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在中日系企業の経営現地化について 

レジュメ 

本研究は主に日本の企業経営の現地化を研究する。具体的には中国におけ

る現地化の歴史過程、経営戦略の変化、および日本企業の現地化の問題点と

今後の発展道路についての問題も考察する。 

 本論文では、周宝玲、浦上清、今田高俊らが行った現地化の必要性、及び

の課題、必要性等に関する先行研究理論をもとにし、現地化経営理念と企業

経営環境と結ぶ付け、日本企業の問題点を指摘する。また、個別の日系企業

を成功例として、アメリカ企業と比較しながら、今後の発展道路も明らかに

する。 

 本論文は、先行研究を踏まえて、日系企業のアジア進出の歴史過程、経営

戦略の変化および現地化経営の問題点を中心として分析する。分析の結果、

日系企業はコスト、市場情勢とリスク処理、自立性等の問題が注目される。

このように、現地の実情に適応する経営戦略とコスト削減の側面では、米国

式の経営方式がより合理的であることが分かる。 

 上記の研究をもとにして、筆者は、日系在中企業の親会社は中国市場との

相性という視点から、中国における子会社により多くの権限を委譲して、自

立させる等の戦略を作成、調整することが必要で、積極的な取り組みで真の

現地化を推進することを提示したい。 

 

 

キーワード： 現地化必要性   現地化の発展過程   戦略変化 

       問題点          現地化経営 
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摘 要 

 

  本论文以研究日本企业经营的本土化为主线，具体考察了在中国投资设厂的

日资企业的历史发展过程，经营战略的变化，现阶段日资企业在本土化经营过

程中出现的问题以及今后的发展道路等课题。 

  本论文以周宝玲，浦上清，今田高俊的本土化管理理论，必要性等相关的理

论为基础，把本土化经营理念与企业经营环境相结合，指出了日资企业的问题

所在。另外，以个别在华投资取得成功的日资企业为例，并同美资企业相比较，

指明了日资企业今后的发展道路。 

  在本论文中，以先行研究为基础，分析了日资企业在亚洲投资的历史过程，

经营战略的变化以及本土化经营过程中出现的问题等课题。分析的结果，作者

认为在华投资企业在费用，处理市场形势及风险，独立性等方面的问题很突出。

在中国实地经营过程中，在结合当地实际情况的经营战略和节约成本方面，美

国所采用的方式显然更合理一些。 

  在上述研究的基础上，作者提出日本企业应赋予其中国子公司更多的权力，

促使其自立，采取积极应对问题的态度，以及提高对中国各方面形势的了解等

有效的战略调整。 
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在中日系企業の経営現地化について 

はじめに  

改革開放以来、中国は積極的な外資誘致策を打ち出し、多くの日本企業は安

い労働力を求め、中国を生産拠点として活用してきたが、２１世紀に入り、

中国市場の急速な拡大により、在中日系企業は新しい役割が求められるよう

になった。 

日本企業の対中投資は1991年頃から関心が高まり、とりわけ1992年以降、中

国の改革・開放政策の強化、中国市場の拡大、および日本企業の中国に対す

る認識の深化などにより、日本企業の対中投資が急速に拡大した。それは、

1990年代に入ってから、日本国内では消費者ニーズが高品質に加えて低価格

を求める時代になり、これを受けて各分野の日本企業は、価格競争に対応で

きる製品を生産するために、対中投資ブームという大きな波に乗って、中国

での生産に踏み切ったのである。 

当時の対中投資の目的は主に中国の膨大な廉価労働力と豊富な資源を利用

し、中国を「輸出生産拠点」として生産コストを低減し、それによって同業

界での競争力を強めることにあった。また、確実な経済成長と人々の購買力

の向上に伴い、中国が将来的に大きな消費市場になることも念頭に置いた。

さらに、中国の現地会社で生産する製品を早期に第三国に輸出することも考

えていた。 

しかし、このような時代は間違いなく到来したが、在中の日系企業はこれに

対応できているかどうかが問題視されている。成敗にかかるのは企業経営の

現地化である。特に他の外資系企業に比較すると、中国における日系企業の

経営現地化は成功とはいえず、さまざまな問題を抱えている。 

本論文は中国における日本企業の経営の現状を検討した上、問題点を見出し、

そして経営改善につなぐことを目指して研究を試みる。 

 

 



 

1.先行研究 
１.1 周宝玲の異文化経営に関する研究 

中国と日本とは政治、経済、社会体制、歴史、文化、風俗習慣、人々の考

え方、価値観、さらにはコミュニケーション・スタイル(言語コミュニケーシ

ョンと非言語コミュニケーション)などについて、さまざまな面で大きく異な

っている。周宝玲はこのような問題意識を持って、まず中国における異文化

経営の下でのコミュニケーションの重要性を検討し、その上，独資企業A社と

合併企業B社について事例研究を行い、その２社の具体的な経営管理と人事・

労務管理の事態および異文化コミュニケーションの事態を把握する。さらに、

日系企業が直面している今後の課題を解明することを狙っている。 

 

１.2 浦上清の研究 

中国の現地法人に派遣された日本人駐在員のほとんどが企業経営の現地化

の必要性を感じている。しかしながら、駐在員は、非常に忙しい毎日を送っ

ており、自分の業務で精一杯である。従って、現地任せでは経営の現地化は

進まない。この意味で、現地化の基本的な牽引は本社サイドが行うべきであ

る。また、現地化の推進においては、本社の経営哲学や経営理念が極めて重

要である。中国ビジネスはモノづくりの活動を中心とする時代から、販売・

サービス活動が重要になる新しい時代に入っている。中国市場を見据えた事

業戦略の組み立てと実行のためには、現地人材の活用が重要であり、企業経

営の現地化が大切な課題であると浦上清はこのような意識を持っている。 

 

１.3 今田高俊の研究 

今田高俊は1991年に中国沿海11都市37社の日系企業の現地化従業員を対

象としてアンケート調査を行い、6,478 人から有効回答を得た。日本的経営の

評価に関する結果から「給料の額や福利厚生や休暇といった待遇面では欧米

系企業のほうが圧倒的に優れており、日系企業は雇用の安定性だけが欧米系

企業よりも評価されている」ということが判明された。今田はこうした結果

に基づいて、日系企業のよさは雇用の安定性は日本的経営のメリットとはな

りえず、また外資系企業で働きたいと考えている人は雇用安定の保証よりも
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むしろ良好な給与・待遇を求めているので、今後外資系企業が激増すること

が予想される状況下では給与・待遇面での改善を考えないと、従業員を企業

に引き止めることが困難になっていくだろうと予想している。 

以上のように、今までの日系企業における経営現地化の研究では、文化、

コミュニケーションを重視したものが多かった。それに市場面や経営面から

現状分析を行うものもあったが、その解決策に対して筆者は違う観点を提示

したい。例えば「現地化の基本的な牽引は本社サイドが行う」という見解が

あるが、筆者は本社サイドは直接現地の状況把握できるかについて疑問を持

っている。そして雇用の安定性は「日本的経営のメリットにならず」という

観点もあるが、その問題についてもっと明らかにしたい。 

 

2.日本企業のアジア進出という歴史過程 

日本企業のアジア進出が盛んになったのは、1985 年のプラザ合意以降であ

る。当時、円高基調に引っ張られるように多くの日本企業は生産拠点をアジ

アへ移していった。現地法人の立ち上げや日常のオペレーションに従事する

ため、多 くの日本人駐在員がアジアに派遣されるようになり、彼ら向けのビ

ジネスも盛んになっていった。 

それ以前の歴史を振り返ってみると、第二次世界大戦前における日本とアジ

アを結び付けるキーワードは権力であり暴力であった。国民国家形成という

大きなプロジェクトを抱えていた時代であったとはいえ、日本はみずからの

攻撃性を外に向け、植民地支配や戦争を通じてアジアの統合を目指す愚挙を

演じた。 

しかし、合意なき統合は永続しない。日本の敗戦とともに、アジアの各地は

植民地支配の傷痕を抱えながらも、日本に追い付け追い越せとばかり、国民

国家形成に向かって突き進む。国内産業の保護、育成を目的に、アジア各国

は国内市場への参入障壁を高くした。そのため、戦後しばらくの間は、日本

とアジアの経済的な結び付きは貿易を中心にしたものであった。 

 1960 年代も後半になると、徐々に日本からの直接投資も行われるようになる

が。1972 年におけるバンコクとジャカルタでの反日暴動に象徴されるように、

日本の直接投資は必 ずしもアジア各国から歓迎されなかった。日貨排斥とい
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う言葉が生きていた時代のことである。 

ところが 1980 年代以降、日本人や日本企業を排斥しようとする運動はアジ

アで見られなくなった。それどころか、アジア各国は進んで日本の資本を取

り入れ、みずからの経済発 展を加速させていった。社会主義体制を堅持して

きた中国も、改革開放の掛け声のもと積極的に外資導入を図り、日本企業も

最後のフロンティアとばかり猛烈に中国に進出していった。 

 

3.日系企業経営環境および経営戦略の変化 

日本企業の海外投資先としてなぜ中国への関心が高いのであろうか。対外

直接投資に関する詳細なアンケート調査が既に行われており、表１の各項目

から目立った変化が見られ、特に安価な労働力より現地市場を重視する日本

企業が増えつつある。こうした中、経営の現地化への取り組みを余儀なくさ

れた。 

 

表１ 直接投資決定のポイント 
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経営の現地化は、経営環境に適応することが重要な目的であり，海外子会

社の経営戦略の一つの手法である。経営環境の変化および企業経営戦略の転

換は，経営者の現地化に影響をもたらす。 中国では 2001 年に WTO に加盟し

て以降，経営環境に大きな変化が生じ，それに伴って日本企業の中国戦略も

転換してきた。中では、経営者の現地化は経営現地化のシンボルのような存

在として、注目を集めている。これらの環境変化と戦略の転換は，経営者の

現地化にどのような影響をもたらしたのかが問題とされるようになった。 以

下では、経営者の現地化に関する経営環境の変化および日本企業の中国戦略

の転換について整理し現地子会社の経営者現地化の変化要因をまとめてみた

い。 

 

3.1 人件費上昇に関連する変化 

日系企業全体では、本社派遣経営者や技術者はほかの外資系企業より多く、

そもそも人件費の圧力が高いと見られた。一方、現地従業員の雇用において

も近年実施された法律・法規が人件費の圧力をさらに強めた。 

例えば、日系企業が多い蘇州地区では、1997年から2007年までの10年間に、

蘇州地区従業員全体の平均賃金は 3.36 倍に拡大し、蘇州市の場合はさらに

3.44 倍の増加となった（表 1）。また、1999 年より各地方政府は「賃金上昇

指導基準」を年ごとに発表している。蘇州市を所轄する江蘇省の場合、2010

年の「企業賃金上昇指導基準」を公表し、企業賃金の平均増加基準を 10～12%、

増加下限を 4～6%、増加上限は制限なしとした 。2010 年現在、蘇州市の企業

最低賃金基準は 960 元/月と規定され、その前の850元より1.13倍増加した。 

以上の環境変化は、企業人件費の増加をもたらし、もともと高い日系企業

の人件費構造はさらにコスト圧力が強くなった。当面の内需拡大および収入

格差解消政策の下では、賃金上昇傾向は持続していくであろう。この経営問

題の解決にはいくつかの方法があるが、人件費構成で本社派遣経営者や技術

者の占める部分が高い日系企業では、本社派遣経営者の縮減によって人件費

を圧縮することが重要な方法だと思われる。 

9)
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10)



 

 

 

表２    蘇州地区/市企業従業員平均賃金の変化 

                                                          単位：元/年 

 

  年度 

蘇州地区全社

会平均賃金 

 

蘇州地区企業

従業員全体平

均賃金 

蘇州市全社会

平均賃金 

蘇州市企業従

業員全体平均

賃金 

1997 年 8,443 7,998 8,894 8,567 

1999 年 9,634 8,852 10,477 9,890 

2001 年 12,361 11,037 13,563 12,119 

2003 年 18,714 16,121 21,269 19,161 

2005 年 24,490 21,098 27,233 24,822 

2007 年 31,056 26,889 32,924 29,440 

（出所）蘇州人力資源和社会保障網の統計より作成 

 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已

经被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因

为这些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过

购买时间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯

一性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买

使用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 
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二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作

的论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在

同一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②

买断版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上

的 600 元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就

不可以再买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购

买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有

重复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作

服务。 

 

 

3.2 市場競争激化に関連する変化 

2008 年１月より、新たな「企業所得税法」が施行され、内外資企業の所得税

が初めて統一された。これによって、国内企業の税率は従来の 33%から 25%ま

で低下したが、外資系企業は従来の 24%か 15%から原則として 25%まで上昇し

た。また、これに合わせて企業所得税の「二免三減」（2年間免除、3年間半

減）など外資企業に対する課税優遇措置も廃止された。内外資企業所得税の

一本化は WTO ルールに対応する措置であり、公平な市場競争に必要不可欠で

ある一方、中国企業の市場競争力を強め、内外資企業の市場競争が一層激化

することになった。  

したがって、外資系企業は経営効率を改善しない限り、価格競争の面では不

利な状況に陥る可能性がある。例えば、2009 年のジェトロの在中国日系企業
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に対する調査では、販売・営業面での問題点について、対象企業の答えで、1

位は「競合相手とのコスト面の競合」（52.9%）、2 位は「主要取引先からの

値下げ要請」（43.6%）、それから 3位は「新規顧客の開拓が進まない」（37.5%）

となっており、日系企業はすでに市場競争力の弱化を肌で感じた。 

3.3 日系企業の中国戦略の転換に関連する変化 

2005 年以後における貿易黒字の急増は、人民元高を牽引し、元高は製品輸

出の割合が高い日系企業にとって営業利益の減少を意味する。現実に、2009 

年の調査では、日系企業の輸出比率別営業利益をみると、輸出比率が高くな

ると黒字企業の割合も低くなる傾向が確認された。この人民元対米ドルのレ

ート変化に対応して、日系企業の中国戦略は変わりつつある。すなわち、そ

れまでの生産・輸出拠点戦から生産・販売拠点戦略への転換である。この戦

略の転換に伴って、現地日系企業の機能も拡大し、従来の製造および輸出機

能に加えて、現地市場の開拓機能も重要性が増した。企業活動も、これまで

のモノづくりを中心とする活動から、開発・設計，販売・サービスなどを含

む幅広い活動に移りつつある。現地企業の機能拡大は、経営者の必要能力を

要求し、中でも豊富な現地経営知識を有する人材が特に求められることにな

る。 

さらに、近年中国市場の急速な拡大に対応して、多くの現地日系企業が拡

大戦略を展開している。これは、生産規模の拡大だけではなく、部品の現地

調達割合の増加、販売ルートの構築、内陸地域の市場開拓なども課題とする

ものである。 

以上の述べたように、日本企業の現地化管理が必要となっていく。 

 

4．日本企業の問題点と今後の発展道路 

4.1 中国における日本企業の成功例 

東芝株式会社大連社が前から急速に発展してきた。東芝大連社が工場勤務

の経験の全くない若い中国人を採用しながら、きわめて早期に高い生産性を

実現したのはまず第一に形式知による的確な技術トランスファーであり、そ

して徹底した個人別管理による作業者のレベルアップである。 

東芝大連社成功した原因はその三つの経営理念があるそうだ。中国人と真
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の意味でコミュニケーッションする。その手がかりをつかんだ中山（東芝株

式会社の部長）は、しだいに経営者としての自信を持ち始めていた。そして、

自らの手による東芝大連社の生産面での戦略づくりが固まっていった。中山

が東芝大連社経営の理念として掲げたのは「人間尊重」「暗黙知から形式知

へ」「ポンプアップ経営の実現」の三つである。 

松下電器では、日本本社ではもちろん毎日朝会で唱和している。北京・松

下彩色顕像管有限公司(略称 BMCC、１９８７年北京に設立した)の初代総経理

蜷川親義氏は、松下電器の経営理念を展開するに際して、毎朝唱和を押しつ

ける子とやめようとした。しかし、最高責任者の張彭董事長が松下電器を訪

問した際、その重要性を認識し、中国での３つの精神を追加要請するととも

に、毎朝唱和の導入を懇請した。 

このような事情を蜷川親義氏は次のように総括している。｢BMCC 成功の基本

要因の第一は、北京側が松下電器の経営の考え方を大変冷静に受け入れても

らったこと、並び中国側の最高責任者張彭さんという素晴らしい人物になっ

てもらったことである。｣ 

しかし、一部の大手企業が成功しているとはいえ、中国における日本企業

全体は現地化管理の面でまだいろいろな課題を抱えている。 

 

4．2 中国におけるアメリカ企業との比較から見た問題点 

企業経営の一環として、米国式戦略の優位は際立っている。米国式の優位

性は、大別して現地化推進の容易さと低コストである。現地化推進とは、中

国でビジネスをするにあたって必要とされる現地の市場やリスクを感じ取る

触覚を発達させることである。いかに競争力のある製品をもつ企業でも、そ

の製品に対するニーズが、中国のどこにあるのかを知らなければ製品は売れ

ないし、中国ビジネスの落とし穴(リスク)がどこにあるのかを理解すること

も不可欠である。 

そして、市場情勢やリスクは常に変化している。日本式戦略のもとでは、

現地スタッフ（中国人）がこうした変化を先取りし、日本人管理職がそれを

理解して企業戦略に生かしていくという形が理想なのだろうか、そこまで先

見性がある現地スタッフはなかなか日本企業にはやってこないのである。な
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ぜなら、中国人の間では「日本企業に就職しても出世ができないし、給料も

低い」ということが半ば常識になっているからである。結局、日本企業には

上司から言われた仕事だけをするレベルの中国人職員しか集まらず、中国市

場やリスクの研究は中国滞在経験が長い日本人が行なうことになる。しかし、

いわゆる「中国通」といわれる日本人でも、中国理解では優秀な中国人に敵

うわけがないのである。 

それから、日本側は日本的経営を取り入れようとすれば、中国側の経営管

理者および一般従業員に、日本的経営の特徴を言葉を尽くして徹底的に説明

し、十分に理解させなければならない、それから今後、中日双方の出資者は

異なる文化を背景に持つ人同士のコミュニケーションの重要性を十分に認識

し、中国のさまざまな面の変化を積極的に理解しなければならない。中国語

と日本語が精通しているだけでなく、中国と日本の文化や習慣、中国人と日

本人の考え方の違いおよび日本的経営なさまざまな知識を持っている優秀な

通訳を採用することが大事である。 

次にコスト面を簡単に比較する。日本人や欧米人が中国で駐在する場合、

一般的には５つ星レベルホテル相当の社宅と社有車が割り当てられ、生活の

困難さの対価として多めに給与が支払われる。従って、会社からみれば一人

あたり人件費は本国勤務の社員の２倍近くになるだろう。さらに、例えば日

本人職員の語学学習のため留学に出すなどすれば、その職員には仕事をしな

いにも関わらず１年間給与を支給することになる。これが中国人であれば、

いかに優秀な職員であっても月20万円支払えば相当な高給ということになる

だろう。 

また、多くの日系企業は自立性が低い。中国での収益が低いため、給与負担、

人員派遣、取引価格、業務委託など、本社の補填で黒字を維持する企業が多

い。日本企業は海外子会社への権限移行が不十分のため、在中国日系企業は

意思決定が本社に依存し、独自の裁量権限が小さい。このため、中国事業を

戦略的に展開することが難しい。 

さらに、日本企業が唯一欧米企業より優れる点としてあげられる「雇用の

安定性」も競争のメリットにならない。人を確保し、人を育て、そして最後

には、人の定着を図ることが重要になる。給料やボーナスとリンク能力賃金
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の設定が必要になる。給料やボーナスに関しては、その業種によって相場が

ある。しかし、肝心なのは、能力賃金である。今まで、日本では、会社全体

のバランスとチームワークを考慮するために、業績の優れた社員の給料とそ

うではない社員の差がそう大きくない。しかし、中国では、その分の差をボ

ーナスや奨励金に反映しないと能力のある社員から文句が出たり、会社を辞

めたりすることが生じる。ここのところは、実ははっきりしている。中国で

は、欧米企業に人気があるのも、能力給に魅力があるからである。日系企業

は今、適切な給料の設定や一所懸命に仕事する社員にそれに見合った報酬（能

力賃金）を与えるシステムを作らないと、せっかく育った人材が他社に引き

抜かれることが頻発している。 

このように、現地の実状にあった経営を行なうという面でもコスト面でも、

米国式の方がより合理的であることは疑いがないように思う。 

 

４．3 日本企業今後の発展道路について 

このような、さまざまな問題点に対して、日系企業は積極的に改善に努力

しなければならない。  

まず、戦略的調整が重要である。中国経済の発展や、市場の変化に対応し

て、中国事業の戦略も調整する必要がある。中国市場への資源投入を強化し、

既存企業・事業の統廃合も積極的に進める。中国子会社により多くの権限を

委譲し、その自立を促す。そして、顧客と積極的にコミュニケーションを図

ることによって、顧客の情報を適時に把握しなければならない。さらに各出

資者に企業の現状と市場の状況および中国の関連事情、顧客の状況を理解さ

せることも必要である。また各出資者の協力を得て販売力を強化することも

必要不可欠な対策である。 

また、問題解決に積極的に取り込むことも不可欠である。この数年間、さ

まざまな調査で示した中国における日系企業の苦情、問題点、困難がほぼ同

じであり、問題の解決が進んでいないとも受け止められる。問題の発生に対

して、日系企業は中国政府の対応、ビジネス環境、中国のビジネス慣行に対

する不満が多いが、自らの改善努力が不十分である。すなわち、外部環境の

改善を待たないで、自らの範囲内で改善できることを先に着手する努力が重
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要である。  

さらに、日本的経営と中国での相性を認識する必要がある。日本の企業制

度、企業経営の慣例など日本的経営は、日本企業の発展に大きく貢献してき

たが、中国で事情に合わないものもあり、かえって問題を引き起こすことも

ある。そのなか、日本企業の人事制度が中国では適用できないことを認識し

なければならない。中国では、信賞必罰が重要であり、権限と責任、実績と

報酬のリンケージが不可欠であり、年功序列や、責任不明が通用しない。欧

米企業に人気があるのは、それらの企業で能力主義の人事管理を実施してい

るからであると言える。したがってそのような事情を理解した上で、日系企

業も日本的経営の特徴の一つである年功序列賃金制度を早急に破り、できる

だけ早く能力を重視する能力主義の人事管理を取り入れるようにしなければ

ならない。 

最後に、「雇用の安定性」を競争メリットにしていくために、賃金面だけ

ではなく、従業員に対して「帰属感」と「達成感」を与えることも大事であ

る。前述の東芝大連のように現場で従業員と真のコミュニケーション（形式

知）をとったり、松下のように朝礼を行ったりして従業員を尊重しながら働

かせることも大切であろう。 

 

おわりに 

現地化に関する問題に対して、できれば早く問題を解決したほうがいいと

思い、要するに、如何に中国人の創造性と積極性を引き出すかは日系企業の

今後の課題となっている。硬直すぎる管理制度を破ることが必要であるし、

中国経済の発展や、市場の変化に対応して、中国事業の戦略を調整する必要

もある。 

最も重要なのは現地管理者に多く支配権を与えるのである。従って、必ず

しも一律に現地人への権限委譲や現地人の多くを経営陣に据えることが最善

の方策であるとは限らず、むしろ、これまでの海外進出の経緯・経験や売上

高に占める現地販売率の拡大、現地の人材獲得・人材育成の状況等に応じて、

各企業が利益最大化のための最善な体制を模索している姿が浮かび上がって

いるべきである。 

 12



 

 

謝辞 

本論文は大連大学日本語言文化学院柯斌先生に指導してもらって、心から感

謝の意を申し上げたい。 

参考文献 

 

1． 周宝玲著；｢日系企業が中国で成功する為に—異文化経営が直面する課題｣；晃洋書

房；2007 年；pp．3－4 

2． 浦上清著；｢中国における企業経営の現地化を考える視点｣；東し経営研究所；2007

年；ｐ61 

3． 今田高俊著；｢中国における日本人観と日系企業評価―東南アジア３カ国との比較

で｣；組織学会編『組織科学』；白桃書房；1994 年、Ｖoｌ．27、Ｎo．3；pp．12－13 

4． 水戸康夫著；「日本企業の海外立地戦略」；創成社；2000 年；ｐ．184 

5． 園田茂人著；「日本企業アジアへ―国際社会学の冒険」；有斐閣；2001 年 pp．1－8 

6． 荒川直樹著；『中国で製造業は復活する』；三田出版会；1998 年；ｐ．91 

7． 原ロ俊道著；「アジアの経営戦略と日系企業」;学文社；2007 年；pp．147－150 

8． 村山元英著；「経営海外移転論」；創成社；1979 年；ｐ．66、ｐ．69 

9． 近藤大介著；「北京大学 3 カ国カルチャーショック」；講談社；1997 年；pp．45－47 

10．ジェームズ･マン著；「米中奔流」；共同通信社；1999 年；pp．67－70 

11．王效平著；《新世纪的东亚经济合作》；中国评论学术出版社；2007 年；pp．11-13 

12．久保新一著；「中国の外資政策の転換とその背景」；関東学院大学経済学会『経済系』

第 241 集；2009 年；pp．40－41 

13．日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部アジア大洋州課『在アジア・オセアニア

日系企業活動実態調査（2009 年度調査）』；p．14 

14．古田秋太郎、胡桂蘭著；「松下電器の中国における人材育成―インタビュー調査」；『中

京経営研究』第 10 巻第２号；2001 年；p．24 

15．今田高俊、園田茂人著；「アジアからの視線」；東京大学出版会；1995 年；p．41 

 13



 

 14

 


	はじめに 

