革新的なカタチになるだ

第２部における各参加者の発言を紹介する。

ろうと思います。
中国で給料が毎年 2 ケタ台で上昇すれ
ば、世界の工場としての様々な条件が壊れ

次の成長市場を探る
関口 和一・日本経済新聞社 論説委員兼編
集委員 日本は過去 10 〜 20 年、経済の

を抱えております。だからこそ両国が経済

らく中国の何分の 1 ほどです。政治だけ

るのではないかと、日本では懸念されてい

的により密接に協調していくことで、政治

でなく、経済でも中国抜きでは世界を語れ

ますが、それには及びません。経済成長を

的な問題も解決していくことができると考

なくなっているということを我々は認識す

低下させるのは、労働生産性の下落です。

えています。

る必要があります。

つまり、給料が上がっても、それ以上に労

さらに日本と中国に留まらず、新興国、

働生産性を上げることが、経済成長の大き

丹羽 宇一郎・前中華人民共和国駐箚特命全権大使

停滞が続き、さらに未曽有の大震災も発生

途上国などの新しいマーケットもその後に

す。私は現在、
「政凍経温」という言葉を

し、エネルギー問題や急速な高齢化などの

控えています。日本と中国の企業が協力し

使っています。1972 ～ 2008 年に至るま

様々な課題を抱えています。

ながら、第 3 の市場に対しても、成長戦

で、
日中両国首脳は 4 つの調印をしました。

から世界の市場へと、市場のウエイトが高

習近平改革の大きな骨子は、世界の工場

な要素となるのです。
起きてきます。

経済成長には、
人口増加率も大事ですが、

まずインフラをどうすればよいのかが課

資本投下率や全要素生産性という生産性を

こうしたなか日本が国際社会で経済成長

略を打ち出していく必要があると思いま

現在、両国の首脳が行わなければいけない

まってくる時代に合っています。そして、

題です。中国では、住居、ガス、電気、道

上昇させることが大事です。この 3 つの

していくためには、イノベーションとグ

す。そのような観点から、今日はお集まり

ことは、共同声明の精神を遵守することを

公害と開発のバランスをとるなかで、日中

路などのインフラ整備が、まだ経済の主要

要素で経済の成長率は規定されるわけで

ローバリゼーションが欠かせません。国内

の講師の皆様から、それぞれ忌憚のないご

互いに確認し合うことだと思います。

の協力がいかに重要であるかが明らかに

な部分を占めていると言えるでしょう。

す。したがって、経済成長率をいかに上昇

の市場に留まらず、
広く海外に目を向けて、

意見を頂戴したいと考えています。

成長を続ける市場、特に新興市場の成長を

武器をとって事を構えるのではなく、そ

なってくるでしょう。こうしたなかで、日

また、日本でも市場化率が高まった

の精神を生かす努力を両国首脳がするべき

本の技術、歴史を中国に十分学んでほしい

1970 ～ 90 年に、給料は毎年のように 15

日本の中にも取り込んでいくことが必要で

丹羽 宇一郎・前中華人民共和国駐箚特命

です。現在は、むしろお互いにそれを壊す

はないかと思います。こうした新しい成長

全権大使 世界は、いまや中国抜きには語

ような努力をしているのではないかという

機会を探るために、新しい経営理論やアン

れなくなってきていることを我々は認識

声が聞こえるほどです。このような状況な

トレプレナーシップなどを日本で育んでい

する必要があるでしょう。過去 25 年間の

ので、政治の部分では相当の時間がかかる

かなければいけません。

GDP の推移を見ると、世界の GDP は 18

と思います。

日本と中国は、非常に長い交流の歴史を

兆ドルから 72 兆ドルに膨らみました。米

しかし、1989 ～ 1993 年に至る中米の

持っており、両国経済は密接不可分の関係

国の GDP も約 3 倍。中国は 0.4 兆ドルか

動きをみると、89 年はご承知の通り人権

にありますが、現在、政治的に諸々の課題

ら実に 8 兆ドル以上と 20 倍以上になりま

問題が少し出ました。それでも経済が政治

した。日本は現在、

を押していく、主導していくという動きが

円安のおかげで、

中米の間であったわけで、
これを我々は今、

ドルベースでみる
と GDP は相当に

関口 和一・日本経済新聞社 論説委員兼編集委員

2014 日中経営者ラウンドテーブル

させるかが、これからの中国経済にとって
最も重要になるだろうと思います。
新規の生産性の高い機械の導入、生産設

中国は、日本の高度成長期のように
市場化率が上昇し、所得が増え、内需が拡大する。
そこに新たな市場が生まれる
丹羽 宇一郎氏

備への投入も大変重要になります。日本が
米国を抜いて、経済を発展させた 1970 年
から 90 年にかけては、鉄鋼をはじめ、ほ
とんどの分野で新しい最新式の設備投資が
行われ、一方の米国は古い設備で競争して
いました。今まさに中国がその時期に来て
います。先ほど申し上げたように、市場化

のです。

～ 20% も 10 年間上がりました。これが

率に対応する経済のシステムを、今回の日

日本と中国の新しい経済協力の骨子とな

日本の経済を牽引する原動力となりまし

中経営者ラウンドテーブルの主要なテーマ

学ぶべきであると思います。これからは経

るのは、今後さらにウエイトが高まって

た。その変化に対応する具体的なビジネス

として議論していただくのが大変有益では

済が政治をプッシュしていくのです。そこ

行く中国の内需です。中国は、対 GDP 比

は、スーパーマーケット、百貨店、コンビ

ないかと思います。

へこみ、3 兆ドル

で今、経済主導で日中関係を進めていくこ

で市場化率が 50％を切っており、47 ～

ニエンスストアなどで、内需に対応する市

から 1.7 倍程度増

とが唯一の道であろうと思います。その意

50％ほどです。米国は 70％以上、日本は

場が創出されたわけです。

えただけです。

味で、日中経営者ラウンドテーブルが行わ

およそ 67％です。

世界貿易総額に
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政治的な日中関係は、ご承知の通りで

れることを大変嬉しく思っております。

郭 曼・航美伝媒グループ 代表取締役兼最

今まさに中国では、毎年のように給料が

高経営責任者（CEO） 2005 年に、航美

そして現在、中国の都市化率は約 50％

上昇し、内需も増えています。今後、中国

伝媒グループという会社を創設し、中国航

占める中国の割合

中国は、経済的には中位安定の時期に

ですが、2020 年には 60% まで上昇する

が新しい技術開発、新しい仕組みで経済を

空業での電子メディアを専門に事業を展開

も米国を抜き、中

入るでしょう。日本は、1970 年代から

と言われています。毎年のように 1,400

伸ばしていくために、この分野で日本と協

しています。この市場でのシェアは 90％

米両国がそれぞれ

1990 年までの環境公害と経済発展のバラ

万～ 1,500 万人の人口が農村から都会に

力していくべきでしょう。

を超えます。我々のプロダクトラインは多

10.5 ～ 11.0% の

ンスをどのようにとるかが重要でした。現

流れるということは、今後、都会の需要は

新しい重化学工業だけではなく、内需の

く、空港の搭乗タラップやサインボード等

シェアを持ってい

在の中国にとっても、最も重要なことだと

相当急激に増えます。毎年、農村から都会

拡大が重要となります。よって、それに対

では最大の事業者です。このほか、ガソリ

ます。日本はおそ

思います。

へ大量の人口が移動すると、様々な問題が

応できるだけの経済的なインフラをつくら

ンスタンドでの広告事業も行っています。

ディスカッション 第一部
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次の成長市場を探る

広告業は競争が

ようと思っています。この分野で、大きく

激しい分野です。

突破したいと思っています。

この業界は市場の

私どもは現在、世界で 60 数カ国に約

「長期的視点でその国に寄与する」
「友好信頼関係の熟成」
「優秀なローカルを育成し、
主体的経営を委任」
「労組との信頼構築」が、
海外での事業運営における基本

150 の拠点があり、鉄鋼、金属製品、機械、
化学品、食料、消費財など、多様な商品を

動向と密接不可分

橋本 和司・東レ株式会社 専務取締役兼東

で、経済情勢が悪

麗（中国）投資有限公司董事長兼総経理

い時には、その影

東レは素材産業です。素材の開発には長期

響を最も受けやす

的な視点が必要です。私どもの祖業である

い産業と言えるで

繊維は 80 年以上の歴史があります。現在、

しょう。世界的な

航空機や自動車に一部使われ始めた炭素繊

情勢からみると、

維の開発でも50年以上の歴史があります。

商品で開発していきます。その際、商品開

カル人材になっています。最後は「労働組

沙など数カ所に、商品にとらわれることな

中国は長期間に渡

また、水処理関係でも 40 年以上培った技

発だけでなく、商流改革、それから適正な

合との信頼関係の構築」
。この 4 点が当社

く人材を配置しております。これは、地場

る高度成長を続け

術を活かして事業を展開しています。

価格政策が重要だと思います。

としての基本方針であり、海外で成功する

のニーズを取り込み、新規案件を発掘して

ための戦略です。

いこうという発想からです。

ました。しかし、
中国の広告業は、

郭 曼・航美伝媒グループ 代表取締役兼最高経営責任者 (CEO)

素材開発では、非常に長期的な視点で市

橋本 和司氏

扱っています。中国でも北京、上海、広州
といった沿岸主要都市とは別に、合計 18
拠点を設け、各商品分野で事業展開をして
おります。
最近、注目している内陸部では、新たな
試みとして地域目線を大事にし、武漢や長

次に、
海外で成功するための戦略ですが、

場を探る、あるいは開拓していくことが重

当社の海外での事業運営の基本方針は、大

2008 年の米国金融危機、ヨーロッパの債

用し、有名ブランドのワインをもらえる、

要です。そこで、私どもは、AP（アクショ

きく分けて 4 つあります。１つ目は「長

澤田 眞治郎・三井物産株式会社 執行役員

の１つです。現在、重慶で日本のセブンイ

務危機、日本の大震災やタイの洪水におい

観光地で車を 1 日無料で借りられる、あ

ンプログラム）-Growth TORAY 2020

期的視点で、
その国に寄与する」ことです。

駐中国総代表 中国経済について、様々な

レブンと共同でコンビニエンスストアを始

ても大きな影響を受けたのです。

るいは宝くじをもらえるといった、初回は

を 2014 年 4 月から 3 カ年の中期事業課

短期的な利益を求めるのではなく、その国

特色を挙げられますが、我々は特に中国市

めたところで、非常に良い形で進んでおり

題としてスタートさせました。

の発展とともに事業を拡大していくことが

場のスピードとスケールに注目していま

ます。また同じく重慶で、産業園区の開発

大変重要です。

す。中国の地方都市、特に内陸都市の発展

にも携わっています。こうした具体的な案

常に新分野でのブレークスルーを求める、
今後は航空機内の Wi-Fi サービスなど
移動通信を利用したイノベーションを進めていく
郭 曼氏

中でも、アジア、米国、新興国の事業拡

例えば、重慶は我々が注目している場所

大プロジェクトを 1 つの大きなテーマに

２つ目は、
「友好信頼関係の熟成」
。3 つ

のスピードは目を見張る速さです。様々な

件を実現させるためには、地場目線だけで

しています。アジア、米国、新興国事業で

目は「優秀なローカル人材の育成と、ロー

要因がありますが、人口、資本が沿岸の大

なく、地場のパートナーの存在が非常に重

は、昨年度の約 7,800 億の事業規模から、

カル人材に主体的な経営を委任する」こと

都市から内陸地方都市に移り、新たな消費

要になると思います。

3 年後の 2016 年には 1 兆 1,500 億へと、

です。当社では、既に 18 社の社長がロー

者層が生まれてきていると思います。

中国企業の経営スタイルには、様々なタ

約 1.5 倍の規模まで拡大しようとしてお
ります。

航空関連の広告における顧客の 30 〜

必ず当たる賞品を出しています。広告はス

その主要な戦略として、日本にマザー工

40% は自動車会社です。タイの洪水や日

マートフォンにもダウンロードできます。

場を置き、最先端の研究や技術開発、革新

本の地震は、自動車の産業チェーンに直接

百度（バイドゥ）
、騰迅（テンセント）

的なプロセス開発などでコストダウンを図

的な影響を与えました。広告業は、全世界

など我々の顧客もこのキャンペーンに強い

ります。一方、いま話題になっているアジ

の経済情勢に敏感に反応するわけです。そ

関心を寄せており、積極的に我々と提携し

ア新興国等や、米国を含めた海外では、需

のため、広告業が儲かるということは、経

ています。こうした提携関係が、我々の広

要地立地、
コスト競争力などを考えながら、

済情勢が良いということであり、逆もまた

告事業に大きな変化をもたらし、イノベー

最適地生産を行っていきます。

然りです。

ションの新しい原動力ともなっています。

当社は、すでにアセアンで 50 年、中国

中国の一部の業界は、起業したら絶対に

また現在、飛行機内の Wi-Fi サービス

でも 20 年、合理的コストで高付加価値な

儲からなければならないという考え方があ

にも力を入れています。日本の企業、米国

素材の供給が可能な体制を構築してきまし

ります。例えば、不動産や金融をやれば必

の企業が競争するなかで、我々も飛行機や

た。この体制下で、特に素材などの伸びて

ず儲かると思われますが、中国でも広告業

高速鉄道の Wi-Fi サービス事業に進出し

いく需要を取り込むべく努力します。

は厳しい業界というのが共通認識です。

需要がますます

苦しい状況のなかで、新しい分野や、新

拡大するアジア新

しいブレークスルーを模索しています。特

興国では、経済発

に近年、移動通信が大変発展をしているの

展に伴い、さらに

で、
この移動通信の分野において、
イノベー

高機能・高付加価

ションを図りたいと思っています。

値製品の需要が

我々が扱う空港のパネル広告では、儲け

我々の持つ技術を

ろもあります。採算はあまりよくありませ

駆使して、新素材

ん。新たにモバイルネットワークを利用し

の開発を進めてい

てブレークスルーを図りたいと思い、ま

きます。コモディ

ずこの 3 月から北京首都空港で旅客との

ティで勝負するの

インタラクティブなサービスを始めまし

ではなく、高機能・

た。QR コードやショートメッセージを利

12

高まるでしょう。

ているところもあれば、儲けていないとこ

2014 日中経営者ラウンドテーブル

橋本和司・東レ株式会社専務取締役兼東麗（中国）投資有限公司董事長兼総経理

高付加価値のある

ディスカッション 第一部
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次の成長市場を探る

かむことで成長し

単純に機会をとらえて、不動産や金融など

てきました。経済

の儲かる分野に多角化していくことより

が成長する過程で

も、どこかに軸足を決めて、自分たちにし

は、新しい収益機

かできない価値を創っていくことが重要に

会が次々と出てく

なっていくと思います。日本でもそのよう

るので、いかに早

な企業が 90 年以降に残りました。中国で

く、 確 実 に そ の

も、それが問われていくと思います。

本企業は非常に低く抑えています。我々

日本の低い資本コストはアドバンテージ。
高齢化社会を迎える中国で養老施設などの
新規市場を開拓する良きパートナーとなるだろう
林 峰氏

の企業家は、日本の低コストの運営資金な
どを活かし、いかにしてグローバルな投資
を行えばよいのでしょうか。
これについて、
日本企業との交流を通じて答えを得たいと
思っております。

チャンスをつかん

東レをはじめとする、日本でいま元気な

でいくかが、経営

会社というのは、
オポチュニティーよりも、

べ、進んでいるの

大山 健太郎・アイリスオーヤマ株式会社

の鍵になり、利益

クオリティを創出している会社です。これ

で、何度も視察し

代表取締役社長 中国の産業は、確かに輸

は成長についてき

から、このような企業が中国でも次々と登

たこともあります。

出型から内需型に大きく転換しようとして

ました。いわば、

場することが大切だと考えます。

また、天津には三

います。内需型産業の中でも生活必需品は

井物産との合資子

競争が非常に激しいマーケットですが、当

林 峰・旭輝ホールディング（グループ）

会社も持っており

社はあえて快適生活の側面から市場を創出

執行役員兼総裁 我々は不動産開発をして

ます。日本の細か

してきました。

おります。今日は業界の異なる中日企業が

な管理体制につい

東洋文化におけるライフスタイルは基本

集まっていますので、共通する課題につい

て、勉強するとこ

的には変わらないと思います。中国におい

て話したいと思います。それは、中国とい

ろが多いです。今

ても、ガーデニングやペット用品、あるい

う最も発展の速い経済市場において、双方

回、この場におい

はクリア収納など日本で開発された快適生

がいかに発展のチャンスをつかみ、収益源

て、3 つの点でご

活を提案し、中国市場でのシェアを伸ばし

を確立するかについてです。

教授願いたいと

てきました。

成長のための成長

澤田眞治郎・三井物産株式会社執行役員駐中国総代表

は、この点に非常に注目しています。中国

だったのです。

注目すべき中国内陸部で地域目線を大事にし、
現地パートナーとともに地元ニーズに対応していく
澤田 眞治郎氏

林峰・旭輝ホールディング（グループ）執行役員兼総裁

イプがありますが、コアのビジネスを展開

ところが当然ながら、どの経済も成熟し

ここで 1 つ提案があります。日本と中

した後に、経営の多角化を目指す企業が多

ます。中国はまだ成長期にありますが、長

国の資源を合わせ、中国市場でいかに利益

化したサービスや老人住宅などの経験や事

１つ目は、人材の育成などについて。2

40% 台、やがて間違いなく 50% 台になり

いように思います。

期的には成長率が下がっていくでしょう。

を確保していけばよいのでしょうか。

例は、日本にとってアドバンテージになっ

つ目は三井物産のように多角経営を行うに

ます。中国では、個人所得が引き続き伸び

ています。

思っています。

現在、中国の GDP に占める個人消費は

我々は、総合商社としての総合力で、現

そうすると、
企業の業績の源泉は、
オポチュ

養老施設を例に挙げてみましょう。中国

あたって、グローバルな管理をどのように

ていくので、今後、さらに大きなビジネス

地パートナーのニーズを取り入れながら、

ニティーをつかむことよりも、自分たちの

は、もうすぐ日本と同じような高齢社会に

先ほど橋本氏が、中国事業での経営トッ

したらよいのか。また 3 つ目は生産プロ

チャンスがあるでしょう。中国には 13 億

経営多角化に向けた支援をしています。こ

中で価値をつくるということにシフトせざ

直面しますが、高齢者向けのサービス産業

プに現地の人材を起用したと伺いました

セスにおける管理です。もう 1 つ、林氏

人のマーケットがあります。最近、チャイ

れは、一緒になって成長することも非常に

るを得なくなると思います。

の市場がまだ完全には形成されていませ

が、まだ足りないと感じております。日本

が言及したように、中国の企業、特に民営

ナリスクを懸念して「チャイナ・プラスワ

ん。しかし、この分野は潜在力の大きい市

企業が、中国市場で新たな発展を遂げたい

企業の資本コストは非常に高いですが、日

ン」が謳われるようになりましたが、
私は、

重要との考えからです。

これからの中国における事業モデルは、

重慶でのコンビニエンスストア事業の現
地パートナーは、もともと農牧、肥料畜産
会社ですが、食に関するビジネスの延長か
らコンビニエンスストアに進出しました。
今後は、パートナーとともにいかに地場目
線でニーズを取り込めるかが成功への鍵に
なると思います。

のであれば、現地人の登用よりも、中国側

成熟期の市場においては、オポチュニティーを
つかむことより自分たちの中で価値を創る
事業モデルにシフトせざるを得ない
楠木 建氏

のパートナーを最優先に考えなければなら
ないと感じます。
我々も海外に進出する際、海外のパート
ナーを最重視し、現地政府とよい関係を築
き、
共に強いチームを作り上げ、
我々の持っ
ている資源を最大限に活用します。このポ

人材育成、経営の多角化とグローバル管理、
低い資本コストによる経営ノウハウを
日本から学ぶところが多い
張 偉祥氏

イントにおいて、我々が共にできることは
楠木 建・一橋大学

多いと思います。日本の資本コストは比較

「チャイナ・プラ

ただし、2 つの人口に分けて考える必要

的低いので、中国の高成長型の業界で早く

スワン」には一切

略研究科教授 皆

があります。1 つは、政府が補償するべき

に着手すれば、将来的に大きな収益を得る

目がいきません。

さんのお話を伺っ

低収入層で、これらの人々のことは市場で

ことができるでしょう。

13 億という大き

ていると、成長に

は解決できません。もう１つは可処分所得

より多くの中日の合資型企業がそれぞれ

なマーケットを取

対する企業の構え

を持っている富裕層で、彼らは改革開放を

の革新的資源を活かし、新興市場や大きな

り逃がして、
「チャ

という点で、そも

経て、考え方の上でも、老人ホームなどを

市場で資源を補い合い、さらに大きな成功

イナ・プラスワン」

そも大きな違いが

受け入れる素地が整っています。彼らを対

を納めることができると期待しています。

はあり得ないと考

あるのではないか

象にしたビジネスチャンスがすでに目の前

と思いました。か

に来ていると言えるでしょう。

つての日本がそう

日本の資源は資本コストにあります。日

でしたが、成長期
にある企業はオポ
チュニティーをつ

14

場と考えられます。

大学院国際企業戦

楠木建・一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2014 日中経営者ラウンドテーブル

えております。
張 偉祥・浙江建龍ホールディンググルー

では、今後、中

プ有限会社 取締役会会長 我々は、鋼鉄、

国でどのようにビ

本の養老施設は、すでに中長期的な事業と

船舶、装備製造などを中心とした製造業者

ジネスを展開すれ

して、高金利の資金で運営するわけにはい

です。年商は 120 億米ドルほどになります。

ばよいのでしょう

きません。日本における老人ホームの細分

日本の鉄鋼業界や造船業は中国企業に比

張偉祥・浙江建龍ホールディンググループ有限会社 取締役会会長

か。当社は直営店

ディスカッション 第一部
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次の成長市場を探る

でデザインする必要性が認知されるように

東洋文化における快適なライフスタイルは
変わらない。ネットイノベーションを活かし、
豊かな生活を求める新規需要に対応
大山 健太郎氏

なってきました。働き方を変えることで、
社員も変わり、会社も変わるのだという流
れが明確になってきています。
学校教育においても同様です。日本では
現在、国を挙げて、国際競争力と理数科教
育の強化、グローバル人材の育成に力を入

オフィスはイノベーションを継続するための装置。
家具だけでなく、ICT 機器をトータルに
コーディネートする新分野を展開する
柏原 孝氏

れています。直近では、東京都荒川区内の
舗を展開すること

小中学校に約 1 万台のタブレット PC が配

に対応していくのか。今後、どういった付

パートナー選びのポイントとして我々が

から始めました

られ、生徒 1 人に 1 台を実現できる時代

加価値を創出していくのかという話に大変

重要視したのは、シナジー効果をどこまで

が、尖閣問題の悪

になりました。

興味を覚えました。これらの観点を踏まえ

果たせるのか、本当に信頼関係を築けるの

ながら、中国での日産自動車の取り組みを

か、将来的な目標を共有化できるのか、互

ご紹介します。

いにきちんと利益配分ができるか、そして

化以降、非常に苦

タブレット PC を使うことで、一斉授業

戦しています。そ

でただ受動的に教わるだけでなく、生徒が

のため現在では、

自習したり、グループで討議したりできる

日産自動車は 2003 年に当時 1,200 億

実店舗からネット

ようになります。
そして、
自分の意見をきっ

円を出資して中国に進出しました。自動車

ショップへ事業を

ちりとまとめて伝える力を養っていけるの

業界では最も後発でしたので、いかに後発

様々な新商品をグローバルな品質で、か

シフトさせていま

です。

の弱みを強みに変えるかに苦心しました。

つ安く提供でき、さらにサービスもきちん

るのかなどの点でした。

このようなアクティブラーニングの考え

一般的に中国に進出する外資系企業は 2

と行うことができるパートナー関係が求め

方が、
教育の現場で進んできています。
我々

つの合弁会社とパートナーシップを組む体

られました。さらに加えて、我々が後発で

はメーカーベン

は、学校もまた学習環境を変えることで、

制を取っていますが、我々は意思決定を早

あるという状況下で、どのような付加価値

ダーという業態

子どもたちを成長させることができると考

くして、
市場の変化に迅速に対応し、
リソー

をつけられるかということも考えるべき点

えています。日本ではこのような 2 つの

スの効率化を図るため、1 パートナー、1

でした。こうして最終的に選んだのが東風

大きな流れがあります。

マネジメント、1 セールスネットワークと

汽車有限会社でした。

す。
我々は、日本で

で事業展開してお
り、もともと流通

大山健太郎・アイリスオーヤマ株式会社 代表取締役社長

にも長けています。過去 50 年間、日本で

発された車を投入しました。
さらに 2014 年には、高級ブランドのイ
ンフィニティも導入し、現地生産を開始し

現在、中国では、上海を中心にオフィス

いう体制で、中国で展開しております。こ

2000 年度の中国での販売台数は 1 万

ます。
このように商品を多様化することで、

は、小売業など様々な産業が、チェーン化

柏原 孝・株式会社内田洋行 代表取締役社

分野において新しい流れを創出しようと力

の場合、重要になるのはパートナー選びで

5,000 台でした。尖閣問題による落ち込

中国の様々な顧客に満足してもらえる、そ

することによって、顧客に近い市場で事業

長 内田洋行は 1910 年に大連で創業され

を入れています。働く人たちの能力を最大

す。自動車の場合は、外資の出資比率の上

みもありましたが、2014 年には約 80 倍

の土地に根付いた企業になることを目指し

を展開し、これが日本の経済成長を牽引し

ました。現在、中国では上海に拠点があり

限に発揮できるオフィス空間を実現させる

限が 50% です。その制限下で、いかに良

の 127 万台に達し、日産の全販売台数の

ています。

ていきました。しかし、これからは間違い

ます。我々の主要事業は、オフィスデザイ

ため、ICT 機器とオフィス家具をトータ

いパートナーを選ぶかが非常に重要なこと

4 分の 1 を占めるようになりました。

なくネットイノベーションによって、ネッ

ン、教育、コンピューターです。

ルで提案しています。社員同士のコミュニ

になります。

最近、日本では、特にオフィスデザイン

ケーションをもっと円滑にしたい、各社員

において大きな変化が起きています。オ

の個性を引き出したいなどの要望に、企業

日本は過去、基本的に固定電話に頼って

フィスは、ただ生産性を上げるための場所

業績を向上させ、イノベーションの継続を

市場を創ってきました。しかし、
現在では、

だけではなく、イノベーションを継続する

可能にする原点があると思います。

固定電話から携帯電話に移行しようとして

ため社員の創造性を向上させる装置である

います。一方、中国は日本よりも進んでお

という観点が生まれてきたのです。

トショップに取って代わるだろうと思い
ます。

り、すでに大きなネットイノベーションの
可能性があると言えます。

中国の学校教育の場でも、いずれ日本で
起きている流れがやってくるので、この分

オフィス家具だけではなく、ICT 機器

野にも力を入れていきたいです。ICT 機

やコンピューターといったものをトータル

器を活用することで、子どもたちの能力

我々は将来的に中国でのマーケットシェ

グローバリゼーションというのは、考え
方としては良いのですが、実際の現地の活
動ではリージョナライゼーションが重要に

グローバリゼーションよりもリージョナライゼーション。
大地に根付いた企業として
中国の人々と汗にまみれながら邁進する
西林 隆氏

なるでしょう。中国の人々と汗にまみれな
がら、1 つ 1 つ課題を克服し、一歩一歩成
功をつかんでいきたいです。
劉 耀輝・陝西宝姜石化企業グループ 取
締役会会長 エネルギー関連の事業を行っ
ています。中国は世界最大の市場で、中国

現在、当社が中国で展開するネット

を高める教育の基

ア を 10% に 伸 ば

と日本はアジアで最も大きな経済体です。

ショップで、特に売れているのが収納用品

盤を築くことがで

すことを目標にし

これまで中国は、米国、欧州、そして日本

です。中国では現在、マンションが次々と

き、それが競争力

ています。そのた

から学んできました。中国は最大の発展途

建てられていますが、平米単価が高いた

の源泉になるので

めには、市場の多

上国でもあります。

め、収納スペースが十分ではありません。

す。

様化、市場の活性

生活が豊かになると、物も増えていきます

日本、欧州、米国のいずれも非常に進ん

化ということが、

だ管理の経験があり、特に日本は教育、金

が、家に収納するところがないのです。そ

西林 隆・日産自

我々にとって非常

融、環境保護、サービスの分野が非常に進

のためネット販売による収納用品の売り上

動車株式会社 理

に重要なキーワー

んでいます。中日経済が協力し合う空間は

げは、前年比 3 倍、4 倍と増えています。

事、中国事業本部

ドとなります。

非常に大きく、新しい市場や新しい分野に

このように豊かな生活に合った必需品へ

本部長兼日産（中

2012 年にヴェ

と商品を展開するのは、輸出型から内需型

国）投資有限公司

ヌーシア（啓辰）

へと変貌しつつある中国という世界最大の

総経理 オポチュ

という中国市場

中でも、私は 2 つの分野に注目をして

マーケットの現状に合致すると言えるで

ニティーをいかに

向けに、中国人に

います。1 つ目はエネルギーです。日本は

よって、中国で開

資源が少ないので、我々はエネルギーの供

しょう。

16

双方が Win-Win の関係を築くことができ

2014 日中経営者ラウンドテーブル

柏原孝・株式会社内田洋行 代表取締役社長

早くつかみ、変化

西林隆・日産自動車株式会社 理事、
中国事業本部本部長兼日産（中国）投資有限公司総経理

おいて、これからも多くのビジネスチャン
スがあると思います。
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次の成長市場を探る

中日が協力できる空間は大きい。エネルギー、
環境保護、食品安全の分野で日本の経験を
活かしたビジネス提携に未来がある
劉 耀輝氏
給や新エネルギーの技術開発の分野で日本

ビスを提供したいと思っています。
日本は、

嵩むのです。また、

ます。私は去年も日中経営者ラウンドテー

この分野での経験が豊富なので、これらの

通関のやり方が税

ブルで、日中の政治が冷え込んでも中国へ

案件のソリューションに関して幅広い協力

関ごとに違うこと

の路線展開を維持・拡大していくと申し上

を期待しています。

もあり、これがさ

げましたが、今でもその方針は変わってい

らにコストを押し

ません。

中村 次郎・日本通運株式会社 代表取締役

上げています。

副社長 我々は物流会社で、現在 13 社の
す。

定時性、定量性、

中国企業と合弁会社を設立し、中国全土で

コストの競争力な

事業を展開しています。

さきほど丹羽前大使が、経済が政治を推
し進めると話されましたが、まさにそうだ
と思います。

どをいかに高めて

中国の経済をこれから牽引するのは、地

企業とパートナーシップを結び、中国にお

2 つ目は環境保護や食品安全についてで

物流業は今後、中国のみならず、アジア

いけるかが、成長

方都市です。地方都市が経済発展の鍵とな

いてインフォメーションフロー、カーゴフ

す。日本の環境保全は大変優れており、食

全体で大きな成長を望める潜在的市場と言

を続けるアジアの

ります。現在、日本は 2020 年の東京オリ

ロー、キャッシュフローが三位一体となっ

品、飲料水も安心できると感じています。

えるでしょう。物流規模を海上コンテナ数

物流市場の課題と

ンピックに向けて、首都圏が非常に脚光を

たサプライチェーンのファイナンス・プ

中国では、食品の安全確保が非常に大きな

で算出したあるデータによると、全世界で

なりますが、これ

浴びています。しかし、日本も中国と同様

ラットフォームを作りたいと思っていま

課題となっています。我が社もこの分野

稼働するコンテナ数の 57％が、
日本、
韓国、

らの点は、民間企

に、これからは地方都市を活性化しなけれ

で貢献することが

台湾、アセアン、インドを含むアジア地域

できればと考えて

を経由しています。これは、アジアから欧

います。例えば、

米向けの輸出されるものや欧米から東アジ

産地のトレース、

アに輸入されるものも含まれています。

オルトトリジン

劉耀輝・陝西宝姜石化企業グループ 取締役会会長

しかし、この域内だけの割合になると、

中村次郎・日本通運株式会社 代表取締役副社長

ばいけません。

東アジアの物流システムは発展途上。
インフラやソフト、国境間のコネクティビティを
向上させるため、政府へ働きかけを

1987 年の中国就航後、北京、大連、青島、
杭州、厦門、香港、広州の沿岸部に航路を
広げました。これからは内陸部に展開する
計画で、3 年前に四川省成都に就航しまし

（OTO）残留塩素

全世界の 33％に過ぎません。今後、アジ

測定、エネルギー

ア経済が成長するについて、このパーセン

輸送、市民が安心

テージはますます増えていくでしょう。こ

して食事できるレ

のように物流は、とても期待ができる成長

ガポールと日本だけでした。シンガポール

業の力だけでは解決が難しいです。
そこで、

にインターネットで行われるなど IT イノ

ストランなど各方

産業です。

は小さな国なので例外としても、日本がよ

日中の会社が協力しながら政府に働きかけ

ベーションが進行しています。郭曼氏が

ていくことも必要だと考えています。

話されたように、いずれ機内サービスに

中村 次郎氏

た。今後は、武漢、重慶、西安など内陸部
の都市が有望だと考えています。
航空ビジネスでは、予約手続きがすで

面でビジネスモデ

世界銀行が出している
「ロジスティクス・

うやく 10 位です。そのほかのアジア地域

ルを作り、ワンス

パフォーマンス・インジケーター」による

では、香港が 15 位で、中国はまだ 20 位

トップの農産物ロ

と、ロジスティクスが先進的である国のベ

前後という状況です。

ジスティクスサー

スト 10 にアジア地域から入るのは、シン

Wi-Fi が導入されれば、航空会社が高い版
片野坂 真哉・ANA ホールディングス株

権料を払って映画を用意しなくともイン

アジア地域では、世界の半分以上のコン

式会社 代表取締役副社長 当社の関連会

ターネットで乗客が好きなものを自由に視

テナが稼働している地域であるにもかかわ

社は、航空、貿易や旅行など 70 社に上り

聴できるようになります。

らず、物流システムはまだ非常に弱いで
す。今後、
特に中国を含めた東アジアでは、
物流業が大きなマーケットになっていくで
しょう。
このとき最も重要になるのは、いかにし
て定時性、定量性を確保して、しかもコス
ト的に競争力を維持しながら物を運べるか

日中ともに地方都市が経済成長の牽引役となる。
インターネットを利用した低コストで
良い航空サービスが生まれる
片野坂 真哉氏

ということです。
中国の人件費の問題がよく話題になりま

つまり、コスト

すが、中国製品に占める物流費比率は意外

が下がって、生産

に高いと言えます。その原因はやはりイン

性が上がるという

フラ設備が不十分であることです。

ビジネスに有効な

これまで中国の空港、港湾、高速道路は

技術がすでにある

整備が続けられてきましたが、物流に関連

のです。この分野

したインフラや、トレースを含めた物流シ

で、日中がお互い

ステムのソフトは発展が遅れています。

の技術を提供し合

また最近、中国だけでなく、アジアで問

い、良い航空サー

題になっているのが、コネクティビティの

ビスが誕生するこ

問題です。東アジアを 1 つのアジア物流

とを期待していま

圏と考えた時、貨物トラックや列車が国境

す。

を越えて移動する連結部分での通関手続き
が複雑で、非常に時間がかかり、コストが

18
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片野坂真哉・ANA ホールディングス株式会社 代表取締役副社長

関口 和一氏

冒
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次の成長市場を探る

頭、丹羽前大使が指摘された通り、中国は

にミドルクラスの労働者の教育が重要にな

日本の企業は中国で仕事をして、その中で

「世界の工場」から「世界の市場」へと急

ります。人口の 1、2% 程度のノーベル賞

どこに良い人材がいるかを探すべきだと思

速に変貌を遂げています。中でも注目され

級の教育ではありません。ミドルクラスの

います。そして、M&A などを通じて企業

るのは、可処分所得の高い新たな消費者が

教育が、これからの企業の生死を決めるで

の成長を図ることが大事です。

そこに登場していることです。企業は、単

しょう。現在、中国が最も必要としている

また、日中の経済交流を進める際に大前

に量を追い求めるビジネス戦略ではなく、

は、ミドルクラスの教育です。教育がすべ

提となるのは、TPP ではなく、投資保護

ト論准教授、ヨーロッパ校区担当副学院

ンスがどこにあるのか。また、転換点にお

他との差異をより明確にできる付加価値を

てを決めるかもしれません。

持ったものをどうやって提供していくのか
が問われていると思います。
そのためには物流網やインターネットの

固定電話よりは携帯電話、チェーンの店舗
に対してネット販売と新しいツールを上手
に活用しています。日本企業もこうした対
応も必要ではないかという話が出ました。
また、パートナー選びも大事です。いか

滕 斌聖・長江商学院 経営戦略マネジメン

羅 勁松・華盛麓峰投資ホールディンググ

す。中国では、過去 30 年間の経済成長の

ループ有限会社 取締役会会長 私はヘル

過程で環境汚染が進みました。そのため、

スケア、環境保全型の建築に関連した設計

省エネで環境に配慮した方法で、庶民のヘ

などを行っています。

ルスケア産業をいかに発展させていくかが

中国経済の転換点におけるビジネスチャ

協定、知財保護協定です。この 2 つの経

ここから「新たな成長事業を創出する」と

いて日本と中国の

人材を確保する方法の 1 つに M&A と

済協定を結ばない限り、本格的な日中の経

いう新しいテーマで討論を進めます。中日

企業は、どのよう

いう手法があります。人材の育成には、時

済交流は難しいでしょう。何百億と投資し

両国の企業が、成熟市場における新しい分

な協力ができるか

間と費用がかかるので、M&A は短時間、

た技術を中国にも移転しながら仕事をする

野で、新しい方法を用いていかに発展して

という２点につい

いけるかについて話し合いますが、ここで

てお話したいと思

キーワードになるのは、やはりイノベー

います。

活用が重要となります。日本は、これまで
レガシーで進んできたわけですが、中国は

新たな成長事業を
創出する

成功の鍵は優秀な人材が確保できるか否か。
これからの中国に必要なのは、ミドルクラスの
教育による労働生産性の向上
丹羽 宇一郎氏

ションだと思います。

課題となっています。そこにビジネスチャ
ンスがあります。

中 国 は、2010

これまでの対話を聞いて感じたのは、中

年の第 4 四半期か

日間でイノベーションに対する考えが違う

ら経済が下降線を

ということです。日本企業には伝統的、技

たどり始め、その

術的な優位性があるのに対して、中国企業

勢いは、まだ衰え

には技術の積み上げがそれほど多くはあり

を見せてはいませ

かが、中国におけるビジネス、そして世界

低コストで人材を確保するために必要で

ので、この 2 つの協定は必須です。中国

ません。そのため中国側は、新しいビジネ

ん。

におけるビジネスの成功の大きなポイント

す。しかし、M&A で優秀な人材を確保す

と日本のそれぞれの企業が、日中両政府に

スモデルや経営手法を試みて、ビジネス

中国は現在、消

と痛感させられました。それでは、丹羽前

ると優秀ではない人もついてきます。これ

働きかけて、早急に実現させるべきです。

チャンスを発掘しようとしています。こう

費と需要が曲がり

大使に締めの言葉をお願いして、前半の

は、コストとして考えざるを得ないところ

経済協力においては、このような経済の

いった意味で双方が互いに学ぶべきところ

角に来ています。約 13 億人の人口のうち、

セッションを締めたいと思います。

です。優秀な人材が揃う企業を買収し、そ

ルールというものが大前提となるのです。

があるのではないかと思います。

非常に高い消費力を持つのは 6 億人です。

1950 ～ 60 年代生まれの中国人が、すで

の最も優秀な人材がいる部署に投資し、そ

もう 1 つの課題は、労働環境について

日本と中国の企業は、いずれも経営の多

中国の都市化が進み、人口も密集していく

に高齢化社会の予備軍となっています。彼

丹羽 宇一郎氏 皆さんの対話の中で共通

こをベースにして事業を拡大することを考

です。中国には労働組合がありません。労

角化を進めていますが、これは、世界でも

に感じたのは「企業は人なり」という言葉

えるべきです。

働組合は憲法上、認められていません。

比較的珍しいことだと思います。
米国では、

1954 年の憲法にある規定が最も古いもの

企業は多角化せずに専門化しなければなら

に Win-Win の関係を日中間で構築できる

です。どんな立派な機械でも、最後にそれ

「郷に入れば郷に従え」の言葉の通り、

を動かすのは人です。政治も、経済も、圧

特に中国の内需関連は、良いパートナーと

です。このような状況なので、今後起きる

ないという伝統的な考えがあります。しか

倒的に人が動かしています。それでは、人

手を組まない限り失敗するでしょう。中国

であろう様々な労使交渉に向けて、労働法

し、日本や中国では、企業が非常に高いレ

をどう確保するか。そして、人をどう教育

企業が日本へ来ても、日本企業が中国へ

の整備、法律の整備というものも欠かせな

ベルで多角化を実現しています。このよう

すればよいのか。機械化で労働生産性を上

行っても、良いパートナーを確保できれば

くなってきます。これらのことも総合的に

に両国には共通点もあれば、イノベーショ

げるにも、優秀な人材をまず育てることが

50％は成功だと思います。

考え、後半の議論をお願いしたいと思いま

ンにおける重要な違いもあります。

先決です。
もう 1 つの大きな課題は教育です。特

良いパートナーは、実際に仕事をする以
外に見つけ出すことはできません。まず、

す。

羅勁松・華盛麓峰投資ホールディンググループ有限会社 取締役会会長

羅 勁松氏

これらの点を踏まえ、ご在席の皆さまに
議論していただき、新しいビジネスモデル

ことから、どこに未来のビジネスチャンス

らをターゲットとする事業にもまた巨大な

や新しい事業分野でいかに発展していくか

があるのかが、
自ずと見えてくるはずです。

チャンスがあります。これら 3 つのチャ

について、考え方をシェアしていただきた

私は以下の 3 つのチャンスがあると考え

ンスを有機的に結合させることができれ

いと思います。

ています。

ば、中国経済は成長を維持しながら、消費

滕斌聖・長江商学院 経営戦略マネジメント論准教授、ヨーロッパ校区担当副学院長

を増やすことが可能になるでしょう。

情報化技術と製造

現在、
中国は、
消費と需要がグレードアッ

業の工業技術を活

プする転換点にいます。中国と日本の企業

用した環境保全の

家がともに考えるべきことは、この転換点

分野です。中国に

で、いかにきちんとチャンスをつかまえて

おける粗放型で高

いくかということです。価値の優位性をき

エネルギーの都市

ちんと押さえている企業にこそ、未来が開

開発を、グリーン

けると考えています。

で省エネに転換す

企業は現在持っている特許や技術、資金

るところにビジネ

の優位性だけでは、時間の流れと競争する

スチャンスがある

わけにはいかないと思います。企業の優位

と思います。

性と、社会の発展の趨勢を比較すると、社

そして 2 つ目の

2014 日中経営者ラウンドテーブル

３つ目は高齢化社会に関するものです。

中国の都市開発、健康ビジネス、
高齢者向けサービスに商機あり。
中国の消費と需要のグレードアップする転換期に
日本の優位性を活かすべき

まず１つ目は、
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新たな成長事業を創出する

200 以上の国と業

料ですでに行われていますが、二次元管理

のだという誓いの

どんどが販売事業が中心で、化粧品の技術

務を有し、パート

コードができたことで、顧客の冷蔵ケース

もと、さらに良い

開発は不十分です。韓国や欧州の化粧品会

ナー選びでは 128

の在庫管理が大変スムーズになりました。

製品・サービスを

社との研究開発や技術開発はすでにスター

年の長きに渡る歴

顧客の冷蔵ケースの位置と状況を二次元

提供していく所存

トしていますが、日本との協力はまだ少な

史で育んだ経験が

コードで管理しています。

です。最初にそれ

いです。日本の化粧品は大変繊細に作られ

を申し上げます。

ているので、
中国で大変人気が高いですが、

あります。

カメラ事業で

技術分野での協力はまだなので、この分野

中国で成功してい

な客が購入しているのかなどについても、

は、中国に工場が

でさらに協力することができるだろうと期

る 理 由 は、1979

待しています。

コカ・コーラが

栾秀菊・COFCO コカ · コーラ飲料有限会社 取締役会会長兼 CEO

ています。在庫数、売れ筋商品やどのよう
IT システムによって管理が行き届くよう

あ り、 従 業 員 は

年に中国へ進出し

になりました。また、商品の仕入れについ

3,000 人以上にな

日本の優れた製造設備、特に自動化され

た際、中糧集団を

ても可視化が進みました。

ります。デジタル

た設備も、中国にまだ多くは入っておりま
せん。化粧品の製造全体を管理するシステ

パートナーとして

IT 技術の進歩は日進月歩です。今年、

カメラは生活必需

選んだことが大き

インターネット会社と提携して 3 カ月間、

品ではなく、快適

いでしょう。パー

牛田一雄・株式会社ニコン 代表取締役兼副社長執行役員

ム、情報化、自動化などの分野を中国の企

1,000 台の携帯電話とネットワークを結

生活をサポートす

製造技術と情報化技術をうまく有機的に融

トナーを選ぶ際の重要な点として、
財政力、

び、毎日午後 3 時に販売状況を確認する

る製品です。カメラ事業は、今後もある程

合させた世界クラスの手本と言えるでしょ

販売網、社会への影響力、そして最も大事

などマーケティングでも大いに利用してい

度の需要が見込まれますが、いつまでも右

現在、日本人が 1 年間に消費する化粧

とがありますが、製造設備の自動化が非常

う。

なこととして経営理念が挙げられます。

ます。新しい技術は、伝統的な業界にも多

肩上がりで伸びていくものではないので、

品は平均 850 元ですが、中国では平均 80

に進んでおり、きめ細かな商品作りをして

くのイノベーションのチャンスを与えてく

新しい事業も検討しています。

元程度で、日本人の 10 分の 1 に過ぎませ

いました。

現在、中国で進められている都市開発の

続いて、IT イノベーションが、伝統的

なかで、
日本の優れた技術レベルを応用し、

な業種において、どのように応用ができる

低炭素、集約型発展、省資源を実現させて

のかについてお話したいです。

いくことが、今後、中日が協力できるポイ
ントだと考えています。

IT は、単に E コマースなどのインター
ネット販売以外に、管理の効率・向上にも

れているのです。

特に健康・医療事業は、これから有望な

でしょう。

ん。

事業だと思います。中国での生活水準が上

また、日本では化粧品の種類は 1 ～ 2

滕 斌聖副学院長 先ほど消費のレベル

がるに従い、平均寿命も上がっていくで

万種類ほどあるそうですが、中国の化粧品

アップという話が、中国側スピーカーから

しょう。高齢者が増えてくるので、健康・

業は必要としています。以前、カネボウ、
資生堂、コーセーなどの工場を視察したこ

中国では、こうした技術面での協力や提
携を必要としています。これは、中日双方
にとって大変有益だと思います。

大変役立っています。まず、オーダーシ

出ましたが、中国の方々にとっては、とて

医療関連製品がますます重要になっていき

栾 秀菊・COFCO コカ · コーラ飲料有限

ステムを導入したコンピューターは 1 台

も理解できる内容だと思います。これは、

ます。ニコンの企業理念である「信頼」を

会社 取締役会会長兼 CEO コカ・コー

2 万元もかかります。6,000 人ものセール

これからの中国経済における主要な成長要

ベースに、今後は健康・医療事業も展開し

ラとの合弁企業である COFCO（中糧）

ススタッフに支給するとなると大きな固定

因です。

ていきたいと考えています。

コカ・コーラ飲料有限会社から参りました。

資産となってしまいます。しかし、パソコ

今まで中国は輸出や投資によって経済を

昨晩の長江商学院主催のウェルカムレセ

中糧集団は国有企業で、これまで日本の三

ンではなくモバイルを利用すれば、コスト

発展させてきました。しかし、これからは

プションの席で、中国の方々から、日本の

菱、伊藤忠とも提携関係があり、米、小豆、

を大幅に省くことが可能になります。

消費を見なければなりません。以前の低い

企業はパートナーシップを組もうとしない

レベルでの需給バランスが不均衡な消費で

という指摘を受けました。我々は、専門的

は、すべてを合計しても 1000 ～ 2000 種

楠木 建氏 化粧品は 1 つの良い例だと思

はなく、供給が需要を上回った状況下で消

な技術を蓄積することにこれまで力を入れ

類程度です。消費量と商品の種類のいずれ

います。日本には、カメラや自動車など

費のレベルが上がった。日本には多くの経

てきましたが、これだけ世の中のスピード

においても、中国市場はまだ十分な規模を

様々な技術があり、日本の高度成長期に経

験があり、それを学ぶ必要があります。そ

が速いと、M&A やパートナーシップなど

持っていません。逆に言えば、それは大き

済を率いてきました。しかし、化粧品はこ

こでハイエンドの商品を扱うニコンの牛田

で他の力を一緒に合わせないとうまくいか

なニーズがあるということです。中国の化

うした工学技術ではなく、化学をベースに

氏にお話を伺いたいです。

ないと思っています。今後、ビジネスを中

粧品産業は、まだ十数年の歴史しかないの

しており、製品の価値や機能を簡単には評

国で展開していく上で、パートナーは非常

です。

価しにくいものです。むしろ消費者の感性

パートナー選びと不断のイノベーションが
成功に導く。販売だけでなく、管理効率の向上に
役立つ IT 技術の応用が鍵となる
栾 秀菊氏
肉類、物流などで協力をしてきました。

牛田 一雄・株式会社ニコン 代表取締役兼

に大事です。どのようなパートナーシップ

中国化粧品市場は今なお消費量が右肩上がりの
新興市場。需要増加と市場開拓のため、
日本企業との技術提携が欠かせない
方 玉友氏

現在、化粧品市場における国内事業のほ

の部分に入っていかなければいけない商品

営業スタッフがどこを訪ねたのか、どの

副社長執行役員 ニコンの企業理念は信頼

を組んで事業を展開していくか考えていき

コカ・コーラは日本でも大変有名なブラ

ようなチェックをしたのか、オーダーの状

と創造です。それにもかかわらず 3 月 15

たいです。

ンドで、コカ・コーラのシリーズ商品以外

況はどうなっているのかなどを公平に、透

日、中国国営放送でニコンの製品 D600

にコーヒーや茶なども大変人気があり、中

明性をもって管理することができるように

が取り上げられました。多くの中国の消費

方 玉友・杭州珀莱雅化粧品株式会社 社長

を考える上で、中

国よりも発展しています。そのため私もこ

なりました。

者の皆様に大きなご心配をかけたことをお

私は化粧品業界に 10 年間、従事してきま

国企業と日本の技

詫びするとともに、信頼を絶対に取り戻す

した。我が社は中国の化粧品業界で第 3

術を組み合わせる

の勉強をしました。中糧コカ・コーラは、

位の規模を持つ企業です。中国の化粧品業

パートナーシップ

セブンイレブンのような小売業の 1 つで

界は、他の業界に比べると、少し状況が違

は、非常に重要な

うかもしれません。中国の GDP 成長率は

領域になるでしょ

9.5% から 7.5% に下落しましたが、化粧

う。10 年 以 上、

品は今なお毎年 25 〜 30％の成長率を維

中国の化粧品市場

持しています。2 年ほど前は、成長率がさ

で消費者の動向や

らに高く、年率 50 ～ 60％でした。中国

ニーズを蓄積した

れまで何度も来日し、日本の茶やコーヒー

すが、日本の小売業とも大変よい関係を続
けています。
2 つの点についてお話したいと思いま
す。まずは、パートナーシップについてで
す。外国で業務を発展させる際、パート
ナー選びが重要です。コカ・コーラは世界

22

また、
販売業者に対する管理も IT で行っ

2014 日中経営者ラウンドテーブル

コカ・コーラのこのシステムは、冷蔵飲

カメラ事業から医療分野へ。技術革新だけでなく、
市場の変化のスピードに追いつくため、
現地企業とのパートナーシップも重視する
牛田 一雄氏

です。
日中の経済協力
による商業的成功

の化粧品市場は、今でも新興市場と言える

方玉友・杭州珀莱雅化粧品株式会社 社長

企業だからこそ、
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現地の市場をきちんと把握できると思いま

年 30% 成 長 し、

ドとコンテンツを直接、中国に持ち込もう

す。たとえ日本企業が日本市場で良い化粧

2013 年 に は 約

としています。しかし、私はむしろ一種の

品を持っていたとしても、必ずしもうまく

220 億人民元の市

共同体を確立することで、日本が持つクリ

いかないように思います。

場規模になりまし

エイティブ管理のノウハウと異業種間の協

た。

業の経験を中国にもたらすことがより重要

ですから是非、新たな市場の開拓に向け
て日中が協力し、市場をリードしていただ
きたいと思います。

中国と日本で

ではないかと考えています。直接持ち込む

は、アニメーショ

のではなく、互恵関係を築くことがより重

ン市場に大きな違

要だと思います。

滕 斌聖副学院長 地元の消費者を理解す

いがあります。中

中国は独自の文化を持っています。映画

るということは、非常に大事なことです。

国のアニメーショ

を例に挙げれば、
わずか 5 年前には、5,000

そして、また商品の性能もすべての基礎と

ン 市 場 で は、 児

万人民元を投資した国産映画が 10 億人民

なります。例えば、
日本の SK- Ⅱは数年前、

童が消費の中心

元もの興行成績を出すことなど考えられな

ある金属の含有量が基準を超えているとい

です。派生商品は

う話がありましたが、神仙水の効能が認め

グッズや娯楽など

られたことで危機を克服し、市場シェアを

で 150 〜 200 億人民元の市場規模になり、

高度に他業種との協業を必要とする産業で

中国人の学習スピードは非常に速いで

維持することができました。これは日本企

毎年 20％の成長を続けています。

す。例えば、日本におけるアニメーション

す。今後 10 年間は、この産業の黄金発展

の発展モデルは、欧米とは大きく異なり、

期と言えます。過去の経験則からいうと、

市場規模も成長しており、アニメ産業はい

コンテンツを開発する初期段階ですでに異

管理や運営などで協業できる機会がまだた

ずれ映画産業を大きく超えることも可能だ

なる業種との協業が重視されます。そのた

くさんあり、互いにとって大きなビジネス

と思います。

めしっかりと現地の市場に根付き、大衆文

機会になるだろうと信じています。

業が着実に基礎を蓄積してきた結果です。
我々もこれに学ぶべきだと思います。
鐘 小秋・優揚文化伝媒株式会社 ファウン

鐘小秋・優揚文化伝媒株式会社 ファウンダー

中国全体の消費力が向上するにつれて、

いことでした。これが本土文化のパワーな
のです。

ダー 新しい領域の文化メディア産業とし
て、簡単に 2 点申し上げたいと思います。
1 つは、中国市場でのこの領域における発
展過程と関連データについて。そして、も
う 1 つは、アニメーション産業における
協業についてです。
中国の文化メディアは新興産業です。民

急速に成長する中国文化メディア産業。
日本は成熟した商品を直接持ち込むのではなく、
中日協業による市場開拓にチャンスがある
鐘 小秋氏

営企業として過去 5 年間でようやく市場

滕 斌聖副学院長 文化メディアなどのク
リエイティブ産業には、中国政府も力を入
れています。従来、重工業に重点が置かれ
てきましたが、汚染問題など様々な問題も
引き起こしました。このためサービス産業
への方向転換が必至です。しかし、それほ

テン翼』が人気で、インドでは日本の『巨

国内路線を就航させます。中国の LCC が

ど順調に転換が進んでいるわけではありま

人の星』を題材にした現地版アニメーショ

日本の地方都市に就航することで、日本の

せん。

ンが登場しています。アニメーションや映

地方が活性化されるのは、非常に良いこと

画には、確かに消費を生む出す力があると

だと思います。

の舞台に上がってこられたこともあり、産

しかし、中国には特殊な状況も存在して

業全体の規模はまだ小さいですが、発展

います。私は 14 年間、メディアとコンテ

我々は協業においては、まだ十分に発揮

のスピードは非常に速いです。アニメー

ンツの投資や運営などに力を注いできまし

できていませんが、現状を改善しながら前

産業として多くの資源を投入しています。

ションを含む映画産業は過去 5 年間に毎

た。この市場では、アニメーション自体が

進しています。メディアを含む異なる業種

中国は、アニメーションを専攻する大学生

これから伸びるサービス産業の新たな分

からアニメーションに対するニーズが生ま

の数が世界で一番多い国ですが、成功した

野としては、LCC（格安航空会社）が挙

れ、また、インターネットテレビの普及に

作品は非常に少ないです。

化として定着しています

例えば、アニメーションは、政府が重点

よって、メディアネットワークの市場が育

日本はこの分野で一定の成功を納めてい

ちつつあります。これによって、メディア

るはずです。本日は製造業の方が多いです

とアニメコンテンツの協業がますます良く

が、中国のサービス産業や文化産業の新事

なり、さらに大きなビジネスチャンスをも

業について、日本側からご意見をうかがい

たらしてくれるでしょう。

たいです。

アニメーション市場の成長要因として、

りました。9 元で航空券を売る「9 元航空」

ITイノベーションを活用した LCC は、
日中双方が大きく成長できる分野。
日本と中国の地方都市を活性化させる力となる
片野坂 真哉氏

片野坂 真哉氏 北海道を舞台にした映画

してインターネットの新技術によるメディ

『非誠勿擾（邦題：狙った恋の落とし方）
』

げられるでしょう。イノベーションを活用

が実際に存在するほどです。これからの

ア市場自体の変化がビジネスチャンスをも

がヒットしたことで、多くの中国人が北海

した LCC は、これから日中双方が大きく

航空産業は、ANA のようなフルサービス

たらしていることの２点が挙げられます。

道に観光に訪れました。アニメーションで

成長できる分野であると思います。

キャリアも、LCC も、IT やインターネッ

協業に関しては、我々はすでに日本企業

は、
『ポケットモンスター（ポケモン）
』が

ANA はピーチという会社を設立し、す

といくつかプロジェクトを始めています。

米国でも有名で、私どもは飛行機にポケ

でに関西国際空港と香港、台湾、韓国を結

例えば、アニメーション映画では、日本企

モンを描いて米国に飛ばしたことがありま

ぶ路線を就航させましたが、中国にはまだ

例えば、インターネットによる航空券の

業、イギリスの独立制作会社、米国企業と

す。人気のアニメキャラクターを使った

就航できていません。大変もったいないこ

予約はすでに普及していますが、日本では

も提携しています。

キャンペーンは、常に自社ブランドの波及

とです。

現在、さらに進んだサービスが誕生してい

だと感じます。日本人は、成熟したブラン

2014 日中経営者ラウンドテーブル

中国政府が航空運賃の自由化に踏み切っ
たことで、中国の航空運賃は非常に安くな

消費全体がレベルアップしていること、そ

しかし、日本は協業に対して少し保守的

24

思います。

に一定の効果をもたらしています。
このほか、欧州ではサッカーの『キャプ

トを使ったビジネスモデルに切り替えるこ
とで競争力が高まります。

中国の春秋航空が日本法人を設立し、今

ます。乗客の情報をクレジットカードやス

年 6 月に成田と佐賀、広島、高松を結ぶ

マートフォンの中にすべて取り込んでおく
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ことで、空港のチェックインカウンターで

業です。今後の新事業は、いかにグローバ

Johnson & Johnson などの欧米の多

地企業と提携する

たに独自の価値を創ろうと苦しんでいま

手続きをすることなく、直接、手荷物検査

ルな力を合わせて中国の製薬市場を発展さ

国籍企業と比較してみると、企業のグロー

際には、現地のリ

す。一般的な知名度の高い日本企業が、成

を受けて搭乗ゲートに迎えるようになって

せていくかという点にあります。

バル化には組織のオープンさとフレキシビ

ソースを計画して

熟していく中国市場における、これからの

リティが重要だということが分かります。

いる事業にどう整

経営モデルに必ずしもなるわけではありま
せん。

います。

中国の製薬市場は現在、急速に発展し

このシステムは、日本の電機メーカーが

ていますが、市場規模はまだ米国と日本

では、何を持ってフレキシビリティという

合させるかについ

特許を持っていますが、このようなシステ

に次ぐ、第 3 位です。今後 10 年間は年率

のでしょうか。

て、よく考えるべ

視点を変えれば、ソニーの業績が悪化し

ムを導入することで、労働集約型のエアラ

20％で成長し、市場規模は現在の 3 倍に

きだと思います。

た理由は反面教師にはなります。中国では

インビジネスは人件費を削減することが可

なるだろうと言われています。

それから日本の

知られていませんが、事業規模が 1,000

能となり、
生産性を上げることができます。

グローバル化を進めるに当たり、企業は
大きなバックグランドが必要になります。
これはヒューマンリソース、財務管理、情

皆さんにお聞きし

億〜 2,000 億円ほどの小規模の企業でも、

また、航空産業においても新たな事業が

ションです。イノベーションと言うと、技

報化、技術のプラットフォームなどです。

たいことがありま

独自の価値を創り、グローバル化に成功し

期待できます。LCC が低コストで早く良

術や製品のイノベーションがまず挙げられ

そして、競争の激しい市場でフレキシブル

す。ソニー、パナ

ている日本企業は結構あります。例えば、

い航空機を導入できるよう、ファイナンス

ますが、人、つまり組織のイノベーション

に対応できるフロントも必要です。ここで

ソニックなど日本

中国で成功した例としては、哺乳瓶の製造

事業やリースファイナンスといったビジネ

について考えてみたいと思います。

非常に重要になるのが、現地企業とどのよ

企業が現在、苦境

うに提携するか、いかに現地のヒューマン

にあります。過去

リソースを使うかということです。

10 年間に日本が直面してきた問題は今、

ンのこれまでの技術を活かせます。
しかし、

独自に価値を創出して成功した経営モデル

日本と中国の企業にどのような啓示を与え

それが医療分野でどのように役に立つか

と言えるでしょう。

るでしょうか。苦境の原因は、彼らの戦略

は、
ニコンだけでは考えつかないことです。

日本の方々と考えたいテーマはイノベー

スも有望だと思います。日中双方の市場に

現在、市場のグローバル化が進み、新し

おいて、今後、このようなビジネスチャン

い技術が生まれ、大きな変革の時代に入っ

スが訪れると思います。

ています。企業、政府だけでなく、市場の

滕 斌聖副学院長 中国国営の航空産業の
多くが、現在、赤字に苦しんでいます。最
近、稲盛和夫先生が赤字で苦しむ航空会社
を短期間で黒字に転換させましたが、多く
の中国企業家たちがこれに興味を持ってい

現地企業は、自国の市場において、巨大

変革の時代に必要なのは組織のイノベーション。
人材資源をいかに活用できるかが重要だ
居 年豊氏

居年豊・重慶博騰製薬科技株式会社 取締役会会長

韓国企業のようにアグレッシブではありま

構造自体が変わろうとしています。

例えば、中国の都市ごとに異なる需要が

大山 健太郎氏 やはり日本のマーケット

DNA 自体にあるのでしょうか。現在、問

あります。各需要に合わせた戦略をどう立

が特殊だからだと思います。その特殊な

題克服のために、どのような調整が必要に

てていけばよいかについて、やはり我々だ

マーケットの中でビジネスモデルを構築し

なっているのでしょうか。
これらについて、

けでは考えつきません。そういう意味で、

たのが、日本の産業を代表する電機産業で

日本の方々にお聞きしたいと思います。

キーワードはやはりパートナーシップで

す。日本の消費者は、品質だけでなく、価

す。いかに現地の企業と協力していくべき

格を重視します。そのため、品質と価格を

かを考えていくべきだと思います。

維持するサービス体制にコストがかかる産

特にこの変化が大きいのは中国市場で、

な多国籍企業でも持ち得ない洞察力を持っ

牛田 一雄氏 我々はかつてハイエンドか

ています。中国に「強龍不圧地頭蛇（外来

らミドル、ローエンドに至るまで同じカメ

せん。韓国の「カンナムスタイル」のダン

おそらく多くの分野で最大の市場を築くこ

の強いものは地回りには勝てぬ）
」という

スなど世界に伝播する韓国文化のソフトパ

とになるでしょう。外圧を受けて市場が大

ことわざがありますが、この言葉の通り、

ワーを日中ともに勉強すべきでしょう。

きく変化する状況下で、企業として市場を

現地の消費者に対する理解だけでなく、不

リードできるか否かは、我々の DNA、コ

確定性の高い中国の政策についても現地企

居 年豊・重慶博騰製薬科技株式会社 取締

アコンピタンスにかかっています。いかに

業はよく理解しています。

役会会長 我々は主に製薬会社の開発サ

従業員の活力を引き出していくかが重要な

ポート、総合ソリューションを提供する企

課題になると思います。

現地企業が現地政府を把握できるのは、

ンという会社があります。
こうした企業が、

的なイノベーション、組織または企業の

ます。
文化メディアの分野では、中国も日本も

販売で世界的なトップシェアを持つピジョ

業構造になっているのです。
日本の家電メーカーは、グローバルな価

その国の人たちとパートナーシップを組み、
協業という形で新たな DNA を生み出す
牛田 一雄氏

値観、品質、機能、価格、サービスよりも
国内の価値観を優先してしまいました。そ
のため保守的になり、これが競争力低下に
つながったと思います。
当社も、中国家電メーカーに ODM で

当たり前のアドバンテージです。よって現

生産を依頼して家電製品を製造していま
ラ製品を揃え、世界中で同じ製品とサービ

楠木 建氏 中国で有名なパナソニック、

す。この経験から言えるのは、情報のやり

スを提供してきました。

ソニー、東芝などの日本企業は、これから

とりだけではなく、マネジメントでも IT

の中国企業の経営手法の参考にあまりなら

を活用していくことが、今後の経営にとっ

違います。これからは、各国ごとの地域性

ないと思います。日本の大手電機会社は、

て大事だということです。

に合わせた製品を出していかなければいけ

高度成長期に支配的なポジションを確立し

オポチュニティーに対してスピーディに

ないと思います。そのためには、その国の

た企業で、当時の日本の経済成長の追い風

対応する姿勢が、日本企業には足りず、中

企業とパートナーシップを結び、協業とい

にうまく乗った会社なのです。

国企業には備わっています。これは、中国

しかし、各国の文化や人々の好みは全て

う形で新たな DNA を生み出すことが肝要

テナを張って、さらに多くのパートナーと

経済成長期に躍進した大企業の成功例は
もはや参考にならない。
成功している中小企業から学ぶことがある

つながることで事業を外部に拡大していく

楠木 建氏

だと思います。
日本企業はこれまで技術の蓄積には熱心
でしたが、パートナーシップを組み、アン

手法をあまりとりませんでした。日本企業
は、今後、そこを変えていくべきだと思い
ます。
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中国での知名度はさほど高くないです

の素晴らしい企業家精神だと思います。し

が、アイリスオーヤマのような企業が、こ

かし、実際にビジネスをやってみると、最

先ほどニコンは医療分野や健康分野にも

の 10 〜 20 年間、日本経済の主役となっ

初に注文を受けた後、1 〜 2 年して赤字に

進出したいとお話ししましたが、オプティ

ています。かつて市場をリードした日本の

なると、中国企業は人件費や材料の上昇を

クスと精密機械など製造に関しては、ニコ

大手企業は、ここ数年、現在の競争下で新

理由に値上げしてしまいます。日本のマー

ディスカッション 第二部
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新たな成長事業を創出する

空間があります。これは最近、農民の収入

オポチュニティーに反応するスピードが日本は遅く、
中国は速い。しかし、日本市場は速度だけでは
通用しない。肝心なのは原価管理
大山 健太郎氏

が上がったことによって喚起された需要で
す。中国は農業大国なので、政府が関連す
る政策を打ち出して補助金も出しているの
で、これから大きく発展すると思います。
また、
主に輸出用ですが、
草刈機などのガー
デニング用の機械も需要が伸びるでしょ

あり、組織であるという話が出ました。そ

中国は最も重要な金融市場で、政府の金融政策
も的を得ている。意思決定のスピードを上げ、
中国市場にさらに力を注いでいく
山崎 啓正氏

しました。
ただ、もう 1 つ大事な要素として「デ
ザイン」があります。単に物のデザインを
指すのではなく、学び方、仕事の仕方など
の大きな意味でのデザインです。

う。

イノベーションの中心はやはり人です。

そして、２つ目は、炭鉱などのエネル

ます。例えば、上

使いやすさや、受け入れやすさなどを考え

ケットでは、原則的にこのような値上げは

営の企業集団です。その発展過程は 3 つ

ギー分野です。中国だけでなく、全世界に

海のフリートレー

たデザインの視点を取り入れていくことが

あり得ないものです。

の段階に分けられます。第一段階は機械製

おいてもエネルギー産業であまり景気の良

ドゾーンは当初、

極めて大事です。例えば、情報化を進める

どちらが良いのか悪いのかは別として、

造業です。防弾車では、中国ですぐに首位

い時期にありません。石炭産業は赤字なの

金融のためのもの

際に、コンピューターを使って情報を編集

中国のメーカーは、単品の原価管理が日本

となり、現在も 46％のシェアを占めてい

で、中国では石炭ガスが新しい需要となる

ではないと言われ

するなど知の共有が重要になります。この

ほどシビアではないということです。生産

ます。しかし、狭い市場であることからす

でしょう。我々は現在、この分野でビジネ

ていましたが、む

場合、単に ICT 機器があるだけでは不十

して儲からなければ商売はやらないという

ぐに天井を打ったので、他の分野に進出し

スチャンスを得ようとしています。

しろ金融業をター

分です。この技術を使って、
何を実現でき、

考え方です。これは非常にわかりやすいで

ました。不動産関連企業のほか、炭鉱など

今日、いろいろと感じることがありまし

ゲットにしている

何を共有できるのかということをデザイン

すが、日本ではなかなか通用しません。

のエネルギー企業を買収し、重慶ではシェ

た。私は学生だった頃、日本の多くの事物

印象すら受けます。

することが必要になってきます。

ルの唯一のパートナーとして、ガソリンス

に親近感を抱いていました。当時、中国で

中国では、こうし

タンドを 30 数カ所展開しています。

は、思想、文化、製品にいたるまで、多く

た政策が矢継ぎ早

資源やスペースの効率化を果たすことがで

に出ています。

きますが、これによって最も成し得たこと

これから中国企業が日本のマーケットで
ビジネスを構築しようとしたときに、品質
もそうですが、より重視しなければならな

昨年から第三段階に入りました。これは

のものが日本のものでした。日本の失われ

いのは価格に対する信頼です。そのために

成熟した市場での新しい需要に呼応した事

た 10 年と関係があるのかは分かりません

は、IT を活用した商品ごとの原価管理が

業です。まず、機械の分野で、我々は中国

が、残念なことに過去の 10 年間に中日の

非常に大事です。
滕 斌聖副学院長 ソニーは米国人を CEO
に据えて刷新を図りましたが、あまり成
功しませんでした。日産はフランス人を
CEO にして転換を図り、成功しました。
このトピックはとても面白いと思います。

過去 10 年に生まれた中日間の断層を乗り越え、
両国の経済協力が必要。
日本企業の新市場でのスピードが注目される
羅 韶穎氏

例えば、レノボも IBM の PC 責任者とし

例えば、
ペーパーレスが進んでいますが、

我々は、中国市

は知識の共有です。紙で持っているだけで

場に力を注いでい

は、その知識は永久に個人のものでしかあ

ネスモデルを先生に尋ねたところ、代表例

きたいと思っています。その際に重要なの

りません。しかし、これをサーバーに入れ

として挙げられたのは、残念ながら日本企

は、やはり現地のパートナーです。どのよ

て共有することで、知識の共有が可能とな

業ではなく、サムソンでした。

うな企業と一緒に新たな市場を切り開いて

ります。知識と知識がぶつかって新しい価

いけるかが肝要になると思います。

値を生んでいくのです。１つの企業の中で

山﨑啓正・野村ホールディングス株式会社 執行役員アジア地域チェアマン
兼アジア・ウェルス・マネジメント担当

中国と日本は経済分野での協力が重要で
す。経済によって両国を動かしていくとい

また、昨日、張氏から、日本で調達した

知の共有を実現させるためには、ICT 技

うことが大事だと私も思います。今日、い

資金をなぜ中国で使えないのか、金利差で

術とデザインの融合が鍵になるでしょう。

ただいた 1 本の水のボトルにある文字を

十分可能ではないかという質問を受けまし

見たときに、
親近感と審美観を感じました。

て米国人を招いたことがありましたが、う

の都市化、環境対策のニーズに合った清掃

間には断層が存在してしまったと思いま

これこそが、日中の人が共に感じるべき重

まくいきませんでした。そして今、グロー

車などの特殊車の製造を始めました。清掃

す。

要なものではないでしょうか。

バル化のなかでは、同じように様々な問題

車の潜在市場は大きく、数年後には年間数

に直面していると思います。

百億の売上になると推算しています。

この 10 年間に中国の企業家の多くが、

ITイノベーションは知の共有を可能にした。
ICT 技術とデザインの融合で、
イノベーション力が生まれる

米国の経営モデル、経営思想、精神を学

山﨑 啓正・野村ホールディングス株式会

機械製造では、傘下の別会社で小型の

び、理解を深めました。この間でも日本で

社 執行役員アジア地域チェアマン兼アジ

羅 韶穎・重慶東銀ホールディンググルー

ガソリンあるいはディーゼルを使うモー

は様々な進歩や変革がありましたが、我々

ア・ウェルス・マネジメント担当 金融分

プ有限会社 総裁 我々は典型的な多角経

ターや、小型機械の周辺機器などを製造し

はそれを知りませんでした。双方が遠ざけ

野においても、中国は最も重要なマーケッ

ています。さらに

合い、近くて遠い隣国になってしまったこ

トです。この 2012 ～ 17 年までの 5 年間

た。これには規制の壁があります。ただ、

滕 斌聖副学院長 中国でも「21 世紀は人

川下の産業も含め

とが、大変残念でなりません。

に、世界の個人金融資産は年率 5％上昇す

現在の中国政府の戦略を見ると、今後、中

材に最もお金がかかる」という言葉があり

長江商学院の授業で、中国は現在、市場

ると言われています。中でもアジアは平均

国の人民元政策はクリスタルクリアなの

ます。今回の討論で、このことを改めて痛

千種類にも上りま

経済がバージョン 1.0 から 2.0 へ底上げ

を上回る 11％と予想され、中国だけでは

で、これらの業務を踏まえ、金融市場の動

感しました。
優秀な人材ほど流出しやすく、

す。

する転換期にあるという話を聞きました。

15％もの上昇が見込まれています。しか

向を注視していきたいと思います。

中国では常に多くの元従業員が競争相手に

中国は現在、政府、企業、学者、学界から

し、一方の日本はわずか 1％にすぎません。

一般庶民まで経済の構造転換がいかに必要

を置くことにしま
した。１つ目は中
国全体の需要を見

スチャンスがあり、そのチャンスをつかむ

越したものです。

ためにスピードが求められています。日本

極めて的を射た、我々が尊敬の念を持たざ

将来、中国では、

企業がスピードについてどのように考えて

るを得ないものになってきています。昨年

農業機械の分野で

いるのかが非常に注目されます。ただ、市

の三中全会以降、金融をよく理解した大き

大きく発展できる

場競争においてスピードで勝っているビジ

なイノベーションが進められていると思い

以下の２点に重点

羅韶穎・重慶東銀ホールディンググループ有限会社 総裁

2014 日中経営者ラウンドテーブル

柏原 孝氏

ると、動力機械は

ここで我々は、

28

れを支える ICT 技術が重要と改めて認識

ご指摘の通り、日本企業はスピードが遅

なり得る状況が起きています。この点につ

この数値だけでも、中国の市場がいかに重

いです。特に金融に関して言われていると

いて、我々は日本企業をうらやましく思っ

かというコンセンサスを持ち得ました。中

要かが分かります。しかも、個人金融資産

ころかと思います。そこで、意思決定の速

ています。おそらく長期に渡る終身雇用制

国市場が成熟期に入っても、多くのビジネ

は、金融業において最も重要な項目です。

さと責任の明確化を実現するため、今年度

度の影響なのか、忠誠心の高い社員がいる

から我が社では、新たに本社の副社長を中

からなのか、人材が安定し、真面目に仕事

国担当に据え、市場の変化のスピードに対

に取り組んでいます。日中が互いに自国

応していく体制を整えています。

の企業文化に合った形で発展していくこと

中国政府が現在、打ち出している政策は、

が、これからの大きな命題だと思います。
柏原 孝氏 イノベーションの原点は人で

ディスカッション 第二部
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閉会の辞

特別寄稿

新世代のリーダー育成に向けて

本

ZHOU Li

長江商学院 次席学院長

ことができたこのラウンドテーブルには、非常に重要

とは関わりなく、世界経済において大切なことで、我々長

日

な意味があったに違いない。

がい、改めて日中間の経済連携の重要さに気付かされ

に思う。両国とも国内経済規模が大きいことから、と

江商学院にとっても重要なキーワードです。新世代のグ

た。尖閣諸島問題や安倍晋三首相の靖国神社参拝問題

もすれば国内市場にばかり目が向きがちだ。日本でい

ローバルリーダーを育てる新時代のビジネススクールとし

など、政治的には両国のぎくしゃくした関係ばかりが

われるガラパゴス現象である。中国も輸出産業的には

ても、これらは非常に重要な要素なのです。

取りざたされるが、そうした問題を本当に政治化させ

海外を向いているものの、国内市場の規格づくりなど

長江商学院のアドバンテージも優れた人材とパートナー

ないためにも礎となる経済関係の強化が重要だと実感

の点では排他的な要素が否めない。そうした状況を日

にあります。
我が校では、
滕先生ら海外の大学で教鞭をとっ

した。中国側の参加者から、経済や技術の面では中国

中の経営者が一緒になって改善し、世界経済の指導的

た経験のある講師を揃えています。海外で教授のタイトル

はまだまだ日本に学ぶことがあるといった趣旨の発言

パートナーとなることが求められているといえよう。

を取得した講師をこれだけ多く揃えるビジネススクール

を聞き、日中関係を憂いていた私としては非常に勇気

は、中国では長江商学院だけです。在校生と交友も大変優

づけられるものがあった。

日、多くの参加者が、新しい市場での成功に
不可欠な要素として、優秀な人材の確保と、
信頼できる現地パートナーとの提携の実現と

いう 2 つの点に言及されました。これらは、市場の新旧

周立

経済連携こそ日中友好の礎

る。その点において、日中の経営者が直接、向き合う

中経営者ラウンドテーブルにはモデレー

議論では様々なテーマが俎上に上がったが、日中と

ターとして今回初めて参加させていただい

もに共通の課題として挙げられたのは、グローバル経

たが、両国の経営者の切実な体験談をうか

済への対応とそれを支える国際人材の育成だったよう

とりわけ国際人材の育成は重要な課題だ。経済規模
の小さい国は高等教育を英語など外国語に依存してい

秀で、その多くが事業で成功を収めた企業家です。長江商

私が中国を初めて訪問したのは今から 35 年前の

る国が多いが、日本と中国、ロシアだけは自国語です

学院は、その在校生や卒業生から多大な信頼と支持を得て

1979 年。人々がまだ人民服に身をまとっていた時代

べての教育をまかなえる数少ない国だといわれる。し

おります。グローバルな新世代の企業家を育てるため、一

だが、いずれこの国は世界の大国として再び羽ばたく

かし、
グローバル経済で活躍できる人材を育てるには、

般の講座だけでなく、世界各地で文化や管理理論を学ぶ機

に違いないと学生ながらに感じたことを記憶してい

英語による教育にもっと力を注ぐ必要がある。さらに

会を設けています。また、同時に欧米企業の高級管理職な

る。実際、その後の中国の経済成長は日本の高度経済

いえば情報技術、すなわち経営への IT の活用も重要

ど海外からも多くの人たちが、中国の経営実践、経済状況、

成長を超えるスピードで進んでいった。この間、中国

な課題だ。そうした最新の教育が長江商学院の教育活

管理文化などを学ぶため我々の講座に参加しています。

は世界の工場から世界の大消費市場へと発展し、今や

動を通じて日中両国に広がることを期待したい。

最近、世界トップレベルのビジネススクールである国際

中国抜きには世界経済を語ることができなくなった。

経営開発研究所（IMD）と提携することができ、両校の

ジャーナリストとして私は主に情報通信分野を取材

学位を取得できるデュアルエグゼクティブ MBA の講座を

しているが、昨年初めに深圳市にある通信機器メー

設けることになりました。これは、長江商学院がさらなる

カーの華為技術（ファーウェイ）を訪ねて驚いた。創

グローバルな発展に向けて前進したマイルストーンになる

業わずか 25 年にして、この分野の世界最大手、ス

でしょう。長江商学院には以前、英国の侯爵も講座に参加

ウェーデンのエリクソンの売上高を追い抜き、技術的

したことがあります。このように民族、
国籍などを問わず、

にも世界のトップ企業へと躍り出たのである。日本で

学生を受け入れる国際的なプラットフォームなのです。

我々が使っているモバイル接続端末のほとんどがこう

これまで各地でフォーラムを開催し、企業家の交流にも
貢献してきました。以前、500 名ほどの大きなフォーラム

した中国企業によって開発提供されていることは意外
と知られていない。

を開催したところ、大きな会場では互いに遠慮して踏み込

一方、急速な経済成長が様々なひずみをもたらした

んだ話し合いができないとの意見があり、昨年から規模を

ことも事実である。ラウンドテーブルでも指摘された

縮小し、ラウンドテーブル形式に切り変えたところ、多く

ように、PM2.5 問題などはその象徴である。ある意

の参加者に意見を述べていただけるようになりました。

味では、日本が経済成長において経験してきたことを

今日も同じように、多くの話題が出て、話が尽きません

今、中国が経験しているといえる。そうした問題を日

でした。言い足りないこともたくさんあると思います。今

本はどう克服してきたのか、日本と中国のリーダーは

後もこうした交流の場を設けていきたいと考えております。

その体験を真摯に共有すべき時に来ていると考えられ
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これからも皆さんのご意見に耳を傾けながら、フォーラム
や講座をさらに優れたものにしていきたいと思います。
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2014 日中経営者ラウンドテーブル
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