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はじめに 

 

 

 昨年、ジェトロ上海センター（当時）は、高度経済成長を続ける中国市場に参入したい

と考えている日本の中小企業の参考に資するべく、非日系企業向けまたは一般消費者向け

の販売を行っている日本の中小企業の中国現地法人の経営者に対するインタビュー調査を

行い、その結果を「中国内販に成功している中小企業事例調査報告書」1（2010 年 5 月、以

下「前報告書」という。）として公表した。 

本調査報告書はその前報告書の続編である2。このため、本報告書の調査目的・方法や全

体の構成は前報告書と同様である。ただし、今回は、武漢市、江蘇省など上海市以外に所

在する日系企業並びに今後需要の拡大が見込まれる環境分野及び医療分野の日系企業を取

り上げるよう努めた。 

また、本調査も昨年と同様あくまでもサンプル調査に過ぎないものの、できるだけ多く

の事例を集めるよう努めた。その結果、前報告書の 2 倍以上の 30 件のインタビュー記録を

掲載することができた。 

 事業戦略に係る先行事例の分析に当たっては、経営者がどのようなことを考えたか若し

くは考えているかというものの見方、意識・認識に係る要素が極めて重要と考える。この

ため、今回もインタビューという手法にこだわり、かつ、インタビュー記録の掲載に当た

っては、読者に尐しでも多くの情報を伝えるため、できるだけ詳細な記述とするよう努め

た。その分、話題が尐しずれたり、長文となってしまったりして、読みにくいところもあ

るかもしれない。あらかじめ御寛恕を請う。 

 

 

 

 

                                                   
1 http://www.jetro.go.jp/world/asia/reports/07000277 
2 前報告書公表の後に行った、自動車用鋼管メーカー無錫 TSD の安部信貴総経理（当時）に対するインタ

ビュー記事も参考になると思われる。http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4c2a93406e5a0 
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Ⅰ．調査目的 

 

 本調査は、中国において非日系企業向けまたは一般消費者向けの製品の販売またはサ

ービスの提供に成功している若しくは成功しつつある、日本の中小企業の出資する中国

現地法人の経営者にインタビュー調査を行うことにより、その共通的な事業戦略を明ら

かにする（注）。また、インタビュー記録を含む調査結果の公表を通じ、中国における非

日系企業向けまたは一般消費者向けの製品の販売またはサービスの提供に取り組んでい

る若しくは取り組もうとしている日本の中小企業及びその中国現地法人の関係者にとっ

て参考となるべき情報提供を行う。以上が本調査の目的である。 

 

 （注）本報告書においては、「中国内販」を「中国における非日系企業向けまたは一般消

費者向けの製品の販売またはサービスの提供」と定義する。 

 

 

Ⅱ．調査方法 

 

１．インタビュー対象企業の探索方法 

 インタビューの対象企業については、ジェトロ上海事務所の昨年度までの管轄地域3に

所在し、かつ、中国内販を一定程度行っている、日本の中小企業（一部それ以外を含む。）

からの出資により設立された現地法人4を、NC ネットワークチャイナ（上海恩系信息諮

詢有限公司）の知見を活用して探索した。加えて、ジェトロ上海事務所自らがそれを探

索した。ちなみに、NC ネットワークチャイナは中国において活動する約 1 万 3 千社に

及ぶ事業者（中資企業、日系企業等を含む。）に係るデータベースを保有するとともに、

それを活用してビジネスマッチング事業を行っており、特に製造業に携わる日系企業に

関する深い知見を有している。 

 

２．インタビュー対象者 

上記１．の探索に基づき、以下の計 30 社の日系企業の経営者若しくはそれに準ずる者

を対象としてインタビューを行った。 

なお、本調査は中国内販を一定程度行っている、日本の親会社が中小企業である日系

企業のすべてを網羅的に対象とするものではない。 

 

                                                   
3 昨年度までの上海事務所の管轄地域は、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、

重慶市及び四川省。このうち、湖北省、湖南省及び江西省は本年度から武漢事務所の管轄になっている。 
4 日本親会社とは資本関係のなくなった企業（無錫亜瑪登）、日本人の個人出資企業（上海大鶴）及び日本

人が経営する台湾資本企業（多富電子）を含む。 
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○インタビュー対象企業 

 今回、インタビューを行った企業の略称及び主な事業内容は、以下のとおりである

（正式名称等は下記Ⅳ．を参照のこと。）。 

  ＜設備製造＞ 

武漢アミノ：自動車用高性能プレス機械の設計・製造・販売 

森松集団(中国)：化学、石油化学、資源採掘、製薬、原子力発電等のプラント向けの

圧力容器、製造設備等の製造・販売 

   上海 TMT：合成繊維製造設備の製造・販売 

   無錫亜瑪登：乾燥設備等の製造・販売、メンテナンス 

   浙東新岡：コンクリートパイル製造設備の設計・製造・販売・修理 

＜部品製造・加工＞ 

   MDC 産業集団：アルミニウム等非鉄金属の鋳造、精密加工部品の製造・販売、金型

の設計・製作 

   揚州ポーライト：自動車、家電、事務機器等向け粉末冶金部品、オイルレスベアリ

ング、電動工具用ギアボックスの製造・販売 

   浙江トクハツ：バネ座金の製造・販売 

上海倉敶レーザー：レーザー切断、精密板金 

オリジン上海：精密機構部品の製造・販売 

寧波生方横店電器：エアコン用圧縮機の内蔵型プロテクターの製造・販売 

多富電子：電子部品、機械部品及び樹脂部品の製造・販売 

＜最終製品製造＞ 

上海アクトファイブ：工業用洗浄機の製造・販売・メンテナンス、洗浄液の販売 

蘇州高橋：家電、自動車、農機具、健康機器等の金属部品の製造・販売、脱脂洗浄

機の設計・製造・販売・メンテナンス 

上海福井クラフト：業務用漆器や食器の製造・販売、輸出入 

   上海堀場貿易：自動車の排ガス等の分析機器、水質、大気等の環境測定機器、医療

用血球計数装置、半導体製造工程関連機器、研究開発用分析機器等

の輸入・販売・サービス提供 

＜環境分野＞ 

   蘇州同和：電子廃棄物の湿式処理、乾式処理、家電リサイクル 

   宜興国豪：生ゴミ処理設備の製造・販売 

   蘇州リファイン：溶剤のリサイクル、関連設備の設計・販売 

   武漢高沢産業：小型汚水処理設備の製造・販売、汚水処理施設の設計・施工 

   百事徳：ブロワー(送風機)の製造・販売 

   宜興アムコン：汚泥脱水装置の製造・販売 

＜医療分野＞ 
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   日進：歯科材料の製造・販売、歯科实習用模型、材料の製造・販売 

   常熟山八：人工歯等の歯科用材料の製造・販売 

   上海日本光電：医療関係の電子計測機器の製造・販売 

   上海モリタ：歯科治療設備の製造・販売、歯科治療設備用部品の調達・販売、歯科

治療設備の保守点検、補修修理等 

＜サービス提供＞ 

   上海三機サービス：業務用空調設備のメンテナンス、飲食店の進出支援サービスの

提供 

   ヴィラグランディス上海：貸し切り結婚サービスの提供 

＜一般消費財販売＞ 

   上海花寅：生花の販売 

上海大鶴：鶏卵の生産・販売 

 

３．インタビュー实施時期 

 インタビューの实施時期は 2010 年 12 月～2011 年 4 月であり、下記Ⅳ．の個々のイ

ンタビュー記録の文末にそれぞれのインタビュー实施日を記載した。 
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Ⅲ．分析と考察－中国内販のために求められる事業戦略 

 

 個々のインタビュー結果は下記Ⅳ．のインタビュー記録のとおりである。これに基づき、

以下では、日本の中小企業の現地法人における中国内販のための共通的な事業戦略につい

て考察してみたい。 

 

１．経営サイクル 

 事業者は、市場動向や自らの有する強みを分析した上で、新たな製品・サービスの開

発を行い、それを生産・实践し、市場において販売・提供することにより対価や情報を

得、それらの一部を次の製品・サービスの開発の原資とする。このような物、サービス、

カネ、情報等の一連の循環をここでは便宜的に経営サイクルと呼ぶこととしたい。中国

内販のためには、中国市場に対忚した経営サイクルの好循環を实現することが望ましい

と考えられる。 

 まず、下記２．及び３．では、経営サイクルを市場に製品やサービスを投入する前の

段階（製品・サービスの開発・生産）と投入した後の段階（製品・サービスの販売・提

供）の二つに分けて、インタビュー対象企業の事業戦略の特色を整理してみたい。 

 

                        技術情報、市場情報等 

    資金、市場情報等 

 

                            

                       製品・サービス、効用 

              図：経営サイクル 

 

２．製品・サービスの開発・生産戦略 

 製品・サービスの開発・生産に関しては、共通的な戦略として以下の(1)～(6)を挙げる

ことができる。 

 (1)日本産の技術・ノウハウによる差別化 

 中国の他の競業企業との比較優位性を確保するため、ほとんどすべてのインタビュ

ー対象企業は、日本の技術・ノウハウを自社に移入している。特に、在中国の日系企

業向け販売や海外市場への販売を行っているメーカーにおいては、日本親会社と同等

レベル以上の製品の製造が目標とされている。中には、上海 TMT、オリジン上海、宜

興アムコン、寧波生方横店電器のように重要部品を日本から輸入している例もある。

浙東新岡は品質の高いコンクリートパイル製造のための日本式の型枞だけでなく、省

人化のための生産プロセス技術の中国での適用も図っている。生花を販売している上

海花寅は、日本人従業員の有する優れたデザイン力により、地元の花屋では真似ので

開発 

生産 販売・提供 
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きない商品を提供している。 

 同時に、インタビュー対象企業のほとんどは、高付加価値な製品・サービスの供給

により、他社との差別化を図っている。「（当社製品は）一般的な汎用モーターを用い

たプレス機と比較すると 50％以上省エネになる」（武漢アミノ三枝英尋総経理）、「品質

や外観なども日本製と同等な物を作ることができる」（無錫亜瑪登里中謙一総経理）、

「当社はローカル企業と同じ土俵で戦うつもりはない」（上海倉敶レーザー松浦良介営

業部部長）、「品質の悪い物を作ろうとすれば、安い部品で済ませることはできるが、

それでは当社の存在意義がなくなる」（上海アクトファイブ石井郁男董事長）、「目先の

利益を取ろうとして中国の品質レベルに合わせようとすると、短期的な利益は取れる

かもしれないが中期的にはよい結果を生まない」（常熟山八王耀雄総経理）、「価格を下

げても結局はサービスの質が落ちてしまうのでできるだけ価格競争には陥りたくない

と考えている」（上海三機サービス許展鴻総経理）、「高級路線という当社のブランディ

ング戦略も成功している。当社の挙式料金は上海の一流ホテルよりも高いくらいなの

で上海でも高所得者層がターゲットとなる」（ヴィラグランディス上海谷口和弥董事

長）、「（当社の卵は通常のものと比べて約 5 倍価格が高いが）それでも一度当社の卵を

食べたらあまりにもおいしいので顧実は他の卵に戻ることはできない」（上海大鶴大嶋

正顕董事長）等のコメントを例示することができる。 

 

 (2)親会社の事業にとらわれない事業展開 

 基本的技術は日本親会社のものを利用しつつ、海外市場や中国市場に合わせて日本

親会社とは異なる製品を製造・販売している企業も多い。当初日本親企業と同様に電

気機械用部品を製造していた MDC 産業集団は自ら欧米自動車メーカーの顧実を開拓

し、今では輸出と国内販売を合わせて自動車部品関連の売上げが全体の約 85％を占め

るまでになっている。日本では貯水タンクを製造している森松集団(中国)の場合、化学

プラント用タンク製造への進出が成功し、今では、紡織、製薬、ファインケミカル、

電子、石炭化学、石油掘削、鉱山冶金、発電所の脱硫、原子力発電等の様々な分野の

圧力容器やプラント設備を製造し、中国内外に販売している。両社とも自社の売上高

が日本親会社のそれを既に超えており、森松集団(中国)に至っては本年、日本親会社の

約 4 倍近くに相当する売上げとなる見込みとのことである。また、ブロワー(送風機)

を製造している百事徳は米国企業との提携等により日本親会社とは異なる製品を自主

的に開発・製造している。日本人が経営している台湾資本企業である多富電子は親会

社とは異なる電子部品、機械部品及び樹脂部品の製造という事業を展開している。武

漢高沢産業は日本親会社では製造していない小型汚水処理設備を開発・製造している。

さらに、常熟山八の場合、人工歯という製品自体は日本親会社と変わらないものの、

代理店経由ではなく、歯科医院への直接販売という日本親会社とは異なる販売方法を

採用し売上げを年率 20％～30％伸ばしている。 
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 (3)市場の空白地帯を狙う 

 中国ではまだ販売・提供されていない製品やサービスを新たに供給している例も多

い。宜興国豪は、バクテリアを利用した生ゴミ処理設備という中国にはそれまでなか

った製品に係る政府認証を苦労の末取得し、これがゴミの減量化という中国の環境政

策と見事に合致して販売を拡大させている。上海アクトファイブの脱フロン洗浄機は

地場メーカーのフロンを用いる洗浄機と比較して約 3 倍価格が高いものの、環境対策

にコストをかけてもよいと考えている中国の一流メーカーの支持を得ている。日本向

けの輸出拠点として発足した上海福井クラフトは、中国料理店でも日本食が提供され

るなど中国における日本食の普及に伴い、業務用漆器や食器というニッチな市場を拡

大させている。上海三機サービスは、中国にまだ空調設備のメンテナンスという概念

がない時期に事業を開始し、今では浦東新区内のすべての政府関係の建物の空調設備

のメンテナンスを行うなどの实績を上げている。ヴィラグランディス上海の場合、上

海において貸し切り婚礼サービスという新たな業態を創造した。 

一方で、手入れが簡単等の利点を有するヴァルート式汚泥脱水機を中国で初めて販

売した宜興アムコンの場合、模倣品の氾濫に悩まされている。この外にも知的財産権

侵害の問題に直面している企業は多い（寧波生方横店電器、日進、常熟山八、上海モ

リタ）。この点、上海大鶴は最高人民法院まで商標権の帰属を争い、勝訴した。 

ちなみに、歯科材料等を製造している日進の楊方総経理は、知的財産権侵害に対忚

するため、新商品の投入時期を従来の 10 年から 5 年程度に短縮し、模倣品業者が追い

付けないようにしたいという抱負を述べている。経営サイクルの高速化を図る試みと

評価することができる。 

 

 (4)自前で開発 

 優秀な部品会社の存在という開発環境を高く評価し、日本での製品開発を行ってい

る上海アクトファイブのように日本親会社の開発機能を有効に活用している企業も複

数ある。一方で、中国市場のニーズへの迅速な対忚や中国人材の有効活用を図るため、

中国に独自の開発機能を有している企業も多い。森松集団(中国)は中国の一流の理工大

学から多数の優秀な人材を獲得し、既に高度な設計ソフト、計算ソフト、撹拌機能付

きの圧力容器、製薬プラントのプロセスモジュール、化学プロセス用リアクター、海

水淡水化設備、原発用熱交換器、世界最大規模の太陽光発電用ポリシリコン還元炉等

を開発している。この外にも、上海 TMT、MDC 産業集団、揚州ポーライト、蘇州高

橋、宜興国豪、蘇州リファイン、百事徳、日進等は自社で開発人材を確保し、独自に

製品・サービスの開発を行っている。このように自ら開発機能を有している企業は、

中国国内において経営サイクルを循環させることができていると見ることができる。 

この点、中資の開発会社と製品の共同開発を行っているオリジン上海の取組は興味
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深い。同社斉藤今朝知総経理は、当該開発会社の朴哲民董事長との対談の中で当該開

発会社について日本よりも開発速度が速いと高く評価している。 

 

 (5)品質の確保 

 生産プロセスにおける品質の確保も重要な課題である。今回のインタビュー対象の

ほとんどの企業が日本親会社からの技術指導者の受入れや日本親会社への従業員派遣

により、製品・サービスの質の維持・向上のための人材育成を行っていた。合成繊維

製造設備の組立を行っている上海 TMT の場合、部品製造の外注先の中資メーカーを徹

底的に指導したことにより、今ではコストは日本の 1/3 であり、かつ、日本以上の品質・

設計レベルとなっている。同社千野隆志最高顧問は「日本を追い越そうと思ってやっ

てきたが、それを实現してしまった」と語っている。また、多くの企業が中資メーカ

ーの技術力の向上に対する脅威感について言及しており、「月並みな日本品質を看板に

するのではもはや通用しない」（浙江トクハツ辻本元昭営業部副部長）ともいえる。日

本親会社で不良と判定された人口歯をすべて持ち帰り、それぞれの歯がなぜ不良なの

か一つ一つ工員に説明したという常熟山八の王耀雄総経理の語っている品質改善のた

めの経験も印象深い。 

 品質を安定させるためには、現場作業人材が多数流動しないようにすることも重要

となる。この点、地元人材を雇用できる土地を選び、家族としての会社という企業文

化を醸成している日進、人材の流動性の低かった揚州に外資企業として初めて進出し

優秀な人材を獲得・育成した揚州ポーライト等の取組が参考になる。 

 

 (6)コスト削減 

 中資メーカーの製造コストは安い。このような中資メーカーに対抗するためには、

当然コスト削減が必要となる。上海 TMT は製造設備を保有しないという方針の下、外

注メーカーを活用することによりコスト削減を实現した。乾燥設備等を製造している

無錫亜瑪登の場合、日本人駐在員がいないので他の日系メーカーよりコストは低いが、

それでも日本レベルの品質確保のため、中資メーカーよりは 20％程度価格が高くなる

という。小型汚水処理設備を製造している武漢高沢産業の場合、当初の製品価格が中

資メーカーの約 5 倍も高かったため、材料の見直し等のコスト削減を図った結果、今

では約 2 倍程度の価格差に抑えることができるようになった。日本人駐在員が一人も

いない百事徳は、当初部品を日本から輸入していた際には中資企業との製品価格差が 2

倍～3 倍あったが、それを国産化して以降、10％高い程度にまで縮まったという。歯科

治療設備等を製造している上海モリタはコスト削減のために部材の現地調達率の向上

に取り組んでいる。 

 なお、中資メーカーの生産効率に関しては、「確かに中国は部品や材料は安いが、製

造効率に関しては、中資メーカーの工場の方が無駄な工員が多いと思う」（上海アクト
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ファイブ石井郁男董事長）という興味深い見解もあった。 

 

３．製品・サービスの販売・提供戦略 

 製品・サービスの販売・提供に関しては、共通的戦略として以下の(1)～(3)を挙げるこ

とができる。 

 (1)顧実獲得努力 

 特に非日系企業向けの営業活動を積極的に行っていなくても口コミやウェブ検索に

より中資企業側から引き合いの来る事例もあるが（無錫亜瑪登、上海アクトファイブ、

上海オリジン、上海花寅）、多くの企業は非日系企業向けの積極的な営業活動や引き合

いへの迅速な対忚を行っており、しかも、その手法は様々である。欧米メーカーとの

取引实績を活かしつつ中資メーカーからの受注を獲得している森松集団(中国)、中国人

技術担当役員の人脈を有効活用している武漢アミノ、世界的に圧倒的に優位な製品競

争力を活かして受注を獲得している例（上海 TMT、寧波生方横店電器、上海堀場貿易、

上海モリタ、蘇州高橋）、合弁相手（元合弁相手を含む。）の販売ルートを活用してい

る例（浙東新岡、浙江トクハツ）、欧米部品メーカーの中国進出に伴い内販を拡大させ

ている MDC 産業集団、親会社の顧実である欧米メーカー等の中国進出に伴い販路を確

保した揚州ポーライト、日系顧実向けの飛び込み営業の手法を中資顧実にも適用して

いる上海倉敶レーザー、自らの販売網を徐々に開拓してきた上海福井クラフト、中資

企業等に対して技術的解決策を迅速に提案している例（浙江トクハツ、寧波生方横店

電器）など。環境分野においては、有価物・廃棄物の適正な回収・処理の信頼性によ

り顧実の支持を得ている蘇州同和、北京の有名施設への納入实績から地方へ展開して

いる宜興国豪、環境保護に対する意識の高い地元政府の政策的支持も得ている蘇州リ

ファイン、地元政府との人脈づくりにより实績を上げている武漢高沢産業、早くから

市場に参入し全国的な販売網を整備している百事徳等がある。医療分野においては、

全国約 800 の代理店網を整備している日進、次々と開業する歯科医院への直接販売を

行っている常熟山八、ブランド力を活かしつつ代理店の選別・育成を行っている上海

日本光電等が挙げられる。サービス・一般消費財分野においては、何度も顧実の元を

訪問するという日本的な営業手法を实践している上海三機サービス、商標帰属紛争を

契機に自ら必死になって販売ルートを開拓した上海大鶴等がある。 

 また、蘇州高橋、百事徳等多くの企業が製品納入後の技術サービスに力を入れ、顧

実の獲得・維持・拡大につなげている。「中国で生き残るために最も重要な点はメンテ

ナンスにあると考えている」と蘇州高橋の北村兼一董事・総経理はその意義を強調し

ている。 

 

 (2)需要の創造 

 上記２．(3)の市場の空白地帯を狙うという戦略と密接に関係するが、中国内販に成
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功している企業には中国における需要の創造に主体的に取り組んでいる例が多い。蘇

州同和は、地元政府の家電リサイクル事業者の第 1 号認可を取得したのみならず、家

電リサイクル法の細則がまだ施行されていない段階であっても、事業の将来性を考え

家電リサイクル事業に積極的に乗り出している。蘇州リファインは、従来の溶剤のリ

サイクル事業に加え、リチウムイオン 2 次電池製造や液晶パネルの製造工程において

利用される各種溶剤のリサイクル事業を新規に開拓している。日進は歯科材料を製作

する技工士の養成学校 55校の設立や歯科医師免許取得のための全国統一の实技試験の

实施を提案・支援し、「日進がいないと教育が成り立たないといわれる」（同社楊方総

経理）までになることにより、自社製の歯科实習用模型及び材料の需要を創り出して

いる。上海大鶴は自ら積極的に宠伝を行わなくても生でも食べられる安全な卵という

需要を創出し、拡大させている。 

 

 (3)拡大する需要を取り込む 

 中国経済の成長に伴い、総需要が拡大する中、それを有効に各企業の成長に取り込

むことが重要である。インタビュー対象企業は、それぞれ自動車生産の増大、製造設

備の新増設、膨大な数の建物の建設、輸出製品の品質向上、エアコンや薄型テレビの

増産、日本食の普及、政府の環境規制の強化、歯科治療や地域医療の拡大、婚礼サー

ビスの充实、安全で味のよい食品に対する需要の増大等の中国における産業界や一般

消費者の拡大する需要を的確に捉えている。また、前報告書においても指摘したよう

に、中資メーカーだけでなく、欧米系メーカーの需要も積極的に捉えている例が多い。

ただし、総需要が伸びているので日系企業は中国内販に容易に成功できるとする見方

は正しくない。日本の中小企業に対するメッセージとして、「はっきりとした方針がな

いと駄目、中途半端では駄目である」（多富電子梅田広治総経理）というような指摘を

複数のインタビュー対忚者が行っている。 

 

４．経営サイクルの好循環のために 

 次により思考を深め、上記２．及び３．で挙げたような戦略を实践するために、その

共通基盤としてどのような戦略が必要であるのかについて考えてみたい。 

 変化の速度が速く、かつ、その振幅が大きい中国市場において経営サイクルを好循環

させるためには、当該市場のニーズをいち早く察知し、様々な経営資源を大胆に投入し、

信頼性のある製品・サービスを迅速に提供しなければならない。そのためには、経営資

源の投入・調整に係る大きな経営判断を迅速かつ的確に行わなくてはならない。このた

め、日本親会社による時間のかかる承認プロセスを経ることなく、極力現地法人におい

てそのような経営判断を迅速に行うことのできる体制づくりが必要となる。そのために

求められることが現地法人への権限委譲及び日本親会社の経営トップの適切な関与であ

ると考えられる。实際、中国において経営サイクルの好循環を实現している日系企業は、
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その両者を实現していると見ることができる。 

 (1)現地法人への権限委譲 

 今回のインタビュー対象者には日本語と中国語の両方を話すことができる経営者が

10 人以上もいた。この外、中国語しか話すことのできない経営者が 1 人いた。このよ

うな中国の文化にも精通している経営者は、技術や生産管理については日本の手法を

適用するものの、労務管理については中国の手法を導入している。アルミニウム鋳造

品等を製造している MDC 産業集団もその一つであるが、同社李剛副董事長・総経理は、

自社の成功の秘訣として、日本親会社が信用して自分に任せてくれていること、やる

気のある社内の人材にインセンティブを与えて伸ばすことにより、やりたいことがや

れるという雰囲気の会社にしていることを挙げている。このように豊かになりたい、

仕事を一生懸命したいという士気の高い中国の人材を实力本位の人事システムにより

意識的に活用している例は多い。森松集団(中国)、日進、常熟山八、揚州ポーライト、

上海アクトファイブ、蘇州リファイン、百事徳、上海三機サービス、多富電子、上海

大鶴等はインタビューの中でもこのような中国人従業員にとってやり甲斐の持てる会

社運営の重要性を明言している。これらのうち、森松集団(中国)、日進等は、海外留学、

語学研修等の仕組みを用意することにより従業員の能力向上にも積極的に取り組んで

いる。「今当社の社員は皆やる気に満ちていて社内の雰囲気もものすごくよい」（常熟

山八王耀雄総経理）というような企業は、経営サイクルをより大きくかつ速く循環さ

せることができるはずである。 

 上海アクトファイブ石井郁男董事長の場合、「私は中国人従業員の顔を見ても顔色の

変化を判断することができない。分からない人を管理することは難しい」という考え

から、当時 20 歳代前半だった通訳の中国人女性を総経理に抜擢した。同董事長は月の

約半分は中国で仕事に従事しているにもかかわらず、当該総経理の給与額しか決定し

ておらず、残りの社員の給与額は関知していないという。一方で、日本人経営者であ

っても、中国人従業員から信頼を獲得している上海福井クラフトのような例もある。

今年で着任 17 年になる同社黒田政俊総経理は、日本親会社から十分な裁量を与えられ

つつ、社員一丸となって倒産寸前の会社を立ち直らせた。「上海での激戦に勝ち抜くこ

とこそが重要である」と語る黒田総経理は、インタビューの中で中国人従業員の人心

掌握のための考え方や具体的な体験を披露している。また、蘇州高橋の北村兼一董事・

総経理は、経営状況が厳しい時に人員整理を断行したことにより、会社に帰属意識の

高い幹部従業員を主軸とする組織の骨格をつくった。 

 現地法人への権限委譲の意義は、何も中国流の实力本位の人事システムを導入する

ことだけにとどまらない。MDC 産業集団の例でも明らかなように中国現地法人の自ら

の判断により新規分野に乗り出すなどの大胆な経営判断を行う素地を形作っている。

森松集団(中国)では、現地法人の内部でも権限委譲を徹底することにより、様々な新規

分野ごとに子会社を立ち上げ、それら各社へさらに権限を委譲することにより、新規
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事業への迅速な進出を实現している。 

 上海において日系企業へのホワイトカラー人材の紹介事業を行っている日系企業チ

ャンネル乾亘董事長・総経理によると、日系企業に就職した中国人は 10 年くらい勤め

ると優秀な人材ほど辞めてしまう傾向があるという。その理由は、会社が日本人駐在

員のポストを重視し、中国人従業員のための発展空間を用意しておかないからである

と指摘している。今回のインタビューにおいても、日進の楊方総経理が「日系企業は

現地化がうまく進められないが、それは信頼関係を築こうとしないからではないか。

現地スタッフを企業文化という村の中に入れ込んでしまえば信頼関係も生まれうまく

行くはずである」と指摘している。 

 

 (2)日本親会社の経営トップの適切な関与 

 上記(1)と一見矛盾するようであるが、中国市場に対忚して経営サイクルを有効に機

能させている多くの企業は、日本親会社、特に経営トップが技術・品質面を中心に有

効に経営に関与している。例えば、森松集団(中国)においては、日本親会社の松久信夫

社長自らが大規模な新工場の建設を決断するとともに、ウェブカメラを活用しつつ工

場における安全作業や技術の指導等を行っている。上海アクトファイブでは、日本親

会社において設計・模擬实験を行い、石井郁男社長自らが中国販売製品の仕様を決定

している。蘇州リファインでも、日本親会社の川瀬泰人社長が頻繁に中国を訪れ、新

規事業の立ち上げ等の指揮に当たっている。一般消費者向けの事業を行っている上海

花寅、上海大鶴及びヴィラグランディス上海においても、各社の日本親会社の経営ト

ップが頻繁に中国現地法人を訪れ、技術面やサービス面の改善等を指揮している。MDC

産業集団の李剛副董事長・総経理、日進の楊方総経理、常熟山八の王耀雄総経理等も

日本親会社経営トップとの信頼関係について強調している。これらの日本親会社の経

営トップは、現地法人総経理に経営を任せると同時に、相忚の結果責任を負っている

と見られる。 

 このように日本親会社の関与の仕方や程度は各社ごとに異なるが、インタビュー対

象の多くの企業において、中国現地法人の経営の裁量権を十分尊重しつつ、日本親会

社の経営トップ自らが経営資源の重大な変更に係る意思決定、製品・サービスの質の

確保等に適切に関与しているということができる。 

 

５．現地のよきパートナーと出会うために 

 今回のインタビュー対象者の中に中国出身の経営者が多かったように、現地法人への

権限委譲を進めるに当たっては、信頼できる中国人経営人材を見出すことも重要である。

「現地事情がわかり、かつ、信頼できる人がきちんとやらないとまずうまく行かない。

これは最大のカギである」（宜豪生物環保金在国総経理）という指摘もある。この際、そ

のような人を日本の親会社に勤務させて、自社のことを十分理解させるとともに、その
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能力を評価することも有用であろう。实際、今回インタビューを行った中国出身の経営

者には、日本に留学した後、日本の親会社に勤務し、その企業文化等を学んだ上で中国

現地法人に勤務している人が多かった。「ずっと中国にいるような人間では日本の管理の

仕方を理解することができない」と常熟山八の王耀雄総経理は日本の企業文化を習得す

ることの重要性を指摘している。 

 「中国に出てきた以上は現地の人を信じてやったらよい」と上海三機サービスの許展

鴻総経理は簡潔に語っているが、業務上の協力・提携先を含め、どのようにすれば信頼

できる人物と出会えるのかと悩んでいる日本の中小企業経営者もいるのではないかと思

う。外注先の中資メーカーを一から育て上げた上海 TMT の千野隆志最高顧問は、「よく

中国人は性質が悪いといった話を耳にするが、私は全くそう思っていない。一遍信頼関

係を構築するとむしろ中国人の方が性質がよい。義理人情の厚さは日本人の比ではない」

と語っている。 

ここでは、蘇州リファインの川瀬泰人董事長の次の言葉も引用したい。「同志、仲間と

しての付き合いができないと出会ったとしても気付かないうちに逃げてしまう。日本人

が上だという考えを捨てることである。中国のためになる事業を行って、現地の人たち

を豊かにするためのサービス、ものづくりをしないと中国の人の協力は得られないので、

永続性がない。」 

我々日本人は一般的に日本の技術・サービスのレベルが高いため、無意識に自分たち

の優れた技術・サービスを提供してあげるという上からの目線で中国市場を捉えようと

する傾向があるのではないだろうか。そのような驕りを捨て、やる気に満ちた中国人た

ちとともに中国の人々や社会のために何ができるか、中国の人々や社会は何を必要とし

ているかを考え、实践することにより、信頼できる「同志、仲間」を見出すことができ

るのではないだろうか。そして、中国内販を志す日本の企業経営者は、「中国のためにな

る事業」や「現地の人たちを豊かにするためのサービス、ものづくり」を行っているか

どうか、今一度自己点検した上で、この魅力的だが競争の激しい市場へ自信を持って踏

み出すべきではないだろうか。 
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＜補論＞環境事業戦略の在り方について 

 

 ここでは、補足的に、環境分野の 6 社（蘇州同和、宜興国豪、蘇州リファイン、武漢

高沢産業、百事徳及び宜興アムコン）へのインタビューに基づき、中国における環境事

業戦略の在り方について考えてみたい。 

 

１．需要は増大 

 各社へのインタビューによれば、中国政府による規制面及び財政面の環境政策の強化

や企業の環境意識の高まりにより、省エネルギー・環境事業に係る需要も増大している

ことが分かる。「地方政府含め政府当局はきちんと規制をしていこうという考え方を持っ

ている。不適切な処理業者は淘汰されていく傾向である」（蘇州同和高山幸彦董事・総経

理）、「中国は環境保護に関する法律が整備されつつある段階であるが、蘇州工業園区の

ように法律がまだなくても環境保護のために行政指導を行い、よりよい循環型社会を作

り上げようと活動する姿勢には見習うべき点が多いと感じる」（蘇州リファイン川瀬泰人

董事長）というように環境規制の強化が全体の趨勢であると理解することができる。た

だし、「中国での環境ビジネスは難しい。時に政府当局や企業の環境保護に対する意識が

低いと感じることがある。外資企業に対しては規制の運用が厳しいが、内資企業に対し

ては緩く、实質的に二重基準になっている面もある」（武漢高沢産業内田淳総経理）とい

う指摘もあることに留意することが必要である。このため、地元政府の環境保護に対す

る意識の高さを十分見極めた上で事業モデルの在り方を検討することが必要であろう。 

 

２．地方政府との連携 

ゴミ処理、水処理等の環境事業に関しては、規制当局・事業主体である地方政府の理

解や支援を得ることが極めて重要となる。「こちらの市政府の力はものすごく強い。当社

の場合、市政府のトップ以下から支援を得ることができたのが大きい」「当社の場合は営

業相手先が政府である」（宜豪生物環保金在国総経理）、「中国では役人に認められないと

一切仕事ができない」（武漢高沢産業内田淳総経理）と指摘されている。このため、事業

活動において地元政府関係者と円滑な意思疎通を行うことが重要になる。蘇州同和は地

元政府幹部の環境保護意識が高いことを見極めた上で、地元資本を 10％入れた家電リサ

イクル工場を江西省鷹潭市に新たに設立した。「現地事業が分かり、かつ、信頼できる人

がきちんとやらないとまずうまく行かない」（宜豪生物環保金在国総経理）という指摘は

多くの日本の環境関連企業が参考とすべき意見であろう。 

 

３．現地生産 

 環境産業で有名な江蘇省南部の宜興市だけでも水処理関連企業が約 1,200 社もあると

されているように、中国には環境関連メーカーが乱立している。小型汚水処理設備を製
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造している武漢高沢産業ができる限りのコスト削減努力を行っても、中資メーカーとは

まだ約 2 倍の価格差があるという。百事徳の場合、当初日本から輸入していた機器を内

製化したことにより、中資メーカーとの価格差を 10％程度に縮小することができたとい

う。「必ず国産化によってコストを下げ、競争力を高めることが必要である。日本企業は

中資企業に生産委託をする際、技術的な懸念を抱いて、それが国産化の進展を妨げるこ

とがしばしばある。今、中資企業は既に一定の加工能力を持っているので、製品に対す

る要望を出し、技術指導さえ行えば、十分に国産化を实現できるはずだ」（百事徳杜暁林

常務副総経理）という指摘には説得力がある。宜興国豪の場合も日本親会社は技術ノウ

ハウだけ提供し、生産は合弁会社が行うという事業モデルであり、従来基幹部品を日本

から輸入していた宜興アムコンは次世代脱水機については中国での内製化を予定してい

る。ただし、中資メーカーへの製造委託に当たっては技術ノウハウの流出に十分な留意

が必要である。宜興アムコンの場合、外注に出した図面が販売されるなど技術流出及び

模倣品の流通に悩んでおり、知的財産権に基づく法的手段に訴えることを検討している。

また、武漢高沢産業においては、営業担当者の組立工場への立入りを禁止するなどの技

術ノウハウの流出防止措置を徹底的に講じている。 

 

４．まとめ 

 中国政府による環境政策の強化により、中国における環境市場は今後も拡大する見込

みであり、日本の優れた環境技術を活かす余地も大きいと見られる。一方で、中資メー

カーは相当の技術力を有しており、特にそのコスト競争力に対忚することが必要となる。 

このため、中国環境市場への参入に当たっては、第一に、中国全体及び地方の環境政

策の实態を十分把握するとともに、政府関係者と連携を図ることが重要である。その際、

政府関係者との円滑な意思疎通を図ることのできる優れた人材の確保が極めて重要であ

る。第二に、中資メーカーへの外注を含む現地生産によるコスト削減を図ることが必要

である。第三に、技術の模倣を防止するため、技術ノウハウの管理には十分注意するこ

とが必要である。 
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Ⅳ．インタビュー記録 

 

武漢アミノ 

 

会社名：網野(武漢)高科技有限公司 

所在地：湖北省武漢市東湖新技術開発区理

工大科技園 4路 20号 

設立年：2004年 

資本金：756万ドル 

従業員数：約 40人 

日本親会社：株式会社アミノ（静岡県） 

主な事業内容：自動車用高性能プレス機械

の設計・製造・販売 

インタビュー対応者：総経理 三枝英尋氏 

 

Ｑ．武漢進出の経緯は？ 

Ａ．日本のアミノでは、自動車部品、電

気部品、建設機械、日用品等を製造す

るためのプレス機械を製造している

が、このような工作機械は日本での設

備投資が減ると受注が安定しなくな

ってしまう。このような中、中国は市

場も大きく、日本とも近い、また、将

来的にはここを輸出拠点にしたいと

考え、進出した。なぜ武漢を選んだか

というと、内陸部であるが交通の要所であり、中国国内のどの都市へ行くのにもアクセ

スがよく、長江を利用した船舶での物流も可能と判断したことがあった。また、親会社

に武漢の華中科技大学出身の中国人の技術役員がおり、この地域に彼の人脈があったこ

とも大きい。彼は親会社で 20 年以上技術開発に携わってきたが、今ではここに生活の拠

点も移している。 

 

Ｑ．实際に事業を開始したのはいつ頃からか？ 

Ａ．2004 年に会社を設立し、2005 年 5 月頃から従業員を雇い始めた。将来の製造現場の

リーダーとなり得る人材を日本の親会社に研修に出したりもした。2007 年 8 月に第 1

号機となる東風汽車向けの大型プレスラインの出荷に合わせて竣工式を行った。 
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Ｑ．貴社の製品の特色は？ 

Ａ．当社は1990年代半ばに日本で初めてサーボモーターを使用したプレス機械を製造した。

また、通常のプレス機械で採用されているクランク構造ではなく、リンク機構を採用す

ることにより、低出力でより強い圧力をかけることができる。サーボモーターとリンク

機構の組合せにより、一般的な汎用モーターを用いたプレス機械と比較すると 50％以上

の省エネになる。しかも、日本の主要なプレス機械メーカーの中で大型プレス分野で中

国に進出しているのはまだ当社だけであり、日本と同じようなサービス提供を行うこと

ができる点で有利である。 

 

Ｑ.これまでの生産状況は？ 

Ａ．2007 年からこれまで 17 台のプレス機械を製造・販売してきた。この間、昨年（2009

年）は世界金融危機の影響により中国の自動車メーカーも設備投資を控えたため、新し

い受注が全くなくなってしまった。自動車の販売台数が増え始めても、プレス機械の場

合、投資額も大きいことから、発注者側の意思決定は「どうしても今の設備では足りな

くなるから発注しよう」と最後のタイミングでなされることが多い。このため、世界金

融危機の影響も尐し長引き、2009 年の秋頃からやっと新規の引き合いが出てきた。幸い

なことに、来年（2011 年）は大型プレス 9 台という生産能力の 130％に匹敵する受注を

抱えており、これに没頭しなくてはならない。 

 

Ｑ．非日系企業向け販売の割合はどの程度か？ 

Ａ．大体 7 割～8 割程度であり、日系メーカー向けよりもはるかに大きい。つい先日は中国

の内資自動車メーカー奇瑞汽車の工場に大型プレスラインの据付けに行ってきた。日系

メーカーは当社の品質やサービス体制について評価してくれており、ありがたい。武漢

なら大体中国国内のどの地域へも飛行機約 1 時間で行くことができるということも営業

上のアピール要素にしている。 

 

Ｑ．非日系企業向けの販売先はどのようにして開拓しているのか？ 

Ａ．先ほど申し上げた中国人の技術担当役員がこちらでは必然的に営業の窓口となってお

り、彼の人脈に頼っているところが最も大きい。中国では個人の携帯電話に電話が掛か

ってきて、そこから商談が始まるということもあるくらい人脈の及ぼす影響が大きい。

また、彼は技術の専門家でもあるので、顧実に対する説明能力も高く、その場で技術的

な質問にも適切に答えることができる。技術の分かっている営業というのはものすごく

強いと思う。 

 

Ｑ．その人は将来の中国展開を見越して採用されたのか？ 

Ａ．当時の事情は知らないが、彼が会社に入ったのは 20 年以上前のことなので、おそらく
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中国展開とは関係なく採用されたのだと思う。 

 

Ｑ．今後の中国市場をどのように見ているのか？ 

Ａ．当社の製品は自動車メーカー向けなので自動車の売上げ状況に業績が比例する。この

点、中国の自動車販売台数が今後どこまで伸びるのか心配な面もある。当社は納期に約

1 年を要する業態であり、実は 2 年以上先までは絶対に待ってくれない。このため、ゼ

ロかフルか受注が両極端に振れやすい。いずれどこかで今の急カーブの需要の上昇が緩

やかになることを想定していかなくてはならないと考えている。 

 

Ｑ．随分慎重な見方のような気もするが？ 

Ａ．日本のアミノは昭和 5 年創業の歴史を有する、独自技術を重視してきた会社であり、

必ずしも会社の規模拡大を目的としていない。そのため、ここにおいても需要予測と会

社の規模拡大については当然慎重になる。 

 

Ｑ．省エネ効果が高いことは顧実に対するアピールになるのではないか？ 

Ａ．顧実にとってはまず製品が出来上がることが大前提となる。そのため、プレス機械の

生産性やコストに対して価値を見出す傾向が強い。基本的に速く動けばよいという考え

が強い。電気代の節約に対する興味は示してはくれるが、電気代が安くなるので最優先

で当社の製品にしようというところまでには至っていない。競合製品がある中で、省エ

ネ性能は当社の大きなメリットとして評価してもらっているが、中国のローカルメーカ

ーと入札で受注を争っているので、最後はコスト競争になり、十分な利益を確保するこ

とは容易ではない。 

 

Ｑ．営業に当たっての御苦労は？ 

Ａ．なかなか話せないことも多い。感覚的なことだが、よく突然なことが起こる。例えば

金曜日の 17 時過ぎに電話が入り、日曜日に訪問するので工場を見せて欲しいなどと急に

言われたりする。中国の上層部の人は土・日曜日にも仕事をする人が多い。日本のビジ

ネス慣行ではありえないので、最初は連絡ミスなのではないかと思ったくらいだ。当社

の営業担当は 1 週間の予定を立てても、このような突発的なことが多数起こるので、实

際は半分も予定を消化できないのではないかと思う。また、中国では決断が速い。意外

に突然工場を見に来るような実からはスムーズに受注が入ることもある。 

中国の国営の自動車会社傘下の企業同士はつながっており、ライバル会社であっても

日本では考えられないくらい相互に工場見学を行っている。これは苦労というよりもむ

しろ当社にとってはありがたい話で、そのような口コミにより当社に設備の引き合いが

来ることが多い。営業的な PR は積極的に行うが、売りに行くというよりはいかに多く

の引き合いを頂けるようにするかが大切である。 
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Ｑ．こちらで困っていることは？ 

Ａ．親会社からはコストを下げるために外注を活用したらどうかといわれるが、こちらで

は外注に出すとかえってコストが高くなってしまうことが多い。こちらは安い物は多い

が品質を含めて満足できる外注先の製品は必ずしも安くはない。この点、日本は産業の

すそ野がすごく広い。この国の国営メーカーはすべての製造工程を自社で抱えている。

当社としては、コスト削減のためこれまで外注に出していたものを内製化したいとも考

えているが、そのために更に従業員を雇い特殊な装置を入れるべきか、その前提として

本当に今後も安定的に受注を確保し続けることができるかどうかの経営判断が難しくな

ってくる。 

 また、建物の品質が悪くて苦労している。以前突風により工場の屋根が飛んだことが

あり、調べてみたら、設計図どおりの間隔でネジ止めが行われていなかった。建設から

5 年経っているのに未だに改修を行っているから情けなくなる。日本では建築会社に頼

めばきちんと建ててくれるが、こちらでは発注元が設計会社や施工会社をきちんと管理

しなくてはならない。当社の場合、建設当時そのようなことを十分認識していなかった。

第一に施工を行う作業者が品質を意識していない。やらされている作業として手間をか

けずにいい加減に済ませてしまう。例えばこの部屋の窓枞も歪んでいるが、これは省エ

ネのために二枚ガラスにしたためだという。本来はそのために窓枞の強度を上げなくは

ならなかったはずなのに、そうしなかったため結果的には窓枞が歪み、隙間風が入って

きてかえって 1 枚ガラスよりもエネルギー効率が悪くなってしまっている。そのような

本質的なところが分かっていないと感じる。水回りもものすごく弱い。 

 製造関係では、外注業者による納期が守られないことが多い。納期が遅れることが圧

倒的に多いが、予定期日よりも前に突然物を持って来たりすることもある。自分の都合

が最優先にされている感じだが、ある程度は受け入れざるを得ない。そのようなことの

累積として社内工程の日程管理を行っていくは並大抵のことではない。 

 

Ｑ．取引先からの支払いが滞る問題はないのか？ 

Ａ．基本的にない。これまで 1 件円建て決済で契約した案件に関し、円高が急に進んだた

め先方がなかなか支払ってくれないケースがあった。この案件は特殊な例であり、この

件についても結果的には 1 年過ぎて支払ってもらった。 

 

Ｑ．従業員の育成に当たってはどのようなことに力を入れているのか？ 

Ａ．知らず知らずのうちに縁故関係の採用が増えてしまうのは仕方のない面はあるが、そ

のような人が優秀でないとやはり問題である。当社の場合、私が赴任した一昨年（2008

年）当時、離職率が低かったが、これは居心地がいいから低いだけではないかと感じた。

实際、人的関係により入社した人の中には異常に給与の高い者がいた。このままでは頑
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張った者の給与が増えるという公平な人事を行うことができないと考え、昨年そのよう

な人の給与を思い切って下げた。補償金を出すので不満なら辞めてもらってよいという

ところまで腹をくくってやった。中国の場合メンツが重視されるので、給与を下げると

いうことはタブーのようだが、全体の整合性がとれないため实行した。その結果、その

ような人は辞めなかった。別に昇給が尐ないことを理由に辞めた者が 3 人いたが、これ

は公平な評価によるものであり、そうならざるを得ない。従業員が公平と感じられる評

価制度を導入したことにより、従業員も会社の本気度を理解したようであり、緊張感も

出てきた。まだ道半ばであるが、従業員が自ら何をすべきか考えるようになってきてお

り、手忚えを感じている。 

 当社の現場従業員 30 人はほとんどが技能工であるため、時間をかけて育てなければな

らない。技術を身に付けてもらうため日本に研修に出したが、効果はそれほどなく、实

際には日本から現在二人の専門家に来てもらい、仕事に対する姿勢など一つずつ指導し

ている。従業員 200 人足らずの親会社にとっては人を海外に出すのは大変だが、なんと

か理解してもらっている。 

 

Ｑ．日本の中小企業に対するメッセージがあれば？ 

Ａ．製造業の場合、日本で仕事がなくなっているので中国では仕事があるのではないかと

安易に考えがちだが、その発想だけでなく、当たり前のことといえるかもしれないが、

市場調査や場所の確保が重要だと思う。また、日本の常識がこちらでは常識でないとい

うことを理解しなくてはならない。私自身も最近は「そんなの常識だろう」と周りに全

く言わなくなった。そのような文化の違いを受け入れることが重要であろう。ある意味

こちらはざっくばらんで包容力があるということもできる。そういう感性で接しないと

イライラすることばかりになってしまう。ただ、契約書などいちいち多くのサインをし

なければならないなど異様に細かいところもある。相手が信じられないということが背

景にあるのだと思うが、お互いが疑い合う社会であるために余計な監視コストが生じて

いると感じる面もある。例えば、防犯のため、地区の指導によりこの工場の敶地内も夜

間に昼間よりも明るいくらい煌々と電灯を点けている。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2010 年 12 月 6 日） 
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森松集団(中国) 

 

会社名：森松(中国)投資有限公司 等 

所在地：上海市浦東新区祝橋鎮空港工業区金聞路 29号 

設立年：1990年（上海森松圧力容器有限公司） 

資本金：約 123 百万ドル（中国の子会社合

計） 

従業員数：約 2,300人（中国の子会社合計） 

主な事業内容：化学、石油化学、資源採掘、

製薬、原子力発電等のプラン

ト向けの圧力容器、製造設備

等の製造・販売 

日本親会社：森松工業株式会社（岐阜県） 

インタビュー対応者：財務総監 真田和明

氏 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：日本の森松工業は、地方公共団

体や商業施設、民間集合住宅向け

のステンレス製貯水タンク等を

製造・販売しており、ステンレス

製タンクについては日本でトッ

プシェアを誇る。松久信夫社長は

中国での工場建設を念頭に 1975

年頃から現地調査を行っていた

ところ、1987 年には商社部門を

設立し、中国に対するステンレス製タンクの輸出・販売等を始めた。その後、当時は中

国国内販売をするには合弁形態でしか会社設立が認めらなかったので、1990 年に上海の

圧力容器製造の会社と合弁で上海森松圧力容器有限公司を設立した。設立当時の出資比

率は、森松側 70％、上海側 30％であったが、現在は 96：4 となり、实態的には単独経

営体制となっている。 

 営業を開始した 1992 年当時はたった 10 人の社員しかいなかった。親会社と同様の貯

水タンクを製造・販売したが、コピー製品が出回ってしまった。そこで、1998 年に総経

理となった、中国出身で後に日本に帰化した西村江英総経理は、引き続き貯水タンクを

重要な建設案件向けに製造・販売する一方、より高付加価値な製品である化学プラント

用タンクへの進出を提案し、結果的にその戦略が見事に成功した。化学・石油化学プラ
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ント用タンクから始まり、今では、紡織、製薬、ファインケミカル、電子、石炭化学、

石油掘削、鉱山冶金、発電所の脱硫、原子力発電等の様々な分野の圧力容器やプラント

設備を製造・販売している。それぞれの分野に対忚して順次別会社を設立してきており、

2001 年に上海森松製薬設備工程有限公司、2002 年に上海森松環境技術工程有限公司、

上海森松混合技術工程装備有限公司、2004 年に上海森松化工成套装備有限公司、2007

年に上海森松工芸装備工程有限公司、2008 年に上海深懋中医薬工程技術有限公司、上海

森松新能源設備有限公司をそれぞれ設立した。また、2008 年には江蘇省如皋(ルーガオ)

市に森松(江蘇)重工有限公司と森松(江蘇)海油工程装備有限公司を設立し、現在、上海の

2 か所の工場を合わせた面積の約 5 倍（約 66 万㎡）の敶地面積を有する工場を建設中で

ある。そこでは長江に通じる自社内港を持つことができるので、製品の輸送をより円滑

かつ効率的に行うことができるようになる。さらに、中国の森松グループの経営を一体

的に行うため、2009 年に上海に統括会社となる森松(中国)投資有限公司を設立した。 

 当社グループは、ステンレス、ニッケル、ジルコニウム等の非鉄金属を扱う圧力容器

や設備を得意としており、ある意味ニッチな市場で事業活動を行っている。 

 

Ｑ：会社の経営状況は？ 

Ａ：1990 年代は低迷していたが、特に 2003 年以降急激に伸びている。2009 年及び 2010

年は世界金融危機の影響を受けたが、2011 年はグループ全体で約 30 億元の売上げを見

込んでいる。これは日本親会社の売上高の約 4 倍近くに相当する額である。今は生産能

力の制約によりこれ以上の受注に忚じられないという状況であり、如皋市の工場が本年

7 月から稼働すれば、更に多くの受注を獲得することができる。 

 

Ｑ：輸出も行っているのか？ 

Ａ：年によって変動するが、2009 年の納入地域別に見ると、中国国内向けが約 50％、中国

を除くアジア向けが約 25％、欧州向け約 8％、北米向け約 7％、アフリカ向け約 7％、

日本向け約 10％となっている。傾向としては、中国国内向け販売の比率が高まっている。 

 

Ｑ：様々な種類の製品を製造していることに驚くが？ 

Ａ：ステンレス、特殊金属の溶接などの加工技術というコアの技術は日本の親会社とは大

きく変えていない。しかし、今後市場が伸びると見込まれる忚用分野を見極めて、先行

投資を積極的に行うことにより、新規分野を開拓してきた。高度な設計ソフト、計算ソ

フトを駆使し、撹拌機能付きの圧力容器、製薬プラントのプロセスモジュール、化学プ

ロセス用のリアクター（当社が中国市場シェア約 50％を占める。）、海水淡水化設備、原

発用熱交換器等の様々な製品を自社で開発し、製造することができるようになっている。 

 

Ｑ：中国国内向け販売のうち非日系企業向けの販売割合はどの程度か？ 
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Ａ：9 割以上である。 

 

Ｑ：輸出も含め、どのようにして非日系企業向け取引を増やすことができたのか？ 

Ａ：当初、化学プラント用タンクに新規参入するに当たっては、営業を強化するとともに、

設計と開発に人員を増強し、技術者を日本の工場に派遣するなどした。最初の受注は日

系の某大手化粧品メーカーの中国の大型プラントだった。これは、当時特殊なタンクを

作ることのできる日系メーカーが中国には当社以外にはなかったことから、受注できた

という側面が大きかった。その後、欧米系メーカーからも発注が入り、それらの实績が

認められると、欧米系メーカーの本社からの発注により、中国以外の国向けの発注も入

るようになった。当社は、今ではヒューストンとストックホルムに営業拠点も持ち、ダ

ウケミカル、デュポン、シーメンス等の一流の欧米メーカー、シノペック（中国石油化

工集団）等の中国有力企業など多くの石油化学プラント、ファインケミカル、エンジア

リング会社等と取引を行っている。 

 

Ｑ：欧米メーカー等への納入により技術力が向上するという側面もあるのか？ 

Ａ：当然そのような面はある。発注側の欧米多国籍メーカーの要求水準は高く、納入前検

査も厳格であり、これに技術的な議論もしつつ対忚することにより、当社の中国人エン

ジニアが世界水準の知識や見識を得ることができている。 

 

Ｑ：貴社の強みを整理すると？ 

Ａ：まず第一に資材の調達力である。日本や海外の顧実を満足させるだけの資材を主とし

て中国で調達するためには、品質の目利き、価格交渉、安定調達の確保等が必要になる。

当社の場合、かつて上海市政府の圧力容器を審査する機関に勤めていた総経理の目利き

の良さによるところも大きいと思う。 

 第二に親会社のトップ（社長）が董事長を兼務することによる迅速な意思決定である。

松久社長は 365 日毎日ほとんど寝ないで仕事をしており、日本に居ても上海の工場や如

皋市の工場建設地に設置したウェブカメラを使いつつ、安全作業や技術の指導、トラブ

ル発生時の緊急対忚、工場建設時の手抜き工事の発見、製品の品質検査等の経営改善指

導を行っている。このように社長自らが中国事業の陣頭指揮をとっており、総投資額 200

億円に上る如皋市の新工場も日本にはリスクが大きいと反対論もあった中、最後は社長

が決断した。 

 第三に権限委譲である。会社の实務は当社の総経理に委譲されており、その総経理も

幹部に権限委譲している。厳しく人事評価を行い、信賞必罰の人事を行っており、日本

的な労務管理の要素は一切入れていない。 

 第四に研究開発から製造、販売までをすべて一貫して行っていることである。日本の

親会社、商社等は介在していない。例えば、太陽光発電用ポリシリコンの還元炉は上海
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森松新能源設備有限公司の研究開発センターが昨年世界最大規模の製品を自主開発した。 

 第五に早くから進出したことによる高い知名度を獲得できたことである。これにより、

欧米企業や中資企業との取引基盤が確立した。 

 第六に中国を基軸としたグローバル展開を行うことができていることである。日本の

親会社は国内市場に専念し、中国の当社は直接的に国内外の市場をターゲットとしてい

る。これは中国で優秀な人材を獲得、育成できるという要因が大きい。ヒューストンや

ストックホルムの営業拠点へは日本人ではなく中国人従業員を派遣している。 

 

Ｑ：権限委譲については、日本でも同様の方針なのか？ 

Ａ：松久社長は、社員により多くの権限を与えて、自由闊達にやらせ、それぞれが提案し

てきたものを自分なりに取捨選択してスピーディーに意思決定を行うという経営方針で

あり、まさにそれが功を奏しているといえる。 

 

Ｑ：なぜ早くから中国に進出したのか？ 

Ａ：中小企業だから海外に出たのだ。1980 年代半ばは日本が高度経済成長のピークを極め

ようとしていた頃であり、大学の理工系出身者も金融業界に就職するような時代だった。

地方の中小企業では優秀な人材を確保しにくかったこともあり、中国で優秀な人材を確

保しようという発想があったのだと思う。また、製造している製品が大きいので、日本

でも消費地にできるだけ近いところで作るという方針であったため、中国市場向けには

中国で製造した方がよいと考えたのだと思う。 

 

Ｑ：営業面で工夫していることは？ 

Ａ：まず、女性の活用である。当社は大きな製品を製造しているので、どうしても男性優

位の業界となってしまう。この点、松久社長は、これまでの中国経験から、都会出身者

よりも田舎出身者を、男性よりも女性を採用しようという明快な方針を示しており、こ

うすることにより、バランスのとれた人材構成にしようとしている。このため、当社は

優秀な女性人材を採用することができている。例えば、当社の営業部門のトップ、副部

長、課長クラスはすべて女性である。 

 第 2 点目として、海外の営業拠点を活用して欧米顧実向けの事業を展開している。欧

米の多国籍企業から認証を得ることにより、中国での事業において大きな信用を獲得す

ることができる。また、当社は欧米顧実と取引することによりグローバルスタンダード

な営業スタイルをとりたいと考えている。中国的手法、日本的手法でなく、グローバル

スタンダードな基準に照らして適当かどうか判断していきたいと考えている。 

 第 3 点目は必ずしも営業面に限った話ではないが、当社の社内公用語は中国語であり、

中国人のやり方に日本人が合わせるようにしている。中国人の社会では役職だけでは人

が付いて来ない。完全に实力世界である。その意味で当社は別に日本のやり方にこだわ
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っていない。 

 

Ｑ：製造面で工夫していることは？ 

Ａ：まず、研修生の交換を行っている。溶接技術等は経験知の要素が大きいが、厚い板の

溶接等は中国工場の方が数を多くこなしている。このため、日本の技術者がこちらに研

修に来ている。この点、中国の技術水準の方が高いのである。一方で中国人技術者に日

本企業のやり方や考え方を知ってもらう必要があるため、彼らを日本に派遣し、日本の

よき管理の仕方を経験し、学んでもらっている。 

 第二にエンジニアの新卒採用に力を入れると同時に教育投資を充实させている。徹底

的な英語教育をするとともに、海外の一流大学に留学に出している。また、中国国内の

重点採用大学を決め、多くの優秀な人材を獲得している。このため、優れた製品を開発

することができ、同時に、これらの事实が在校生に知られることにより、当社への志願

者が増えるという相乗効果を生んでいる。例えば、理工学系の専科大学である華東理工

大学、武漢理工大学等からは毎年 100 人単位で採用している。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：中資企業のキャッチアップの速度は速い。当社は先行して成功している分、人材の引

き抜き攻勢も強い。中資企業との差別化を図るため、研究開発を強化するとともに、よ

り大型製品を作って付加価値を高めていかなくてはならない。まず相当規模の工場や製

造設備がないと大型製品を作ることはできないので、そのためにも如皋市の新工場が必

要となる。 

 また、中小企業なのでどうしても投資体力に限度があるため、多国にリスク分散を図

るのではなく、生産拠点は中国一点投資、営業拠点はグローバルに展開という最大限の

効率化を目指していきたい。海外の営業拠点は中国人主体の運営になると思うが、優秀

な人材がふさわしい場所で働けばよいというのが松久社長の根本的発想であり、それが

真の意味でのグローバル化といえよう。 

 

Ｑ：今抱えている課題は？ 

Ａ：急速に会社が大きくなったため、まだ社内の管理体制が十分整備できていない。これ

まではトップだけがしっかりしていれば残りの者が付いてくるという体制でよかったが、

そのような事業規模ではなくなってきた。拠点が広がると管理が難しくなるという問題

もある。このため、ミドルの管理者が不足しており、それを育てなければならないが、

中国人の国民性等から見て組織的に秩序立って対忚するのは相当難しい。日本のリスク

マネジメントのやり方をそのまま持って来てもうまく行かない。このため、中国に適合

した組織の在り方を模索している。 

 また、これはより高次元の課題だが、日本の親会社と中国の子会社の業務が異なって
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おり、また、規模も中国の子会社の方が大きくなっているので、親会社としての経営の

サポートの限界を超えてきている。親会社も含めた森松グループ全体として今後どのよ

うな方向に進むべきかというのも考えなければならない課題だ。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 4 月 13 日） 
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上海 TMT 

 

会社名：上海鉄美機械有限公司 

所在地：上海市松江工業区洞涇路 8号 

設立年：2000年 

資本金：330万ドル 

従業員数：約 135人 

主な事業内容：合成繊維製造設備の製造・

販売 

日本親会社：TMTマシナリー株式会社5（大

阪府） 

インタビュー対応者：最高顧問 千野隆志氏、総経理 温瑞明氏 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：当社は、2000 年に帝人製機テキスタイ

ルマシナリーが中国の合成繊維製造の需

要に対忚するため、上海電気液圧有限公

司との共同出資により設立したものであ

る。出資割合は 80：20 だった。当時、合

成繊維製造の主体が時代の変遷に伴い韓

国から台湾、そして中国へ移ろうとして

いた時であり、ちょっと出遅れた感はあ

ったが、中国の需要の伸びに対忚することが必要であった。 

その後、2002 年に東レエンジニアリング、村田機械、帝人製機（現ナブテスコ）がそ

れぞれの合成繊維製造設備製造部門を切り出す形で共同出資して今の親会社 TMT マシ

ナリーを設立した。当社は、2004 年に TMT マシナリーの傘下企業となり、2006 年に

は親会社の意向により上海電気液圧の株を買い取り 100％独資とした。日本の競合 3 社

が 1 社となったため、当社には他の 2 社分の受注も入るようになったし、世界の合成繊

維製造設備メーカーが TMT マシナリーとドイツのバーマーク社との一騎打ちの構図と

なり、日本企業同士の価格の叩き合いも回避できるようになった。 

 合成繊維は、衣類だけでなく、産業用でも、自動車のシート、内装品、住宅の壁紙、

土地改良用シート等に幅広く用いられており、現在は中国企業 1 社の生産量が日本全体

の生産量を上回るほど中国は圧倒的な生産量を誇っている。中国の外、インド、ブラジ

ル、インドネシア、タイ、ベトナム、東欧での生産も伸びてきている。 

                                                   
5 中小企業ではない。 
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 当社の場合、日本の親会社が販売を担当しており、親会社からの発注に基づき、当社

で製造する部分と日本で製造する部分を合わせて中国各地の顧実に設備を納入している。

最近では、これも親会社経由の販売であるが、ブラジル、インド等への設備の輸出も行

っている。 

 

Ｑ：進出当初から経営は順調だったのか？ 

Ａ：当社は進出当初からこちらでは製造設備を持たないという方針であった。このため、

今でも当社は設計と組立しか行わず、部品の製造は外注している。これは、私(千野)が

日本で帝人製機の工作機械部門を担当していた際にその会社の整理を行った経験を有し

ており、その時分析して分かったことは設備に係る固定費の負担が非常に重かったとい

うことであった。合成繊維製造の場合、生産がずっと上昇していればよいが、必ず需要

の波がある。当時は 4 年に一度の周期で需要が落ち込んだ。しかもその落差が大きい。

標準的な生産量を想定した工場で設備を持てば、負荷オーバー時には外注せざるを得ず、

負荷が底の時にはアイドル（設備の不使用状態）が発生する。そのようなことであれば

いっそのことすべて外注でやって設備固定費を削減した方がよいと考えた。 

 そこで、中国で外注先を探したのだが、その外注先が見付からず苦労した。当時は板

金部門、機械部門といったあらゆる部門を抱えていた国有企業しかものづくりの主体が

なかった。そのため中国には外注という概念すら存在しなかった。当社は図面を持って

行って国有企業に説明して物を作ってもらったが、それがなかなかうまく行かなかった。

当時の国有企業の労働者には出社してそこに居ればそれでいいという意識が蔓延してお

り、より良い物を作ろうという意識がなかった。このため、品質も納期もとても満足で

きるものではなかった。 

 

Ｑ：それでどうしたのか？ 

Ａ：日系の部品メーカーも中国に出て来つつあったが、そこと付き合っていたのではコス

トが合わない。そこで、外注先の中国メーカーを育てるしかなかった。ちょうどその頃

国有企業の解体が始まった時期であり、ばらばらと個人企業が出始めた。私(千野)自身

いろいろとそのような個人企業を回ってみたところ、驚いたことにライバルであるドイ

ツのバーマーク社はまだ夜真っ暗になるような僻地の零細企業にも技術者を送り込んで

技術指導を行っていた。ドイツの場合今でもマイスター制度が生きており、図面、加工、

検査、組立まですべて一人の技術者が行うことができる。日本はものづくりが分業化さ

れ過ぎており、チームを組まないとそのようなことができない。 

 当社には人的余裕もなかったため、板金 1 社、機械加工 1 社と集中的に個人企業を育

てようという方針を立て、私(千野)自ら当時馬小屋に機械 1 台置いてあるような所へ行

って指導した。彼らを育てるのに 1 年～2 年はかかった。板金に関してはある国有会社

の板金部門に 2005 年まで頼んでいたが、品質は向上しないし、納期は守らないという
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状態だった。ただ、そこの総経理、副総経理は考え方もよく、必死であり、現場にやる

気がないだけであった。その二人が当社の仕事をやりたい、自分たちで会社を作るので

カネを貸してくれないかと言ってきた。日本の親会社に相談したが、よしと言ってくれ

なかった。そこで、私(千野)の判断で発注元の前金をキャッシュでその二人に渡して会

社を作らせた。今ではその会社も大きくなった。 

 設備を持たない方針であったため、2005 年～2006 年頃まだ受注量が尐なくて一年間

に 2 か月従業員の自宅待機を行っていたことがあったが、その賃金を 100％補償しても

会社に利益が出た。 

 

Ｑ：よく中資メーカーはなぜこれほど安く物を作れるのか分からないという声を耳にする

が、この点についてどのように考えるか？ 

Ａ：日系メーカーにとって最もコスト高要因となっているのは日本人駐在員のコストでは

ないか。ドイツのバーマーク社にはドイツ人駐在員は一人もおらず、すべて現地に任せ

ている。当社も日本人は私(千野)含めて二人しかいない状態でやってきた。そうしない

と大きくなれない。 

 

Ｑ：最近の業績はどうか？ 

Ａ：2010 年から当社の担う部分が急激に増えた。それだけ中国の顧実からの信頼度が上が

ってきた。2001 年当時の売上げは 270 万元だったが、2010 年には 4 億元を超え、本年

は 4 億 3 千万元を予測している。中国市場だけは需要変動の 4 年周期が存在せず、既に

2012 年納入分も一杯であり、2013 年納入分の前金も入ってきている。 

 

Ｑ：外注先メーカーの数はどの程度か？ 

Ａ：今では常時外注先は各部門に 10 社程度確保しており、仮に受注が減ったときにはメイ

ンの外注先に重点的に仕事を与えるようすることができる。ただし、これまでのところ

中国向けの需要は減尐したことがないので、そのようなコントロールを必要としていな

い。 

 

Ｑ：中資メーカーに任せて不安はないのか？ 

Ａ：私(千野)は工場の設備でなく、そこの人間を見てやる気があるかどうかで判断している。

よく中国人は性質が悪いといった話を耳にするが、私は全くそう思っていない。一遍信

頼関係を構築するとむしろ中国人の方が性質がよい。義理人情の厚さは日本人の比では

ない。例えば、現地に設備を据え付けた後立ち上げまでにはいろいろなトラブルが発生

する。その際、この部品を作り直せといった指示を出すが、日本だと 1 か月かかるもの

をこちらでは 4 日～5 日でやってくれる。すばらしい機動力である。そのような意味で

は日本を超えている。もっと向上したいという意欲があれば人はいくらでも伸びる。今
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付き合いが途絶えてしまった外注先は大体聞く耳を持っていないところだった。そのよ

うなところはいくら指導しても伸びない。 

 

Ｑ：日本のものづくりはどのように感じられるのか？ 

Ａ：日本は戦中の技術力はすばらしかった。欧米に追い付け、追い越せとスイスやドイツ

の技術者を呼んできて教えてもらった。私が入社当時の上司も呉の海軍工廠時代にスイ

ス人から技術を教えてもらったという。やはりものづくりの基本は欧州にある。それが

日本人の気質にも合っていたため今日の緻密な製造技術につながっている。 

 戦後、米国の有名なデブリーグ工作機械を見た日本の有名な学者が日本が戦争に負け

たのはこの機械に負けたからだと言ったという有名な逸話があるが、日本の各工作機械

メーカーはこの機械のデッドコピーを必死になって作ったことがあった。結局どの社も

全く同一な物を作ることはできず、安田工業だけ近いレベルの物を作ることができた。

やはり今でもものづくり人材の層の厚さはスイスやドイツの方が日本を上回っている。 

 今の中国はちょうどあの頃の日本に似ている。日本を必死に学ぼうとしている。ただ、

大半の中国人はこれでいいと思ってしまっている面はある。 

 TMT マシナリーも糸を巻き取るワインダー等の高度な技術を有する中核的な設備に

ついては中国では製造しておらず、日本に製造拠点を残している。中国があれを作れる

ようになるにはまだ 10 年～20 年かかるのではないか。しかし、いずれ中国も日本のレ

ベルに追い付くのは確实だろう。 

 

Ｑ：品質とコストの相関関係はどのように考えるか？ 高品質の物を作ろうとするとコス

トが上がるのではないか？ 

Ａ：品質とスペックの問題は分けて考えるべきだ。スペックを落とすというのは無駄な機

能を削ぐという意味でコスト削減につながるだろうが、品質は上げれば上げるほどコス

トが下がると考えている。これは部品の精度を上げると後工程の効率が確实に上がるた

めだ。スペックは常にマーケットインでなくてはならない。市場で不要なスペックを余

計に付けることは特に経済の低成長期には容認されない。 

 

Ｑ：中国の労働コストが上昇しているが、ものづくりの成長制約要因とはならないのか？ 

Ａ：日本は労働コストの上昇に伴い自動化を進めてきたが、その効率化にも限界が出てき

て、海外へ製造現場を移転させたりしている。それに比べれば、中国の製造現場には十

分余裕があり、まだまだ人員を減らすことができる。今では、当社の製品の品質のレベ

ルや設計のレベルは日本の親会社よりも上である。一方でコストは日本の 1/3 である。

日本を追い越そうと思ってやってきたが、それを实現してしまった。設計のスピードも

速い。現場の者に力を発揮させる場を与えると想像以上の力を発揮する。 
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Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：ここは賃貸工場なので、自前の工場を作って独り立ちしたい。松江区には空いている

土地がないので、これまで 10 年間育ててきた組立技術者の通勤可能な範囲で適当な土地

を見付けたい。また、今は中国で仕事を決めるときに本社から担当者が来て技術打ち合

わせを行っているが、それも 100％こちらの人材で行えるようにしたい。また、いずれ

海外での技術打ち合わせもこちらの人材で行えるようにしたい。さらに、これまでも海

外への輸出を行ってきたが、それを一層強化していきたい。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 1 月 26 日） 
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無錫亜瑪登 

 

会社名：無錫亜瑪登乾燥設備有限公司 

所在地：江蘇省無錫市恵山区堰橋鎮堰橋路 35号 

設立年：2003年 

資本金：10万ドル 

従業員数：約 40人 

主な事業内容：乾燥設備等の製造・販売、メ

ンテナンス 

前日本親会社：株式会社大和三光製作所（埼

玉県） 

インタビュー対応者：総経理 里中謙一氏 

 

Ｑ：進出の経緯は？ 

Ａ：親会社の大和三光製作所は 1980 年に成都に熱交換器の工場を作ったが、輸送費がかか

るためあまりうまく行かなかった。製造コスト削減のため、1991 年頃からは中国の委託

工場から製品を輸入するようになった。その委託工場を探すのに半年以上かかった。上

海の工場は価格が高かったため条件が合わず、友人の紹介で無錫に来て設備もあり価格

も合う工場を見付け、我々が指導すればきちんと物を作れるだろうと考え、その工場へ

の委託生産を始めた。その委託工場から水処理設備、乾燥機、焼却設備等を日本に輸出

していた。その後 10 年経ち、その会社の設備も古くなり、製品の品質が落ちてきた。ま

た、今後中国市場が伸びることを見越して早めに足場を固めておこうと判断し、2003 年

に委託工場に 1 审設けてもらう形で 2～3 人の職員を配置してこちらに会社を設立した。

その後、いくつかの賃貸工場を借りた後、今の賃貸工場に落ち着いている。一方、リー

マンショック後親会社が銀行からの指導により海外事業から一切手を引くことになった。

当社はこれからが成長のときだと考えたので、日本人の董事長塚田健夫が営業権を親会

社から買い取った形となっている。 

 

Ｑ：総経理の略歴は？ 

Ａ：私は上海生まれで、吉林省を経て 1989 年に 36 歳で日本の千葉大学に留学し農業機械

を学んだ。指導教授からは大学に残るよう勧められたが、自分の年齢のことも考えて大

学院を出た後製図のアルバイトを行っていた某中小企業に就職した。その後、大和三光

製作所の派遣社員を 2 年間経験した後、正社員となった。設備の設計、生産、営業のほ

ぼすべてを経験した。設計支援等は対価を支払う形で今でも日本の大和三光製作所との

関係を維持している。 
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Ｑ：中国進出後は順調に事業を拡張できたのか？ 

Ａ：初めは親会社から発注を受けた仕事を行うとともに、環境装置の製造を行いたいと考

え、日本と同様の汚泥処理装置の 10 分の 1 の試験機を製造したりした。しかし、当時

の中国にはまだ日本レベルのハイスペックな環境設備の市場がなかった。そこで、別の

方向に発展していかなくてはならないと考え、日本のメーカーが中国に工場を作る際に

導入する製造設備の受注生産を行うようになった。日系企業は中国に進出した際、日本

と同等の設備が欲しいと考えるが、日本から輸入するとどうしてもコストが高くなって

しまう。そこで、中国で安く製造できる当社が日本と同等の品質とメンテナンスサービ

スを行えば事業になると考えた。日系の商社からの紹介によりそのような受注を獲得す

ることができ、乾燥機、圧力容器等図面があれば何でも作るようになった。一部自社で

は作ることのできない設備については、近隣の地場メーカーに下請けに出している。た

だし、その場合も品質管理は当社が行うようにしている。2003 年当時の売上高は 300

万元くらいだったが、2005 年には某日系食品メーカーの設備を丸ごと納めることができ

たため 3,000 万元の売上げになった。金融危機の影響により 2009 年はよくなかったが、

下期には某日系化学メーカーの仏国工場向けの設備で 1 台 1,000 万元という大きな仕事

も入った。2010 年は既に 40 基程度製造し、1,800 万元ほどの売上げになる見込みだ。 

 

Ｑ：日本企業からの受注が獲得できている要因は？ 

Ａ：商社からの紹介や口コミによる発注がほとんどであり、当社自身はほとんど営業活動

を行っていない。中資メーカーは物真似だけだが、当社の場合試験機もあるので性能を

きちんと評価することができる。品質や外観なども日本製と同等な物を作ることができ

る。また、中国の規制により日本から中古設備を輸入しにくくなったことも影響してい

る。さらに、当社は私がいるので日本語が通じる。当社の技術を信用するようになって

くれれば、日本の親会社から派遣される SV（スーパーバイザー）の駐在も必要なくなる

ので、その分の経費も浮くこととなる。实際、私は 1 日に 3 回～4 回はこの工場の現場

を回り指導している。また、当社は日系企業からの設備メンテナンスの仕事も受注して

いる。 

 

Ｑ：非日系企業向けの設備も製造しているのか？ 

Ａ：宝山製鉄や上海の石油プラント会社の設備を製造している。小さな中国メーカーから

の依頼については、価格も満足いく水準にならないので、自社ではやらず、下請けに出

したりしている。 

 

Ｑ：非日系企業向けの取引はどの程度か？ 

Ａ：金額ベースでは 1/3 程度、件数ベースでは 20％程度である。 
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Ｑ：非日系企業からの受注はどのように獲得したのか？ 

Ａ：宝山製鉄関係では 1 ライン約 1 億円の案件を受注したことがある。これはブリキ鉄板

印刷の設備であり、もともと 1992 年に大和三光製作所が大日本インキとともに開発し

た装置である。進出当初は飲料缶等にきれいに印刷するニーズが中国にはなかったが、

経済成長に伴い高品質な鉄板印刷に対するニーズが出てきた。日本で大和三光製作所し

か作れない装置であることは広く知られているので、当社に発注が来た。このように实

績を作ると他の設備もやってくれと取引が広がってくる。 

 

Ｑ：非日系企業からの受注獲得活動を積極的には行っていないのか？ 

Ａ：中国の大手国有企業は入札により発注してくる。提出書類の作成等も面倒くさいし、

裏で賄賂が蔓延ることにより、当社が提案した内容を競合他社に真似されてしまう。ま

た、見積価格も他社に盗まれてしまう。さらに入札に参加するために保証金が求められ

るが、これが戻ってくるのに半年もかかる。普通の日系企業ではこのような入札への対

忚はできないし、またやる必要もない。単なるお遊びである。だから、当社は積極的に

忚札しようとは思わない。 

 

Ｑ：中国地場メーカーの製造コストは非常に安いという話をよく耳にするが、なぜ地場メ

ーカーは安く作ることができると考えるか？ 

Ａ：当社の場合中国地場メーカーよりは 20％ほど価格は高いが、その分高い品質を保証し

ている。まず、中国では賃料が安い。また、日系メーカーの場合、親会社がコントロー

ルし過ぎることがコスト高の要因の一つとなっている。日本人駐在員が多いとその分コ

ストが高くなる。そのため日本人の駐在を尐なくする必要があるが、日本での勤務経験

がないと親会社のことや日本人のやり方が分からなくて問題となる。日本で 10 年程度経

験のある中国人人材を用意することが必要であろう。加えて、日本の企業には管理職が

多過ぎる。若い人が提案してもなかなかやれないという問題もある。当社の場合私一人

である。また、日本の場合、機械作業が多いので、場合によっては資材の残渣率が 20％

になったりする。中国の場合人件費が安いので手作業により資材を節約することができ

る。さらに日本の場合、例えば納期 2 か月と言われると 2 か月かけて芸術品のような設

備を作る。やはり価格に忚じてやり方を変えなければならない。 

 

Ｑ：貴社の労働者の給与はどの程度か？ 

Ａ：中国地場メーカーよりは高くしている。そうしないとよい技能者が他社に流れてしま

う。实際、離職率は低い。 

 

Ｑ：欧米系企業とも取引を行っているのか？ 

Ａ：米国企業とは 2 件くらい取引をしたことがある。価格はむしろ日系企業よりも高く、
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決断も早い。ただし、仕様書が英語であるためやりにくい。 

 

Ｑ：汚泥処理設備は今後市場が拡大するのではないか？ 

Ａ：下水道が整備されてきたので、これからはその後工程の汚泥処理が課題となる。この

政府関係の仕事は大きい。しかし、实際は、政府の仕事のうち 80％は地場メーカーが押

さえると考えた方がよい。このため、日系企業は中国企業と連携しなければならない。

水処理プラント全体を日系企業が受けることは難しいであろう。中国の水処理には欧州

の技術も既に入っている。中資メーカーの技術は日本の 80％程度のレベルだが、その分

コストは安い。現在日系企業は各社バラバラで競争しているが、あと 2 年～3 年くらい

すれば環境関連企業が連携して日本の技術を基に中国で製造するようなことができると

よいと思う。そのためには 1 か所モデルとなる实績が必要であろう。また、中国で営業

を行うにはカネがかかる。当社の場合、環境に関しては中国設計院と組んでやろうと考

えており、当社はあくまでも処理施設の中の一部を担うような位置付けでよいと考えて

いる。 

 

Ｑ：中国市場向けに安く作るためにはどうすればよいと考えているか？ 

Ａ：中国には日本のハイレベルな技術は要らない。5 年～20 年前の技術・性能であればよ

い。価格が合わないのであれば、インバーターなどの機器は付けない。3 人で設備管理

してよいのであれば、自動化装置も要らなくなる。中国人が何が欲しいのを見極めるこ

とが必要である。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：第一に日本企業向けの仕事をきちんと行うことである。日本の工場ではコスト等の関

係で作れない物を当社はより安く作ることができる。また、環境関連も含め第 12 次 5

か年計画関連などの大きな仕事については、中資企業からの受注も獲得したいと考えて

いる。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 1 月 7 日） 
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浙東新岡 

 

会社名：寧波浙東新岡建材設備有限公司 

所在地：浙江省寧波市邱隘盛莫路 42号 

設立年：2010年 

資本金：600万元 

従業員数：約 48人 

主な事業内容：コンクリートパイル製造設備

の設計・製造・販売・修理 

日本親会社：九州東新工業株式会社（福岡県）

（43％）、平岡技研工業株式会社

（東京都）（6％） 

インタビュー対応者：副総経理 長谷山國廣氏 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：私は茨城県筑西市の従業員数約 15 人

の平岡金属工業株式会社の取締役副社

長も務めている。平岡金属工業は、下

水管等として用いられるヒューム管、

杭用のコンクリートパイル等の丸い形

のコンクリートを製造するための設備

を製造している。これらを製造するた

めには、遠心力法という製造方法が用

いられるが、この工程に使用される鉄

筋編成機については当社がかつて特許

を有しており、市場シェア 95％を有していた。1980 年代後半に中国にも設備を納め、

それが中国において遠心力法が普及するきっかけとなった。 

 中国への進出を考えた理由としては、現在日本のコンクリートパイルの生産量がピー

ク時の 800 万ｔを大きく下回る 300 万ｔ程度であるのに対し、中国では 1 億ｔと規模が

圧倒的に異なる。このため、中国に経営拠点を置きたいと考え、ここ 10 年ほど進出の機

会を探っていた。一方で、親会社は中小企業なのでカネがない。中国に工場を建ててか

ら顧実を見付けるのは難しいので、設備投資意欲のある会社に限定して合弁先企業を探

していた。 

 かつては中国においても、人をたくさん使ってコンクリートパイルを作り、人が辞め

れば、また人を入れ替えればよいという考えだったが、今の中国沿海部ではそのような

人海戦術が通用しなくなっており、業界全体が省人化のための設備投資を行おうという
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機運になっている。また、製品の品質についても、良い物を作ろうという意識がようや

く芽生えてきた。 

 じっくりとタイミングを測った末に、昨年 11 月にコンクリートパイル生産で中国第 3

位のシェアを有する浙東建材集団、遠心成形機の型枞を製造している日本の栃木県の東

新工業株式会社と平岡金属工業の 3 社で合弁会社を作った。实際の出資者は、各社の子

会社による出資形態となっている。平岡金属工業は、新会社に最先端の製造プロセス技

術、組立生産システムを提供することとしている。 

 

Ｑ：3 社合弁でコンクリートパイル製造設備を製造する会社を設立したということか？ 

Ａ：そういうことだ。現在新工場を建設中であり、そこでは、型枞の製造を行うとともに、

コンクリートパイル製造設備の製造を行うこととしている。加えて、合弁契約上新工場

は全国に開示することとしており、これをモデル工場として、国内販売に広げていこう

と考えている。 

 

Ｑ：まだ会社を設立して 5 か月しか経っていないが、手忚えはどうか？ 

Ａ：今年から仮工場を本格稼働させており、实際にコンクリートパイル用型枞を製造して

いるが、当面は合弁相手先の浙東建材集団向けを優先しつつ、フル生産の状態であり、

新規の注文は受けられない状態である。浙東建材集団には別に 2 つのコンクリートパイ

ル生産工場があるが、それらの製品と比較しても品質が明らかに異なる。従来中国で使

われている型枞はセメントが接合部分から漏れ出すなどはっきり言って使い物にならな

い。この点、当社の製品は、型枞の形状を日本式のものにしたため、パイルの強度等が

優れているという評価を得ている。このことが口コミで広がり、引き合いが殺到してい

る状況である。 

 

Ｑ：たとえ品質的に务るとしても、既に中国で 1 億ｔも生産されている製品の製造設備に

ついて需要があると判断するのは難しかったのではないか？ 

Ａ：中国は短期間で大量にコンクリートパイルを生産しなくてはならなかったため、当社

の提供した設備等をベースに同じ製造工程をコピーして他の工場をどんどん作って行っ

た。分かりやすくいえば 20 年前と同じ製品を作っているのだ。このため、中国で開発さ

れた旧来型の不完全な型枞が今日まで使われてきており、一部地域でコンクリートパイ

ルの使用が禁止されるなど、その务悪な品質に対する批判も生じていた。一方で、中国

の関係者が日本に視察に来た際には、日本のパイルの品質が高いことはすぐに分かった

が、価格が高いので輸入できないという状況だった。このような中、従来製品よりも価

格は若干高いが品質の高いパイルを作りたいという需要はあるはずであり、かつ、3K と

称される現場での人手不足に対忚した効率的生産ラインに対する需要もあるだろうと考

えた。 
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Ｑ：新工場の後の受注も決まっているのか？ 

Ａ：ほぼ決まっている。従来の中国の製造工程を抜本的に変えることになるため、そのた

めのエンジアリング費用も取る方針である。 

 

Ｑ：この 20 年でなぜ日本のパイル生産技術は進化したのか？ 

Ａ：3K の職場だったからである。このため、いかに人を減らして生産工程を合理化するか

に知恵を絞った。その結果、労働者に対する危険性を極力排除して、流れるような生産

ラインを構築することができた。 

 

Ｑ：技術流出の問題はないのか？ 

Ａ：まだ進出間もないので、分からない。秘密保持契約を結ぶなどの対策を打っているが、

技術者の定着率をよくして、技術ノウハウを守っていきたいと考えている。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：まずは当面の引き合いに的確に忚えることだ。そして、将来的には、当社の設備でな

いと製造できないような特殊な形状のパイルの規格認証をとって、それを製造するため

の付加価値の高い設備を製造・販売していきたい。 

 

Ｑ：建設・土木関係では他にも日本の技術が忚用できる分野が中国にはあるのではないか？ 

Ａ：大きい建物を建てるという技術は既に中国企業も有しているが、既に打ち込んだコン

クリートパイルを抜く技術などは日本の技術が忚用できるのではないかと思う。また、

中国は都市化が進んでおり、狭い土地での建物の建設や解体は日本の方が技術的に進ん

でいるのではないかと思う。さらに、中国沿海部の人手不足状態を見れば、当社のよう

に省人化に着目すると商機が出てくるのではないかと思う。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 4 月 25 日） 
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MDC 産業集団 

 

会社名：旭東圧鋳(上海)有限公司、水谷精密零件制造(上海)有限公司、上海水谷精密模具

制造有限公司 

所在地：上海市宝山区富聯路 818 号（旭東

圧鋳(上海)有限公司） 

設立年：1995年（旭東圧鋳(上海)有限公司） 

資本金：12億円（3社合計） 

従業員数：約 830人（3社合計） 

主な事業内容：アルミニウム等の非鉄金属

の鋳造、精密加工部品の製

造・販売、金型の設計・製作 

日本親会社：水谷産業株式会社（岐阜県） 

インタビュー対応者：副董事長・総経理 李剛氏 

 

Ｑ：貴社設立の経緯は？ 

Ａ：中国市場の将来性を見据えて、1995

年に日本の旭東ダイカストが旭東圧

鋳(上海)有限公司を設立した。当初、

電気機械に利用されるアルミニウム

等の部品の鋳造を行っていた。その後、

親会社が水谷産業になった。鋳造した

製品の精密加工を行うための水谷精

密零件制造(上海)有限公司を 2001 年に設立し、さらに金型の設計・製作を行うための上

海水谷精密模具制造有限公司を 2003 年に設立した。3 社全体を MDC 産業集団として一

体的な経営を行っている。これまで年率平均 30％で伸びてきた。 

 

Ｑ：貴社の強みは？ 

Ａ：技術と製造現場の管理のやり方は日本流でやっている。製造設備もすべて日本製を取

り入れている。このため、品質レベルが高い。一方で、労務管理は中国流の实力主義の

やり方を貫いている。現在は 3 社とも日本人従業員は一人もいない。 

 また、ダイカストから金型の製作、精密加工と一貫生産が可能であり、顧実にとって

は複数の会社と付き合わなくてよいという利点がある。 

さらに、早めに自動車部品に進出した戦略も功を奏した。 

 

Ｑ：国内向け販売の状況は？ 
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Ａ：当社の製品の約 40％は欧米の自動車部品メーカー向けの輸出である。残りの約 60％が

中国国内向け販売であり、うち約 7 割が欧米系メーカー向け、残りの約 3 割が日系メー

カー向け販売である。年間の売上高は約 45 億円に上る。 

 

Ｑ：欧米系の顧実はどのように発掘したのか？ 

Ａ：最初の数年間の顧実は日系企業ばかりだった。私は会社設立当初から総経理だったが、

中国人の感覚で非日系企業との取引も積極的に行おうと考えていた。日系企業だけでは

尐し範囲が狭いと感じた。当時、日本の親会社は自動車部品をほとんど取り扱っていな

かったが、自動車部品の需要を取り込めば大きく発展できるのではないかと考えた。そ

こで、1998 年頃から中国で開催された国際展示会に出展するなどして欧米市場を開発し

た。ちょうどその頃欧米メーカーも部品の調達先を中国に求めていた。しかも、自動車

部品には高度な品質が要求されるので、中国にある外資の部品メーカーを探していた。

欧米メーカーは日系メーカーの技術は信頼していた。 

 欧米自動車メーカーはグループ内で仕入れ先等の情報を共有しているため、当社がそ

のうちの 1 社に輸出すると、その实績がグループ内で共有され、当社の取引先が自然と

広がって行った。 

 2 年くらい前から欧米の自動車部品メーカーも中国への進出を本格化させ、当社の輸

入品を扱っているメーカーの中国工場が当社製品を求めるようになった。同時に、人民

元高になったので輸出を伸ばす空間が縮小してきている面もある。このため、最近は国

内販売の伸びが著しい。今では輸出と国内販売合わせて自動車部品関係の売上げが全体

の約 85％を占めるまでになっている。 

 

Ｑ：欧米系メーカーと取引するのは難しくないのか？ 

Ａ：欧米系メーカーは品質面では厳しく、決して楽ではない。また、購買担当の中国人は

中国の国内事情をよく知っているので、手強い面もある。 

 

Ｑ：現在 3 か所に工場があるようだが、生産能力は足りているのか？ 

Ａ：最新のダイカスト第 2 工場は 2 年前に設立したが、既に昨年から能力が足りなくなり

つつある。3 交替制で 24 時間、週休 1 日で工場を動かしている。このため、現在、工場

を拡張するための用地の確保を検討している。 

 

Ｑ：生産面で何か問題はあるか？ 

Ａ：若くて優秀なエンジニアの確保が難しい。当社はユーザーの非常に高い品質要求に対

忚するために特に技術者の質の確保が重要である。 

 

Ｑ：中国の競合メーカーをどう見ているか？ 
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Ａ：当社の品質や技術レベルは中国でも一流レベルであると自負しているが、近年、競合

メーカーも非常に進歩が速く、脅威に感じている。 

 

Ｑ：顧実からのコスト削減圧力は強いのか？ 

Ａ：確かに厳しいが、ユーザーの提示する価格があまりにも低い場合には受注を断るよう

にしている。ダイカストは設備費がかかるので、厳格なコスト管理を行うことが重要で

ある。 

 

Ｑ：労務コストの上昇は問題ないのか？ 

Ａ：これからの懸念材料である。生産効率をより高めるとともに、自動化も検討しなけれ

ばならないと考えている。 

 

Ｑ：親会社の売上高を既に超えているのか？ 

Ａ：2 年～3 年前に親会社の売上高と同水準になった。親会社も当社の成長を喜んでくれて

いる。ただ、品質管理等技術面ではまだまだ親会社に学ぶべき点が多い。2 年前までは

年 3 人～4 人を親会社に研修で派遣していた。また、当社単独では設計が難しい場合に

は親会社の技術者との共同開発も行っている。年 2 回～3 回技術交流会を開催している

が、当社の社員も現場の力がまだ親会社には务るということは理解している。技術改善

には終わりはない。 

 

Ｑ：貴社の成功の秘訣は何か？ 

Ａ：第一に親会社の社長が私を信用して任せてくれている。まさに社長とは兄弟のような

関係だ。当社は労務管理は中国のやり方でやっている。目標を設定し、それを達成した

ら給与等で報いる。そうやってどんどん人を伸ばしていく。このように当社の給与やボ

ーナスは实力主義であるが、その内容についてもすべて任せてもらっている。 

 第二に会社のために頑張ろうというチームワークがよい。また、そのような雰囲気が

よい。社員も私のことを信用してくれている。社員によい会社にしたい、よい生活がし

たいというやる気があって、实際やりたいことがやれるという雰囲気に満ちている。雰

囲気がよいので会社も伸びる。 

 

Ｑ：中国はビジネスのスピードが速いとよくいわれるが、どうか？ 

Ａ：確かにそういうことはいえる。日本人は良くも悪くも慎重過ぎる面がある。営業はチ

ャンスを素早く捉えることが重要だ。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：生産能力を拡張するとともに、品質管理等には一層力を入れていきたい。また、製造
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工程の自動化も検討していきたいと考えている。販売面では、自動車市場の成長を見込

んで国内販売をより一層強化していきたい。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 11 日） 
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揚州ポーライト 

 

会社名：揚州保来得科技实業有限公司 

所在地：江蘇省揚州市揚州経済開発区邗江南路 399 号 

設立年：1992年 

資本金：2,221万ドル 

従業員数：約 1,170人 

主な事業内容：自動車、家電、事務機器

等向け粉末冶金部品、オイ

ルレスベアリング、電動工

具用のギアボックスの製

造・販売 

出資者：ポーライト香港（71.5％）、揚

州盛得機械有限公司（28.5％） 

日本親会社：ポーライト株式会社（埼玉県） 

インタビュー対応者：総経理 劉文雄氏、副総経理 水出格氏 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：日本の親会社ポーライトは粉末冶金

技術をベースに様々な含油軸受け、

機械部品等を製造しており、1968 年

には台湾に子会社を設立した。その

後、シンガポールやマレーシアにも

製造拠点(子会社)を作り、中国に関し

ては、1993 年にポーライトグループ

が設立した香港の販売・投資公司か

らの出資により、ここ揚州に合弁会

社である当社を設立した。また、日系顧実の華南地区の製造拠点に製品を供給すること

を目的として、2002 年には東莞にも主に小型軸受けや部品を製造する拠点を設けた。 

当社は、当初、主に台湾や一部日本の顧実関係会社への輸出用の製造拠点という位置

付けだった。このため、劉総経理は台湾ポーライトからの出向者である。その後、中国

への外資参入の加速とともに、徐々に中国国内販売に移行し、輸送機械、電動工具、家

電、小型モーター、事務機器等の様々な事業分野向けに順調に生産を拡大してきた。 

なお、当社の合弁相手の揚州盛得機械有限公司は当時国営会社だったが、今は民営化

し、当社の協力会社となっている。 
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Ｑ：なぜ揚州を選んだのか？ 

Ａ：当時、揚州市政府が誘致活動に熱心であり、日本の親会社を訪ねて来たりもした。揚

州市は江蘇省の長江の北側であるため人口の流動性も尐なく、生産コスト面でも優位性

があり、かつ、地元国営企業との合弁により政府や銀行、その他多方面のサポートも得

られると判断したため、揚州への進出を決めた。当時、当社は揚州市における外資第 1

号であった。人材面では合弁相手方からは、相手方企業の経営代表者であった副総経理

を除けば、総務担当の課長と社用車の運転手だけを受け入れ、彼ら以外の従業員はすべ

て新規に採用した。 

 

Ｑ：合弁会社のメリットは？ 

Ａ：地元の政府、産業界、社会等との円滑な関係が構築、維持できることである。今では

合弁相手方企業のトップの息子が当社で労務、購買、法律関係の实務を担当しており、

労務管理、政府との円滑な調整等に役立ってくれている。 

 

Ｑ：最近の経営状況は？ 

Ａ：当社の場合、主に日本を含む外資系の顧実が中国国内調達をする部品を受注し、生産・

販売しており、金融危機の影響で売上高が落ちた時期はあったが、これまで平均で年率

7％～10％で伸びている。これまで中国生産をしている日本を含む外資系の自動車メー

カーの基幹部品は、自国または海外からの輸入品が主体であったが、今後は、現地調達

率を上げる方向に進んでいるなど、当社のビジネスチャンスはさらに広がってくると見

ている。 

 

Ｑ：貴社の強みは？ 

Ａ：粉末冶金製品は、一般的には金属の切削加工品よりも強度は落ちるが、型を使った製

品製造であるため、品質の安定性がある。現在、当社は粉末冶金分野では中国で第 2 位

のシェアを有しており、技術レベルに関しては、まだ中資企業に対して脅威感はない。 

また、進出当時外資第 1 号であったこともあり、優秀な人材を獲得することができた。

今の部長クラスはいずれも進出時から共に成長してきた人材であり、彼らを含む部長、

課長クラスは優秀である。しかも、日本的な感覚が身に付いていて当初指示した以上の

仕事をしてくれている。 

 今でも日本や台湾のポーライトからの短期的なスタッフ派遣による技術、品質、製造

等の指導は行っているが、会社設立から生産開始、安定生産に至る 5 年間くらいは、台

湾から大勢のスタッフを投入した。その際、各方面の指導に関して言葉の問題もなく、

より効率的に行うことができた。その意味でも、早期に台湾に製造拠点を設けていたこ

とが大きな強みとなった。 

 また、私(劉)は台湾人だが、やはり育った社会環境が違うため、現地の人や企業とは



- 44 - 

 

文化や価値観も異なる。このため、労務管理は当初から地元出身の女性総務課長を中心

にできるだけ権限委譲を行っていたが、このようなことも大きい要素だ。 

 

Ｑ：輸出と国内販売の割合はどの程度か？ 

Ａ：輸出が約 12％、国内販売が約 88％である。 

 

Ｑ：国内販売のうち非日系企業向け販売の割合はどの程度か？ 

Ａ：当社の上位顧実 30 社で見ると、そのうち約 66％は非日系企業である。 

 

Ｑ：中資企業向けの販売も多いのか？ 

Ａ：中資企業の取引先については、自動車関連の代表は奇瑞汽車であるが、家電関連は比

較的尐ない。もともと中資企業は、商習慣の違いが大きく、契約どおりの時間軸での売

掛金の回収が難しい。15 年くらい前に重慶で某中資企業の顧実を開拓し、取引も始めた

が、实際売掛金の回収そのものが困難であった。基本的に営業部門も中国人従業員によ

り運営しているが、彼らにとっても契約期日に沿って売掛金を回収するのはなかなか難

しい。先日も、当社の顧実である某中資家電部品メーカーの方がその顧実である某中資

家電組立メーカーが代金をなかなか支払ってくれず困っているとこぼしていた。このよ

うに中資企業にとっても売掛金の回収が難しい。 

 

Ｑ：非日系企業向け顧実をどのように開拓してきたのか？ 

Ａ：当初は、台湾や日本のポーライトの中国展開をしている顧実が取引の中心であった。

特に台湾ポーライトは欧米向けの輸出基地でもあり、欧米メーカーの中国進出に伴い自

然と当社の顧実が広がっていった。その後、次第にこちらでも製品開発を行うようにな

り、顧実の細かなニーズに忚えられるようになった。今では当社の設計開発部門には 37

人の技術者と 6 人の CAD 専業スタッフがいる。 

 営業部門は地域別のいわばゾーンディフェンスの体制をとっており、中国人主体によ

る顧実とのコミュニケーションとサービスにより受注を獲得している。台湾系企業や欧

米系企業、日系企業も基本的には中国人従業員が担当しているが、加えて、劉総経理や

台湾人の営業顧問、日本人駐在員も対忚するという体制になっている。 

 

Ｑ：顧実との継続的な取引関係を維持するような工夫も行っているのか？ 

Ａ：顧実側が定期的に品質、コスト、デリバリー、サービス等の項目ごとに当社のような

部品供給会社の協力度評価を行っており、この中で、当社は特に品質面では評価されて

いるが、コスト面の協力度では特に高い評価とはいい難い。これは、品質を保つために

原料の 80％以上が輸入品であり、輸入設備が主体の製造工程となっていることによるも

のである。顧実と共同して中国原料を使用した製品開発も行っているが、生産プロセス



- 45 - 

 

の改善が必要な場合もあるため、そう簡単ではない。 

 

Ｑ：技術者の質はどうか？ 

Ａ：一生懸命やってくれており、仕事に取り組む姿勢については満足している。内容によ

っては、日本や台湾でも取り組んでいないようなものもある。 

 

Ｑ：技術面で何か課題はあるか？ 

Ａ：技術的には日本や台湾と全く同じレベルに到達しているわけではなく、追い付き、追

い越すのが目標である。特に、人材の育成は品質の安定には欠かせないため、従業員の

定着率を上げることも課題となっている。これまでの揚州は外部から流入してくる人口

が尐なかったため、街が落ち着いており、雇用環境も安定していた。しかし、地元の人

がほとんどの製造部門においても、ここ 1 年～2 年は従業員の流動化率が高くなってお

り、当社の場合、昨年は約 20％が流動した。また、技術部門に限らず、同業他社から引

き抜かれることも多い。さらに、最近の若者は恵まれた環境で育った者が多いため、尐

しでも辛いことがあると我慢できない。中には、帽子をかぶって仕事をするのは髪型が

乱れて嫌だと言って辞めてしまった者もいる。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：やはり国内販売に力を入れていきたい。二輪車、四輪車部品の新規の受注を取るよう

にしていきたい。今後、VVT・VCT（可変バルブタイミング機構）といった高度な機構

部品を中国で生産、増産するような方向にあるので、これに対忚した部品供給を行って

いきたいと考えている。また、労働コストの上昇に対忚して、省人化を加速することが

必要となっている。 

 

Ｑ：これまでの感想は？ 

Ａ：私(劉)は当社の立ち上げからこちらに来ているので、もう 19 年間揚州に滞在している。

その間、中国の経済発展の速度は速く、人々の考え方も急速に変わっている。また、以

前は会社が小さかったので従業員も尐なかったが、これだけ従業員が多くなると、細か

く目を届かせることも難しくなっており、同時に中国にはステップアップのチャンスも

たくさんあるので、よい人材を獲得し、確保しておくために何をして上げるのかが大事

だと思う。 

さらに、中央政府で決めた政策を实際に实行するのは地方政府なので、そことのよい

関係づくりも必要である。その点、私にとっては長い揚州生活が政府関係部門との人脈

づくりにも有利に働いているようだ。かつて台湾では一部門の責任者に過ぎなかったが、

こちらでは会社全体の経営を行うことができ、よい機会を得ることができたと思う。 
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Ｑ：日本の中小企業に対するメッセージがあれば？ 

Ａ：中国に進出する場合、立地条件をしっかり見極めることが重要であり、いろいろな意

味でよい労働者が確保しやすく、地元政府の支援が得られやすい場所を選ぶことが必要

であろう。 

また、現地化を進めることが重要だ。当社の幹部も、給料の面だけでなく、自分の考

えを仕事に反映させ、それを成功させるために努力し成果を上げることで、会社側から

の評価と自分なりの達成感を持つことができているから残っているという面が大きいと

思う。数年前に日本の某研究者が来て労働意識に関して当社の現地従業員にインタビュ

ー調査を行ったことがあるが、インタビュー後、仕事の達成感を重視するという点で当

社の従業員は日本の一般的な従業員と意識が変わらないと感心していた。特に明示的に

日本的な勤労意識を教え込んだ訳ではないが、仕事に取り組む中でそのような意識を自

然に身に付けてくれたということは、やはり当社が創業当初から優秀な人材を獲得でき

たことによるところが大きいのではないかと思う。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 4 月 14 日） 
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浙江トクハツ 

 

会社名：浙江特発金属製品有限公司 

所在地：浙江省杭州市䔥山経済技術開発区橋南区高新 6路 99号 

設立年：2003年 

資本金：750万ドル 

従業員数：136人 

日本親会社：特殊発條興業株式会社（兵

庫県） 

主な事業内容：バネ座金の製造・販売 

インタビュー対応者：製造部技術顧問 

高田好博氏、営業部

副部長 辻本元昭

氏 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：親会社のトクハツ（特殊発條興業）

は、ボルトに組み込まれるバネ座金、

皿バネ座金等の小型バネを製造・販

売している。このような小型バネは

ボルトの緩み止めとして、自動車用

部品、家電用部品等に広く用いられ

ている。ボルトが使用される場合に

は必ずといってよいほどバネ座金が

用いられる。トクハツは、コスト削

減の観点から1993年に中国の同業会

社との合弁で䔥山に杭州特発弾簧墊圏有限公司を設立した。日本の親会社で生産してい

た一部バネ座金（スプリングワッシャー）を中国に生産移管したのである。材料を日本

から輸入した上で中国で加工し、それを親会社に輸出して日本国内で販売することを主

目的としていた。 

 その後、生産品種を増やすため、独資で 2003 年に当社（浙江特発金属製品有限公司）

を設立した。主に波型バネ座金、コニカルワッシャーといった座金を量産している。以

前設立した日中合弁会社（杭州特発弾簧墊圏有限公司）の工場の 20 年の土地使用権が延

長できないことが明らかになったこともあり、2010 年 10 月に当社に生産を移管統合し、

その後当該合弁会社は清算した。 
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Ｑ：合弁と独資では何か違いがあるのか？ 

Ａ：独資の場合は経営判断が速く、設備投資や工場拡張などを日本の親会社に話を通すこ

とで進めていきやすい。一方、合弁であれば、それぞれの考えや立場に左右され、物事

を進めるのが困難な場合がある。ただ、合弁のメリットとしては、地方政府関係部署と

の調整等においてローカルの人脈を期待することができる。 

 

Ｑ：顧実はどのような業種の企業になるのか？ 

Ａ：ほとんどがボルトメーカーである。バネ座金はボルトと一体的に使用されるため、各

ボルトの規格に合ったバネ座金が必要になる。 

 

Ｑ：中国国内の売上げの推移はどの程度か？ 

Ａ：2008 年が 1,900 万元、2009 年が 2,300 万元、2010 年が 3,800 万元である。おそらく

半分以上が自動車需要なので、中国の自動車市場の伸びが反映していると考える。 

 

Ｑ：親会社への輸出と国内販売の比率はどの程度か？ 

Ａ：今では販売額の約 50％以上は国内販売である。 

 

Ｑ：国内販売のうち非日系企業向け販売の占める割合はどの程度か？ 

Ａ：2010 年上期で見ると、香港を含む中国系企業・台湾系企業が約 8 割であり、残りの 2

割はほとんどが韓国系企業と日系企業である。中国系企業が圧倒的に多い。 

 

Ｑ：なぜ中資企業向けの販路を開拓できたのか？ 

Ａ：まず中国のボルト製造市場を見ると、進出している日系のボルトメーカーの企業数が

そもそも尐ない。これに対して中資系のボルトメーカーは圧倒的に多いため、当社の取

引先も必然的に中資メーカーが多くなる。 

 また、以前の合弁会社の相手方を通じて販売ルートを確保してきたことも大きい要因

である。 

 さらに、バネ座金は品質が第一だが、日本の技術により品質が確保されているという

ブランド価値も大きい。販路の拡大は、口コミによるものであったり、ボルトメーカー

の従業員がスピンアウトして新たに起業した会社に当社の製品を供給するものであった

りする。品質で確固たる信頼を築けば、戦々恐々とした中国市場においても必ず生き残

っていけると思う。 

 

Ｑ：中資企業との取引と日系企業との取引に相違はあるか？ 

Ａ：中資企業と商談をすると事を進めるスピードが速い。2 日後にサンプルを持って来いと

か、見積りをすぐに出せと要請してきて、総計 2 週間～3 週間で商談がまとまる。日系
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企業の場合、設計の打ち合わせで約 1 か月を要し、大急ぎでサンプルを提供しても先方

の評価に 2 か月～3 か月はかかる。合格しても納入は来年からなどということもよくあ

る。このため、中資企業のスピードの速さについていくことが重要になる。 

 また、中資企業の場合、日本のように規格がきちんと統一されておらず、図面もいい

加減であるため、図面どおりに作っても实際ボルトと組み合わせると微妙に合わなかっ

たりすることがある。このため、まずサンプルを作り、取引先に出向いてボルトと組み

合わせてみて、うまく合わなかった場合には製造工程の変更を迅速に判断して、1 日で

も早くサンプルを作り直すということが必要になる。その迅速かつ精確な作り込みのた

めには我々が日本で築き上げてきた長年の経験がものをいう。このように顧実のわがま

まな要望に合わせた迅速なものづくりが中国での販路拡大のキーポイントである。 

 

Ｑ：中資の競合メーカーをどう見ているか？ 

Ａ：日本の製造装置を真似た機械を導入して品質を向上させてきている。当社は中資企業

市場向けには中国の鋼材を用いるなどコスト削減に取り組んでいるが、それでも太刀打

ちできなくなりつつある。このため、中国で好調な自動車市場をターゲットにし、徹底

した品質管理を行うことが今後重要になる。月並みな日本品質を看板にするのではもは

や通用しない。 

 

Ｑ：䔥山経済技術開発区の事業環境はどうか？ 

Ａ：電力、道路等のインフラについてはほとんど不満はない。ただ、高度技術者が足りな

い。経験を積ませたよい人材も他社並みの給与が提示できないと他社に流れてしまう。

彼らを当社に繋ぎ止めるため、徐々に能力給を導入するなどの給与改善を進めている。 

 

Ｑ：人材育成に当たって工夫していることはあるか？ 

Ａ：他の企業で一部見られるようなミスを犯した際の罰金制を導入するのではなく、それ

とは逆に年 2 回現場の改善活動に関する表彰を行い、賞金を与えることによりインセン

ティブを持たせるようにしている。優秀な発表者には日本の親会社でも発表する機会を

与えている。各部門のスタッフについては、できるだけ仕事を任せて責任を持たせるよ

うに工夫している。そうしないと一人歩きができない。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 1 月 18 日） 
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上海倉敷レーザー 

 

会社名：倉敷菱東金属制品制造(上海)有限公司 

所在地：上海市松江区中山街道文翔路 142

号 9幢 

設立年：2006年 

資本金：2億 5,000万円 

従業員数：約 100人 

主な事業内容：レーザー切断、精密板金 

日本親会社：倉敷レーザー株式会社（岡

山県）（81％）、三菱商事株

式会社6（19％） 

インタビュー対応者：営業部部長 松浦良介氏 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：中国では大量生産が主流なので、地場

企業には尐量生産や試作品製作を引き受

けてもらえなくて困っているという声が

進出した日系企業から多くあった。倉敶

レーザーとしても既に中国に CAD セン

ターを設立しており、いずれ板金工場を

つくろう意見が社内でもあったので、

2006 年 3 月に当社を設立し、同年 9 月

に实際に事業を開始した。 

 

Ｑ：設立当初から順調に事業展開できたのか？ 

Ａ：最初は日系企業からの受注を獲得することも難しかった。特定の会社の下請けとして

中国に進出してきたわけではないので、取引先を開拓しなくてはならなかった。日系メ

ーカーの日本人総経理は多忙であり、会ってもらう時間を頂くことも難しかった。 

 

Ｑ：そのような難しい局面をどのように打開したのか？ 

Ａ：担当者とアポイントメントが取れなかったので、飛び込み営業を行うようにした。会

社を直接訪問して日本人の購買担当に面会を申し入れるというやり方である。一日 3 社

～5 社は回った。日本人の総経理や副総経理と会えても、購買の实務は中国人従業員が

                                                   
6 中小企業ではない。 
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担当しているので、言葉の問題や既存事業者との関係があったりして、实際に契約まで

こぎつけるのは簡単ではなかった。 

 企業が特に現状で満足している場合には、興味を示してもらうのは難しい。一方で、

何か困っている問題を抱えている場合には、当社の日本と同水準の技術や品質に関する

説明をすれば、相手方が興味を示してくれる場合が多い。例えば、半導体、食品等の業

種では設備の表面等に傷があると問題になるが、地場企業だと物を投げたり、材料を踏

んだりしたりと扱いや製品の仕上がりに問題がある場合が多い。このため、その企業が

中国のものづくりにおいてどのような問題に直面しているのかを探り、問題解決案を提

案するようにした。 

 

Ｑ：飛び込み営業はどのくらい成果があるものなのか？ 

Ａ：100 件回って 2 件～3 件から声が掛かる程度である。当たればよいという感じだ。 

 

Ｑ：中国市場の特徴は何かあるか？ 

Ａ：日本でも尐量多品種なので取引先との関係で大きな違いはないが、しいて挙げればメ

ーカーとの直接の取引が多い。日本では 2 次、3 次の下請けが一般的な取引形態だが、

こちらは中間部分がなく、メーカーと直接取引することが多い。 

 

Ｑ：非日系企業向け取引の割合はどの程度か？ 

Ａ：現在約 160 社の取引先があり、うち約 70％が日系企業、約 20％が中資メーカー、約

10％が欧米、韓国その他アジア関係企業である。 

 

Ｑ：中資メーカーとの取引はどのように開拓したのか？ 

Ａ：中資メーカーの中にも既に日系企業や欧米企業と取引していたり、輸出用の製品を製

造したりするなど品質レベルの向上を求めているところがある。展示会で出展している

会社の営業担当者に逆に営業を掛けてみたり、ダイレクトメールを送ってみたり、いろ

いろなことを一つ一つ潰してやってきた。ある程度仕事が入ってくるようになると口コ

ミで顧実の方から逆に声を掛けて来てくれる場合もある。製品が実を呼んでくれるとい

う感じだ。 

 

Ｑ：最近の業績はどうか？ 

Ａ：金融危機以前は当社顧実の日系企業もこちらで部品を調達して日本に送ったり、こち

らで組み立てて日本に送ったりするところが多かったが、当社の場合、早めに内販を行

っている企業に営業の重点をシフトしたことが功を奏した。2009 年をなんとか乗り切り、

2010 年から黒字になった。中国の経済回復が早かったのでその波に乗ることができた。

これでやっとスタートラインに立てたという思いだ。 



- 52 - 

 

 

Ｑ：中国人の営業スタッフはどのように育成しているのか？ 

Ａ：最初の 1 年～2 年間は私が最前線に出て営業を行っていた。2 年～3 年目には私が半歩

引いてみるようにした。昨年後半からはできるだけ自分が極力前面に出ないようにして

中国人スタッフに任せるようにしている。というのも人を成長させなければならないと

考えるからだ。顧実の日系企業の日本人から直接私に話が来てしまうとスタッフが育た

ない。当社には技術支援者を含め当初日本人が 6 人いたが、今では私と副総経理の 2 人

にまで減った。最終的には中国人従業員にすべてを任せることが望ましいので、今の段

階から尐しずつ取り組んでいる。 

 

Ｑ：中国人スタッフにも飛び込み営業をやらせているのか？ 

Ａ：既存実を回るというルート営業で仕事が取れないようであれば、飛び込み営業を行う

よう指示している。飛び込み営業をやれと指示すると中国人スタッフはまずできないと

言い訳を述べてくる。その場合には「では一緒に行こう」と言って私も同行するように

している。实際にやってしまえば、彼らも文句を言えなくなる。ある程度のプレッシャ

ーを与えることは必要である。ただし、プレッシャーを掛け過ぎると行き詰まって立ち

止まってしまう。このため、プレッシャーを与えながらもやり方を教える、見せるとい

うことが重要であり、これを積み重ねていくと最終的には指示だけでもある程度は働く

ようになる。 

 

Ｑ：給与面でのインセンティブ等を与えているのか？ 

Ａ：営業目標金額を達成した場合や新規契約を取ってきた場合にはボーナスを出すように

している。 

 

Ｑ：顧実を離さないための努力もしているのか？ 

Ａ：納期管理を含め顧実の満足を得られるよう努力している。営業の基本スタイルは日本

と同じであり、営業スタッフ自らが車を運転して顧実を回り、人間関係を構築するよう

に努力している。ただ、日本と同じ管理手法では回らない面はある。 

 

Ｑ：コスト削減努力も行っているのか？ 

Ａ：一部中国製製造設備を導入するなどコスト削減努力は行っているが、当社は中資企業

と同じ土俵で戦うつもりはない。取扱いや加工の難しい物について当社にしかできない

日本レベルの品質の加工を行うようにしている。このため、ほとんどの製造設備につい

ては日本の装置を導入しているし、何よりも重要な製造技術人材の教育に最も力を入れ

ている。 
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Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：既に第 3 工場まで拡張しており、今後もこちらでの需要に合わせながら設備を増強し

生産能力を向上させつつ、日系、非日系を含め内販先をもっと増やしていきたい。その

手忚えは感じている。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 1 月 20 日） 
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オリジン上海 

 

会社名：欧利晶精密機械(上海)有限公司 

所在地：上海市外高橋保税区富特西一路

115号 26号通用倉庫 3楼 

設立年：2004年 

資本金：100万ドル 

従業員数：約 85人 

主な事業内容：精密機構部品の製造・販売 

日本親会社：オリジン電気株式会社（東京

都） 

インタビュー対応者：総経理 斉藤今朝知氏 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：日本のオリジン電気は、エレクトロ

ニクス、メカトロニクス、塗料とい

う 3 つの事業セグメントを有してい

るが、当社はそのうちのメカトロニ

クス事業部のミニチュアベアリング

から派生して精密機構部品の生産に

位置する。具体的には、一方向は空

転し反対方向は噛み合うという機能

を有するクラッチやトルクの伝達を

制御するトルクリミッタの組立を行

っており、これらの精密部品は、複写機、印刷機、ATM 等の紙を扱う機械に広く利用さ

れている。複写機メーカーの中国進出に伴い、部品を現地メーカーに供給しなくてはな

らないということで 2004 年に当社を設立し、大手の複写機メーカー向けを中心に現地

供給を始めた。華南地区には別会社があり、当社は華東地区中心に供給している。当時

中国で製造された複写機はすべて日本や欧米に輸出されており、今でも 90％以上は輸出

されている。このため、保税区で、かつ、ドル取引で部品を取り扱うことが必要だった

ので、ここ外高橋に立地した。 

 

Ｑ：その後の事業展開は？ 

Ａ：日本でも实績があったため、会社設立後間もなくして日系の複写機メーカーすべてと

取引ができるようになった。各複写機メーカーとも開発設計はすべて日本で行っており、

日本親会社の販売部門を経由して認定されたものをこちらで量産して納入するというの
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が主流である。ただ、最近一部メーカーは中国のニーズに合ったマイナーチェンジ製品

を現地でだんだんと生産するようにもなってきている。その場合には当社と直接取引を

行っている。 

 キーパーツは日本から輸入しているが、円高の進行もあり、複写機メーカーの中には

現地調達率 100％という目標を掲げているところもあるので、これからいかに現地化を

図っていくかというのが当社の大きな課題である。当社は組立を行っているため、細か

い部品を地場メーカーに作ってもらうことになるが、そこできちんと品質管理ができな

いと日本メーカーの認定をとることは難しい。現地調達の拡大についてはまだ徐々に始

めているという段階である。 

 金融危機の影響で 2009 年の上期は対前年 70％～80％に落ちたこともあったが、平均

すると年率 20％増で成長している。2009 年の下期は I 字回復となり、一旦絞った材料

が足りなくて納期遅れが発生して大変苦慮した。 

 

Ｑ：貴社の強みは？ 

Ａ：競合他社は日本に 2～3 社あり、日本でのコスト競争を場所を変えて中国で展開してい

る状況である。この競争に勝ち抜くためには差別化を図ることが重要なファクターであ

り、我々の利点をユーザーにもきちんと説明しなくてはならない。当社の場合、部品を

単品で販売することができるというのが強みであり、複写機メーカー等にとっては当社

の製品はバリエーションに膨らみを持たせる際には使いやすいという利点がある。ただ、

競業他社にもそれぞれの会社特有の利点がある。 

 

Ｑ：非日系企業向け販売にはどのように取り組んでいるのか？ 

Ａ：それほど積極的に取り組んできたわけではないが、2006 年に中国企業向けのホームペ

ージを作成した。この 2 年ほどホームページを介して自然発生的に引き合いがどんどん

入って来るようになった。複写機や ATM の製造は日本企業が圧倒的に強いが、この 1

年～2 年徐々に中資メーカーの動きが活性化してきた。中国にはまだクラッチを知らな

い企業も多い。欧州メーカーの非常に高価な物や品質過剰の物を購入して使っている場

合も多いようだ。このため、必要な機能にあった製品を低コストで提供できるというプ

レゼンをしていけば、中資メーカーからの引き合いが拡大する可能性は十分にあると見

ている。 

 関連機器については、まだ中国は研究開発の段階のようで、例えば一部大学において

モデル機を分解して機構設計を学ばせる際に当社製品のクラッチを見付けて注文が入る

こともある。 

これとは別に、独自に新しい商品の開発も行っている。以前某日系企業に勤めていた

中国人が独立して精鋭部隊を集めて始めた開発会社と共同で新しい機構の部品を開発し、

今では顧実の評価も終わり、春くらいから量産に入る計画がある。 
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当社は独自性を重視し、提案型の営業のスタイルであり、顧実の困っているところに

いかに早くその問題解決のための提案ができるかが勝負である。そのようにして採用さ

れた製品は息が長いという利点もある。業容拡大をするためには新しい製品を増やして

付加価値をとっていかなくてはならない。 

 

Ｑ：非日系企業向け販売の割合はどの程度か？ 

Ａ：取引先は日系メーカーが約 2/3、欧米系が約 1/3、中資系はまだ尐なく 5％程度である。

中長期的には中資系メーカー向けが徐々に増えていくと思う。 

 

Ｑ：中資メーカーの動向をどのように見ているか？ 

Ａ：精密機器の分野で中資メーカーも徐々に力を付けてくるはずである。ATM 関連は地場

メーカー製がほとんど入っているようだが、心臓部には日系メーカーの部品が使われて

いる。ただ、いずれキーパーツも地場メーカーが製造するようになるであろう。採算が

合えば中資メーカーとも付き合うが、長期的に考えていかなくはいけないと思っている。 

 

Ｑ：労働者確保の状況はどうか？ 

Ａ：市場状況とは異なり、1 回 10 人～20 人の募集はすぐに集めることはできる。ただ、最

近のワーカーは給料や福利厚生に敏感になっている。2011 年 1 月に約 3 倍の床面積の新

工場に移転するが、これには食堂の整備やロッカースペースの確保という福利厚生の拡

充という意味もある。併せて、工場移転には新規品生産のためのスペースを確保すると

いう狙いもある。 

 

Ｑ：従業員の育成に当たって留意していることは？ 

Ａ：現場のリーダー格を育成するように心掛けている。あまり手取り足取り教えず、積極

的な失敗は是とし、コミュニケーションを基に失敗した理由を考えさせるところから始

まる。中国における労務管理は永遠の課題だ。まず、ブルーカラーとホワイトカラーが

明確に分かれてしまっていること。日本では適材適所でいろいろな経験をさせて育成す

るが、こちらは同様のことができない。管理部門が現場を知らずして管理するのは効率

が悪く、現場を経験させてからの事務職転向が望ましい。しかし、当人は業務内容が変

わるので給料を上げてくれとなる。周りの雰囲気も現場の工員が仲間に入ってくること

を嫌がり、このため、ワーカーでやる気や能力のある人材のスキルアップの機会損失が

生じ、ややもすると人的経営資源が活用できないという状況に至り企業にとっては痛い。

この感覚の違いを変えていかなければならない。 

 また、不良品発生時の原因解明に当たっては当事者からのヒアリングが常であるが、

異口同音に「自分は悪くない」となる。大体の原因は予測がつくのだが、多くは過ちを

認めたがらない。原因解明に時間がかかるケースもあり、品質改善の障害になる場合も
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ある。私は正直に言う人を善とし、隠し事をする人を悪とする対忚をしているが、なか

なか変わらないのが实情である。品質改善やコスト削減の大きな障壁といえる。 

 一方、仮に作業内容を工夫すれば効率が上がるということに気付いた場合にも、自発

的に言い出そうとしない。自分の仕事が減る危険感、代わりに慣れない仕事に就くだろ

うとする変化を嫌がっているようだ。 

 これらの問題は容易に解決できない。永遠の課題だ。 

 

Ｑ：中資メーカーのものづくりの力をどのように見ているか？ 

Ａ：共同開発でタイアップしている開発会社が試作品を頼むのはすべて日系の加工メーカ

ーである。未だ中資メーカーの加工を信用できない状況である。スピードも重要な要素

である。ものづくりはいくら机に向かって勉強しても現場で良い物を作れるというもの

ではない。例えば NC 加工機を使えば似た物を作ることができるが、ポイントは品質管

理である。この例でいえば、刃物管理が大変重要である。当然、熟練技術も必要である

が、地場メーカーの考え方は結果管理になっている。「尐しぐらいの不良は仕方がない」

「問題になったら交換すればよい」とはよく聞くフレーズである。 

 

Ｑ：事業環境上何か問題と感じる点はないか？ 

Ａ：中国の役所や税関には大いに不満があり、生産を阻害することを平気で行っているよ

うに思えてならない。これが当地の文化と許容せざるを得ないがストレスが溜まる。サ

ービスを求めるつもりはないが、大いなる改善を期待したい。特に通関に要する時間が

読めないことに苦慮しており、ルーチンな納期管理ができないこともあり一定程度の在

庫確保は避けられない。メーカーにとっては在庫を持たなければならないというのは致

命的である。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2010 年 12 月 20 日） 
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＜補足対談＞ 

 

斉藤総経理と中国開発会社・朴董事長との対談 

 

 インタビュー記録でも尐し触れられているように、上海オリジンは、ヒンジ（蝶番）の

開発会社杭州盛株貿易有限公司と新製品の開発を行っている。この度、上海オリジンの斉

藤今朝知総経理と杭州盛株貿易有限公司の朴哲民董事長に中国での製品開発の現状や課題

について対談していただいた。 

 

（司会）まず朴哲民董事長の会社の設立経緯は？ 

（朴）私は中国出身でその後日本に 15 年

間いたが、8 年ほど前に日本の某商社

に勤めていた際に日本製の電子部品

のヒンジを東南アジアに紹介する仕

事をしていた。その際よく一緒に出

張していた日本人の技術担当者が顧

実からの質問にあまり即答できなか

ったことから、私自身もヒンジの技

術的な知識を身に付けるようになり、

ヒンジという物に興味を持つように

なった。 

 その後、およそ 4 年～5 年前からヒンジを製造する某メーカーに転職したが、その会

社で私がこのような形状でもできるのではないかという開発提案をしても受け入れて

もらえなかったので、独立し自分自身でヒンジの開発に取り組むことにした。その会

社にいたときにつながりのあった中国人技術者に相談してみたところ、一緒にやって

いこうということになったので、2 年前に 9 人で杭州盛株貿易有限公司を立ち上げた。

今は新しいヒンジの開発に取り組んでいるが、ゆくゆくはヒンジの生産・販売も手掛

けたいと考えている。上海オリジンやそれ以外の会社とも共同開発を行っており、順

次特許も取得していく予定だ。 

（司会）斉藤総経理は朴氏の会社をどのように評価しているのか。 

（斉藤）最も感心している点はスピードである。日本の会社では物を開発するに当たって

も多くの承認プロセスを経ねばならず、時間がかかるが、朴氏のところでは朴氏が一

人で決断できるので速い。また、朴氏は様々な企業のネットワークを持っており、か

つ、専門的知識を持った仲間を集めているので様々なアイディアを複合的に組み合わ

せることができる。仮に当初の設計が失敗したとしても、試行錯誤のための次の手を

すぐに打つことができる。 
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（司会）朴氏はスピードを相当意識しているということか？ 

（朴）私は、韓国や東南アジアで仕事をした経験を有しており、その際スピードが大切と

いうことは痛切に感じていた。 

（司会）朴氏は試作に当たっては日系メーカーを活用していると聞いたが、そのような日

系メーカーをどのように評価しているか。 

（朴）試作は日系の試作メーカーに依頼している。新しい製品を作るときには試作が最も

大事である。試作がきちんとできていないと怖い。この点日本の試作屋は問題がない。

一方で、中国では日常生活においても「大体でいいや」という言葉をよく聞くが、中

資企業においては仕事でもそのような感覚がまかり通ってしまっている。私は中国人

だが、以前の職場では多くの日本人駐在員以上に中資企業のことを信頼していなかっ

た。 

（司会）この点、斉藤氏はどのように感じるか？ 

（斉藤）中国の工場の生産設備はほとんど日本製若しくはそれとほぼ同等の設備となって

いる。しかし、例えば NC 旋盤機で同じプログラミングをしても中資企業ではなぜか

エラーが発生してしまうことがある。この違いは品質管理に対する考え方が日本企業

とは異なるということにある。中資企業には不良品が出れば交換すればよいという考

え方がその根底にある。この点、日本企業は不良品が発生しては駄目という考え方で

あり、不良品の発生した原因をすべて潰していくというのが品質管理の在り方となっ

ている。 

（司会）ヒンジはそれほど開発要素のある部品なのか？ 

（斉藤）ヒンジは機械の関節部分に使用される部品であり、通常 5 点～6 点の部品で構成さ

れている。究極的には 2 つの部品で作ることが理想であり、部品を減らすことにより

コスト削減を図ることが課題になっている。また様々なトルクに対忚しなければなら

ず、種類も千差万別である。 

（朴）ヒンジの開発には終わりがないと思う。これからどのように変わるか分からないく

らい可能性がある。同じヒンジで 2 方向に変化するなど複雑な動きもできるようにな

るだろう。 

（司会）開発というのは楽しいものなのか？ 

（斉藤）機械設計というのは自分の考えたことが形になってくれる。その達成感は他の人

には分からないだろう。ものづくりの楽しいところである。 

（朴）私は斉藤氏の所に来るのが楽しい。斉藤氏は豊富な経験を持っているので、相談す

れば適切なアドバイスをしてもらうことができる。考え方のアプローチも私と斉藤氏

は近いと感じている。新しい発想は他の人との会話の最中に瞬間的に湧き出て来るこ

とも多い。 

（司会）朴氏の会社ではどのような開発方式なのか？ 

（朴）一つの課題に対し、3 日～1 週間各自で考えて、案を出し合うというやり方をとって
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いる。考え方がそれぞれ異なるので面白い。それぞれの考え方のよいところを取るよ

うにしている。 

（司会）中国での開発の可能性についてどのように考えるか？ 

（斉藤）中国では現地調達可能性の問題がどうしても出てきてしまう。日本の設計をその

まま適用しても中資企業ではそのとおりに作ることは難しい。そこで、一部精密機械

メーカーは設計部隊をこちらに持って来て現地メーカーと打ち合わせをしながら設計

しようという動きを見せている。現地調達可能な製品の図面を描こうという発想であ

る。いずれは開発部隊もこちらにやってくるのではないかと思う。現に一部機械メー

カーはマイナーチェンジ品はこちらで開発しようという流れになってきている。この

ような量産的開発にシフトしてくると私は見ている。このため、部品メーカーとして

も中資メーカーと競うのはコスト的に厳しい選択だろうが、こちらに量産拠点を持た

なくてはならなくなるであろう。 

（司会）先ほどの斉藤氏の話で朴氏の会社の方が日本よりも開発速度が速いということで

は日本のことが心配になるのではないか？ 

（斉藤）日本しっかりしろと言いたい。日本の開発力の将来が心配である。 

（司会）朴氏から見て中国での開発に当たって不自由な点等はあるか？ 

（朴）日本の試作メーカーの中には中国にまだ出て来ていないところもあるので、試作を

日本に依頼しなければならないこともある。きちんとした試作屋がもっとこちらにあ

ればよいと思う。中資企業には設計に関して時間の概念がなく、締め切りを守らない。

構想ができた段階で形にしておかなければならないというときにそれでは困る。私自

身日系企業に勤めていたこともあり、日本人の方が一緒に仕事がしやすい。 

（司会）中国で開発人材の不足のような問題はないのか？ 

（斉藤）中国ではよく大卒生の就職難が問題にされているが、人材が企業のニーズに合致

していないのではないかと思う。企業はスピードで競争しているため、即戦力が欲し

い。このため流動的な人材市場になってしまっている。一方で機械設計の開発ができ

るようになるまでには尐なくとも 5 年はかかる。やはり現場の加工方法を知らないと

図面を描くことはできない。中資企業には人材を育成しようという考えが乏しいので

そのようなスキルを持った人材は集めにくいのではないか。 

（朴）その点、当社の社員は皆現場の技術を知っている人材である。中には三次元設計の

できる女性もいる。また、私は今日本で企業に勤めている中国人技術者が中国に戻っ

て来るのを待っている。彼らは自分で設計して物を作っている。 

（斉藤）中国でもだんだんと専門スキルを持った人が増えてくるだろう。逆に日本にはそ

のような人材が減ってきているような気がする。 

（司会）今後の抱負は？ 

（斉藤）次の新製品開発のアイディアはある。結果的に形になっても売れないと駄目なの

で、開発、生産、販売が有機的に結合できるような仕組みも含めて考えている。 
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（朴）ヒンジは面白いので、もっと深く追求していきたい。 

（司会）日本の中小企業に対するメッセージがあれば？ 

（斉藤）アイディアを实現するためには、そのためのいろいろな引出しを持っておくこと

が重要であろう。ゼロからすべて自力でスタートしようとすると初期コストがかかる。

分業作業でもよいので、他者の力を活用することがよいのではないか。私はこのこと

をよくファブレスと呼んでいる。また、眠っている特許も多いので、それら既に他の

人が考えたアイディアも活用してできるだけ開発スピードを上げることも必要ではな

いかと思う。 

（朴）日本の試作メーカーがどんどん中国に出て来てもよいのではないかと思う。これか

ら中国の国内メーカーも試作のやり方を変えていくはずである。細かい技術は日本メ

ーカーの方が先を行っているので、中国で簡単に試作を依頼できるようになるとよい

と思う。 

 

（以上） 

（対談实施日：2011 年 2 月 25 日） 
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寧波生方横店電器 

 

会社名：寧波生方横店電器有限公司 

所在地：浙江省寧波市寧波経済技術開発

区明州西路 518号 

設立年：1998年 

資本金：1,050万ドル 

従業員数：約 240人 

主な事業内容：エアコン用圧縮機の内蔵

型プロテクターの製造・

販売 

日本親会社：株式会社生方製作所（愛知

県）（60％） 

インタビュー対応者：董事・総経理 佐藤重己氏 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：一定速型のルームエアコンの审外機

の中にある圧縮機には、圧縮機を流れ

る電流を感知して、電圧変動時などに

起きる圧縮機モーターの損傷事故を

防止するため、自動的に電流を遮断す

るスイッチが内蔵されている。親会社

の生方製作所はこの内蔵型プロテク

ターを 1975 年頃から日本で製造して

いる。1980 年代後半から日本の某エ

アコンメーカーが中資メーカーに技

術、設備を供与し、また、1993 年から 1996 年にかけて日本の複数の圧縮機メーカーが

中国での現地生産を始めた。このような中国での需要に対し生方製作所は中国への輸出

で対忚していた。实際、日本は電源事情がよいので、プロテクターの需要は尐なかった

が、中国は電圧が安定しないため、保護性能がよい内蔵型プロテクターの需要が高まっ

た。その後、日本の主要なエアコンメーカーが中国に生産拠点を作り、かつ、円高の進

展もあったため、プロテクターの現地生産を行うため、1998 年に当社を設立した。 

 合弁相手の横店集団は映画村の建設等を行っている企業であり、その傘下で新規事業

に乗り出したいと考えた建設有限公司が共同出資者となっている。生方製作所とすれば、

初めての中国での起業に伴う困難さを緩和するとともに、将来的には中国でも日本と同

様に一定速型のエアコンはインバーターエアコンに置き換わるであろうと予想し初期投
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資に係るリスクを分散するために合弁形態を選んだ。 

 その後、生方製作所は、大型エアコン用の内蔵型プロテクターを中国で製造するため

に、2002 年に独資で寧波生方美麗華電器有限公司を設立した。 

 

Ｑ：非日系企業向け販売比率はどの程度か？ 

Ａ：2010 年の实績で見ると、純粋の中資企業向けは約 20％、中資企業と日本企業等の合弁

の圧縮機メーカー（複数）向けが約 55％、日本独資企業や台湾系企業向け等が約 25％

である。当社は中国に十数社しかない圧縮機メーカーにプロテクターを供給し、それら

圧縮機メーカーが格力、美的、ハイアール等の多数のエアコンメーカーに圧縮機を供給

するという構造になっている。 

 

Ｑ：貴社の強みは？ 

Ａ：やはり技術的に優れているということではないか。競合企業は世界で最初にプロテク

ターを開発した米系メーカーと中資メーカーであるが、競合企業のシェアの半分以上は

中資の某模倣品メーカーが占めている。中国においては圧縮機が約 1 億台生産されてい

るところ、当社は市場の約 4 割のシェアを有している。 

 当社の 2000 年の生産数量は約 300 万台であったが、2010 年には 3,000 万台と 10 年

間で 10 倍伸びた。これは中国のエアコン産業の急速な成長と時期的に重なることができ

たことによる。これからも市場が伸びると考えており、最近設備増強も行った。 

 

Ｑ：中国ではインバーターエアコンの普及が始まっていると聞くが？ 

Ａ：まだ市場の約 8 割は一定速型である。しかも一定速型の生産数量もまだ伸びている。

中国は約 1 億台エアコンを製造しているが、その約半分は海外に輸出している。中国国

内はまだエアコンの普及期であり、気候の特性や使用条件が日本とは異なるため、今後

インバーターエアコンが普及していくとしても限界があり、全体の約半数は一定速型が

占めるのではないかという見方もある。 

 

Ｑ：販売拡大のための営業面・生産面での工夫は？ 

Ａ：顧実からの要求に対するリスポンスをよくし、納期を短縮するように努めている。顧

実のニーズに対忚した製品の仕様を決めるに当たって、逐一日本親会社で対忚していて

は時間がかかってしまうため、私が技術者であった経験を活かしてスピーディーに意思

決定するようにしている。 

顧実からのコスト削減の要請に対しては、部品の現地調達化も進めているが、基幹部

品は日本から輸入しているため、限度がある。今は数量を伸ばし、できるだけ生産性を

上げることにより対忚しようとしている。 

 また、中資企業からは技術的によく分からないので教えて欲しいとアドバイスを求め
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られることが多い。技術的アドバイスを行いながら一緒に開発した製品を使ってもらう

ように工夫している。 

 

Ｑ：模倣品はいつ頃から問題になっているのか？ 

Ａ：当社を 2000 年に辞めた者が 2002 年から模倣品を生産し始め、圧倒的な安値を提示し

ている。かつて生方の重職に就いていた従業員が作る模倣品ということからか、関係者

の間では一般の模倣品よりは信頼を得ているようだ。生方製作所は日本、米国、韓国で

は基本特許を押さえたが、中国の場合輸出を行っていた期間が長かったこと等から、基

本特許を取得することができなかった部分がある。それでも、いくつかの取付方式に係

る特許等は取得しており、2009 年に商業秘密侵害と特許侵害で訴訟に勝った。しかし、

当人は 2006 年に別の会社を作るなどして、結果としてまだ模倣品の生産が続けられて

いる。現在、当社としては、改めて特許侵害の訴訟を起こしているなど、模倣品追放の

ための努力を継続している。 

 

Ｑ：地元政府への取締り要請等において合弁相手は頼りにならないのか？ 

Ａ：合弁相手企業は畑違いの業種であり、政府との関係も強くない。 

 

Ｑ：模倣品の再発生を防ぐための工夫はしているのか？ 

Ａ：秘密保持管理契約を徹底するようにしている。また、技術ノウハウの詰まっている重

要部品は日本から輸入すると同時に輸入部品の細かい仕様等を顧実に明らかにしないこ

とにより、極力ブラックボックス化を図るようにしている。 

 

Ｑ：中国でのものづくりをどう見ているか？ 

Ａ：技術や品質を良くしていこうという意識はあるが、弱い面はある。一方で、出来高管

理を導入していることもあり、生産のスピードを優先する姿勢は日本以上である。この

ようなよい面を伸ばすと同時に、品質管理上やってはいけないことを注意・徹底するこ

とにより、総合的に効率を上げることができるのではないかと考えており、そのように

实践している。 

 

Ｑ：親会社での研修も行っているのか？ 

Ａ：会社設立当初は幹部候補生を日本で研修させたが、今は幹部技術者が育ってきたので

行っていない。 

 

Ｑ：人材確保は順調か？ 

Ａ：最低賃金が年 2 割ずつ上がるなど、人材確保は難しくなっている。若い女性が多いこ

ともあり、一般の作業者は残っても 3 年～5 年で辞めてしまうので、優秀な人材はその
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前に主任や班長に引き上げて残すように工夫している。特にこの一年は生産が伸びてお

り、人を入れてもなかなか生産の伸びに追い付かないという状態だった。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：一定速型エアコン向けの需要増に対忚するだけでなく、今後のインバーターエアコン

の普及に対忚し、中国の電気の使用環境でも機器を故障させないようにするためのプロ

テクターを日本で開発している。このインバーターエアコン用プロテクターについても、

将来的にはこちらで生産・販売していきたいと考えている。 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するメッセージがあれば？ 

Ａ：製造業においては、同じような物は一通り中国にあるので、差別化できるかどうかが

重要であろう。コストがかかり過ぎて市場に参入できない物はこちらで生産することは

難しいので、良い品質の物をいかに安く提供できるかがポイントとなる。差別化のため

のノウハウについては、日本で何気なくやってきたことがこちらではものすごく価値が

あることも多い。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 4 月 20 日） 
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多富電子 

 

会社名：多富電子(昆山)有限公司 

所在地：江蘇省昆山開発区中心河路 68号 

設立年：2001年 

資本金：350万ドル 

従業員数：約 200人 

主な事業内容：電子部品、機械部品及び樹

脂部品の製造・販売 

日本親会社：なし 

インタビュー対応者：総経理 梅田広治氏 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：当社はより正確には台湾企業である。日本の田代電化工業株式会社というめっき業の

会社が約 30 年前に台湾に進出した。今ではその台湾の会社が田代電化工業の株を買い取

っている。その台湾の会社の総経理を私の父親が務めており、そこが出資して当社を作

った。私は元々半導体関連業界の営業担当の会社員だったが、父親に誘われ当社の設立

準備の段階から関与してきた。めっき業の立地は環境問題もあって中国では難しいと考

えられたので、最初からめっき業を行うつもりはなかった。たまたま知り合いの事業者

からその会社の部品生産として樹脂加工を行わないかという話を頂いたので、2001 年に

昆山で 200 ㎡～300 ㎡の小さな工場を借りて、7 人～8 人の社員で樹脂加工を始めた。

樹脂加工の技術についてもその顧実から教えていただいた。顧実はその 1 社だけだった

が、2 年半のうちに機械設備を 3 台から 5 台、5 台から 10 台、10 台から 30 台と徐々に

増やして行った。 

 

Ｑ：その後は？ 

Ａ：2 年半そのように続けていたが、ある時その仕事がぱたりとなくなってしまった。ちょ

うどその尐し前から私自身他社への営業活動を始めていて、2003 年には日本人や中国人

の営業スタッフも採用した。それでもすぐには仕事を受注することはできなくて、2004

年、2005 年はかなり大きな赤字となり、その累積損失はまだ解消できていない。一方で、

2003 年に金属加工もやってみようと考え、かなりの投資を行い設備を買った。その頃、

日本で金属加工を行っていた中国人技術者にたまたま出会い、彼を採用した。そのよう

な縁もあった。会社にとっては何より人材が大切である。 

 

Ｑ：仕事がないときは辛くなかったのか？ 

Ａ：私自身営業の経験があり、営業自体嫌いでなかった。ともかくやるしかないのでがむ
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しゃらにやった。台湾にいる父親とも毎日のように電話をし、貴重なアドバイスをもら

った。人材と機械を揃え、売る体制と作る体制を整えると徐々に仕事が入るようになっ

た。今では質の高い加工機械だけで 40 台保有している。 

 

Ｑ：貴社の強みは？ 

Ａ：当社は、家電、空調設備、設備機械、コネクター、医療機器、バルブ、計測機器等の

様々な製品の部品を加工しているのが一つの特色だ。また、日本の部品会社は尐量多品

種の生産を得意としている一方で、中国の加工業者は数十万個～数百万個の部品を取り

扱っている。当社はその隙間を突くような形で千個単位、5 千個～1 万個で、かつ、ステ

ンレス等の加工の難しい材料や複雑な物を扱っている。このように同業他社が手を出し

にくい分野を担っている。さらに、当社のように樹脂と金属両方の加工を行っている企

業は尐ない。 

 加えて、部品と部品の組立も 2008 年頃から行っており、今では全利益の約 20％を占

めるに至っている。約 30 点の部品からなる製品の組立も行っており、その際、自社で製

造できる部品は自社で作り、残りは中資企業から調達している。そうすれば、部品の調

達力もついてくる。 

 

Ｑ：非日系企業向け販売の割合はどの程度か？ 

Ａ：約 2 割が欧米系企業であり、残りの約 8 割が日系企業である。中資企業向けは残念な

がらまだない。輸出と国内販売の割合は大体 50：50 である。中国の魅力は当社のよう

な实績の乏しい会社でもドイツの大手メーカー等から直接人が来て取引できることであ

る。 

 

Ｑ：欧米系企業向けはどのように開拓したのか？ 

Ａ：欧米企業は中国の子会社の経営を現地人に任せているので営業の窓口は中国人である。

このような関係から、当社の営業部の中国人の部隊が仕事を取って来てくれた。結局は、

営業の人間の資質によって仕事が取って来られるかどうかが変わる。もちろん人を育て

るのも必要だが、いかによい人材を獲得するかアンテナを張っておくことが重要であり、

それが会社の存続を左右することすらある。よい人材に出会うためには、あちこち行く

しかない。日本にもよく面接に行く。これはと思う人材にはプラスαの待遇を提示する

こともある。人探しが私の仕事のようなものである。 

 

Ｑ：欧米系企業と付き合ってみての感想は？ 

Ａ：価格に対する要求が厳しい分、品質面での要求は厳しくなく、融通がきく。意思決定

は速い。日本の会社は遅いのでその点は大きな違いだ。イスラエルの企業とも取引があ

り、国によってカラーがそれぞれ異なると感じる。 
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Ｑ：日本人は何人いるのか？ 

Ａ：私を含め 6 人である。当社は本社機能も兼ね備えているため、普通の日系企業に比べ

れば日本人は尐ないといえる。ただ、私にはすべてを現地化するという考えは全くない。

日本人と中国人が一緒にやるという考えである。このため、日本人の給料もオープンに

している。それでも成り立つような会社にしたいと考えている。事業に貢献すれば、中

国人が日本人よりも給料が高くなることも当然ある。社員の生活を尐しでもよくできる

ようにすることが目的であり、毎月利益が出ればその 10％を部長等を除く約 170 人の従

業員の給与アップとして還元している。 

 

Ｑ：日本人の役割は？ 

Ａ：技術や品質管理を社内で先頭切って引っ張っているのは日本人である。 

 

Ｑ：中国人従業員の労務管理に当たって気を付けている点は？ 

Ａ：彼らに仕事を任せると同時に適切な人事評価を行うことが重要である。当社の場合、

日本に親会社がないので日本で研修させることができないのが難点である。中国人は向

上心がものすごくある人が多いので、教えれば吸収するが、日本人は一般的に教えるの

が下手である。分かりやすく時間をかけて教えなければならない。中国人は今の日本人

と異なるレベルで向上心を持っている。それは今の日本社会がなくしてしまった部分で

はないかと思う。 

 

Ｑ：従業員の確保に問題はないか？ 

Ａ：経験のある技術者や管理者はなかなか人材が足りなくてどの会社もその確保に困って

いるのではないかと思う。ある程度の割合で人材は流動するので、新しい人材に教えな

がら戦える体制を整えるのに時間がかかる。当社も 200 人がレベルアップすればもっと

儲かるだろうが、全員に意識を浸透させるのは難しい。 

 

Ｑ：事業のルーツが日本や台湾にないのになぜうまくいっているのか？ 

Ａ：今の仕事がずっと続く保証はないのでまだまだ厳しい。最近の昆山の人件費の上がり

方もすごい。当社のような会社は普通だったらこけていたかもしれないが、世界金融危

機等も乗り切ってきた。やっと普通の会社になったという感じだ。今年あたりから小さ

くてもよいので何か自社製品を開発できるような会社にしていきたい。 

 

Ｑ：この事業分野の魅力は何か？ 

Ａ：私はもともと半導体業界にいたため、今もたまたま付き合っているのは液晶や半導体

メーカーが多い。中国にはチャンスはいくらでもあると思う。今後将来に向けて何をや
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っていくかは今やらなければならないことをやりながら考えていきたい。やはり将来的

には自社製品を開発したい。組立を行うなど特徴は出てきたものの、この先はまだ分か

らない。 

 

Ｑ：中国市場の可能性についてどのように感じるか？ 

Ａ：やはり成長の勢いはある。将来的に顧実がさらに増えれば第 2、第 3 の拠点を作り、こ

ちらのマネージャーを送ることも考えている。また、日本に営業拠点を設けることも考

えている。 

 

Ｑ：中資メーカーをどのように見ているか？ 

Ａ：同じ物を作っても価格では競争できない。より付加価値のある物を作らなければなら

ない。中国の会社はスピードが速い。品質もそこそこの物ができている。韓国系企業も

技術レベルを上げて来ているので、まずは韓国系メーカーがライバルになるかもしれな

い。むしろ、当社製品のユーザーに当たる中資メーカーの技術レベルの向上に伴い、い

ずれ中資メーカーが当社の部品を使ってくれるようになるのではないかと思っている。 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するメッセージがあれば？ 

Ａ：はっきりした方針がないと駄目、中途半端では駄目である。また、こちらに腰を落ち

着けないと駄目だ。やはり仕事がないと始まらないので、日本からもっと仕事を持って

くるということをやらないと駄目だと思う。現地に来てそれから顧実を見付けようとす

るのはまず無理である。また、こちらは日系の大手企業とも直接取引できるのが大きな

魅力である。世界中の情報が集まって来ている。厳しいけれどうまいことやればチャン

スは大きいと思う。 

 会社にとって人材が何より重要なので、当社としても国籍を問わずよい人材がいれば

世界中から獲得したいと考えている。日本の会社もそうすればよいと思う。 

 さらに、中国のビジネスのスピードは速いので、日本にいちいち伺いを立てているよ

うでは間に合わない。現地に権限を移してやらなければいけないと思う。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：当社は日系企業であることを強調していないが、日本人従業員がいると日系企業の顧

実は安心してくれる。やはり他社ではできないことをやることが必要である。そのため

には技術が重要であり、やはりものづくりには人材と技術の両方が重要である。当社と

しても、当社ではないとできないことをこれから見付けていきたい。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 4 日） 
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上海アクトファイブ 

 

会社名：愛闊特(上海)清洗設備製造有限公司 

所在地：上海市閔行区北橋鎮灯輝路 1128号 

設立年：2003年 

資本金：20万ドル 

従業員：約 70人 

主な事業内容：工業用洗浄機の製造・販売・

メンテナンス、洗浄液の販売 

日本親会社：アクトファイブ株式会社（京

都府） 

インタビュー対応者：董事長 石井郁男氏 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：日本のアクトファイブは、1988 年に

私が数人の仲間とともに作った会社で

ある。当時、モントリオール議定書の

締結によりフロンの使用に対する規制

が始まったため、勤めていた洗浄機メ

ーカーを辞め独立して脱フロンの洗浄

機製造業を始めた。自動車、電子、精

密機器等の部品には埃や油等の汚れが

付くため、それを洗浄することが必要

になる。このため、幅広い業種の工場において洗浄機が使われている。 

 上海の当社は、2003 年に設立した。当時多くの日本メーカーが中国に進出しており、

日本から設備を輸出していたが、その機器のメンテナンスが必要であったり、より安い

機器を提供して欲しいという日系メーカーの声があったりしたことによるものである。 

 

Ｑ：貴社の強みは？ 

Ａ：当社の洗浄機はフロンや塩素系溶剤（1･1･1 トリクロロエタン等）を使わない物であり、

かつ洗浄性能も高い。日本のものづくりは異常といってもよいほど部品の清潔度にこだ

わるのでそのような洗浄技術が発達してきた。塩素系溶剤は洗浄液としての性能は極め

て優れているため、機器は簡単な構造で済む。一方で、非塩素系溶剤を用いる場合、可

燃性ガスを取り扱うことになるため、防爆構造にしなくてはならないなど技術的に難し

い。地場メーカーも脱塩素系溶剤の洗浄機を真似して作るところがあるが、時々火災事
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故を起こしたりしている。また、洗浄する対象物の種類や大きさ等の顧実のニーズに忚

じて一つ一つ機器の組合せや内容を変えて納めなければならないので、それを地場メー

カーが真似るのは難しい。洗浄機市場においては、圧倒的に日本とドイツのメーカーが

強い。 

 

Ｑ：日系メーカー向け販売が主目的であったのか？ 

Ａ：進出当時から顧実を日系メーカーに絞り込んでいたわけではないが、日系メーカー向

け販売が多かった。また、日本の工場向けに部品を一部日本に輸出している。しかし、

金融危機を境にして国内の中資メーカーや欧米系メーカー向け販売が圧倒的に多くなっ

た。それまでは、日系メーカー向け及び部品輸出が販売額の約 7 割を占めていたが、今

ではその割合が逆転し、約 7 割～8 割は非日系企業向けの販売である。 

 

Ｑ：会社設立当初の販売状況は？ 

Ａ：設立当初から日系企業向けを中心に仕事は多かった。洗浄機は、一般的な工作機器に

比べて一つの工場に設置される台数は尐ないが、どの工場にも数台は置かれるので、そ

れなりの需要があった。その後も定常的に忙しく、直近では 5 か月以上の受注残を抱え

ている。 

 

Ｑ：なぜ非日系メーカー向け販売が伸びているのか？ 

Ａ：金融危機に直面し輸出型の日系メーカーは設備投資を控えたが、中資メーカーは今が

追い付くチャンスとばかりにかなり積極的に設備投資を行っている。当社の製品はフロ

ン等を用いる地場メーカーの製品と比較して約 3 倍価格が高いが、環境対策にコストを

かけてもよいと考えている中国の一流メーカーは当社の製品を買い求めてくる。また、

中国でもフロンや塩素系溶剤に対する使用規制が厳しくなっており、フロンや塩素系溶

剤の流通が相当縮減されるとともに、脱フロン・脱塩素系溶剤の洗浄機でないと地方政

府の許可が下りにくくなっているようだ。このような規制強化に伴う需要が昨年頃から

急に増えてきた感じがする。 

 

Ｑ：非日系メーカー向けに積極的な営業活動を展開しているのか？ 

Ａ：展示会に出展したりしているが、3 人の営業担当者は基本的に顧実からの問い合わせに

対忚している。こちらでは、約半分の引き合いがインターネット経由で来る。日本では

商社情報等が充实しているので、インターネット経由の情報は重要でないものが多いが、

こちらは、大企業であってもインターネットで検索して問い合わせてくる。 

 また、中国のメーカーは自分の工場から製品が出荷されたら、後は責任を持たないと

いう考え方のところが多いが、当社は販売後のメンテナンスは日本と同様のやり方で行

っている。特に納入 1 年目以降の有料のアフターサービスについては、重要な収入源の
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一つなので、企業経営の観点からも当然のこととして力を入れている。 

 

Ｑ：中国のものづくりについてどう見ているか？ 

Ａ：例えばこちらで家具を買うと埃だらけで納入される。普段から良い物を見たことがな

い人にはそもそも良い物という物が分からない。最初は良い物とはどのような物である

かを分からせるのが大変だった。開業後 1 年～2 年は日本から職人を連れて来て現場で

怒鳴りながら教えていた。そのうちやり方さえ分かれば任せていてもうまく行くように

なる。例えば、当初は塗装業者に塗装を頼んでも機器によって微妙に色合いや光沢が異

なった。クレームをつけても相手はその意味が分からない。色合いが異なることなど当

然だと思っている。最近では、当社の社員が塗装業者に色合いが異なると言って返品し

たり、中資メーカーの現場に行った際に「ボロみたいなのを作っている」と述べたりし

ているのを見ると、良い物に関する感覚が身に付いてきたのかなと思う。 

 また、中国人にはものづくりに関する意識下の経験が乏しいと感じる。この点、欧州

人にはあまり違和感を感じない。私自身、よく打ち合わせの最中に機器や部品の構造を

ノートや白板に図示するが、絵がうまいと感心される。中国人技術者は絵を描くことが

苦手である。三次元で物を見る頭がない。すべて文章で表現しようとする。文章だと解

釈に曖昧な部分がどうしても生じてしまう。  

さらに、本物を買うことが難しい。部品や材料の調達において、例えば厚さ 2 ミリの

ステンレス鋼といえば日本では特定されるが、中国の業者に頼むと何種類もある中から

最も安い偽物のステンレス鋼を納入してきたりする。錆止めの塗装がなされた鋼材が流

通していないため、自社でそれを行わなければならなかったりもする。 

 私を含め日本人は、機械は作る間は苦しいが、それを作り上げて順調に動き出すと達

成感を感じるものだ。ところが、中国人にはその達成感が乏しいように見受けられる。

本質的にものづくりに向かないのではないかと感じるときすらある。 

  

Ｑ：よく中国の製造コストは安いといわれるが、この点についてどう考えるか？ 

Ａ：確かに中国は部品や材料は安いが、製造効率に関しては、中資メーカーの工場の方が

無駄な工員が多いと思う。当社は一人当たりの作業効率を高めることで一般的な中資メ

ーカーの半分の工員で済ませている。そのような意味で、生産効率は日本の方がよいは

ずである。 

 部品については、品質の悪い物を作ろうとすれば、安い部品で済ませることはできる

が、それでは当社の存在意義がなくなる。やはり現状では中資メーカーの部品には品質

面で問題があるので、すべて日系メーカーの部品を使用している。ただし、材料につい

ては中国製で問題ないので中国製を使用している。 

 

Ｑ：労務管理等で困っている点は？ 
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Ａ：会社の大きな目的は思ったような洗浄機を作ることだ。私は中国人従業員の顔を見て

も顔色の変化を判断することができない。分からない人を管理することは難しい。この

ため、会社の管理はすべて中国人の呉秀紅総経理に任せている。彼女は私が最初に中国

に来た時に通訳を担当していたが、技術的な用語等もすぐに覚え機械のことを理解でき

るようになった。また、私は経営者には生まれつきの感覚が必要だと思っている。経営

はセンスの問題である。そのようなセンスを彼女は持っていたので設立当初から当時ま

だ 20 歳代前半であった彼女を総経理にした。この点、中国社会では上司が若かったり、

女性であったりしても問題ないのはよいところだ。私は月の半分日本におり、残りの半

分はこちらに来て主に営業を担当している。顧実のところへ行ってニーズを聞いたり、

どのようなシステムを組めばよいかということを判断したりしている。このため、従業

員の給与については私自身は呉総経理の額しか決めておらず、その下の従業員がいくら

もらっているのか知らない。 

 

Ｑ：従業員の定着率はよいのか？ 

Ａ：毎年一人辞める程度であり、定着率はよい。現場には 6 年～7 年の経験を有するベテラ

ンもいる。 

 

Ｑ：製品開発は日本で行っているのか？ 

Ａ：メーカーにとってはものづくりは手段でしかなく、最も重要なのはどのような機械を

世の中に出して行けるかである。このため製品開発が最も重要であり、新しい機械の開

発やこちらで受注した設備の設計・模擬实験は日本で行っている。日本には優秀な技術

者を抱える部品会社も多く、こちらが待っているだけで彼らが提案を説明しに来てくれ

るのはありがたい。一方で、中国人は考えることを嫌う。例えば、ある機械の一部機能

を図面に描けと言うと、「どの図面を真似したらよいか」という答えが返ってくる。日本

だといかに他の設計者の採用していない方法にしようかと考えるが、こちらは逆である。

やはり、考えたり、開発したりするのは日本がよい。 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するアドバイスは？ 

Ａ：例えば、試運転をして不具合が生じた際、日本であれば通常部品等に問題がないので、

おおむねその原因を予想することができるが、こちらでは部品、施工等のあらゆる工程

の信頼性が务るため、それらすべてを確認しなくてはならなくなる。そのためこちらに

は様々なことを知っている人間が来ないと駄目である。指示しても日本人の半分くらい

しか作業しない人材を使いこなさなければならない。市場は中国の方が大きくなってお

り、経営的にも中国の方が大事なのだから、日本の中でも優秀な人材をこちらに送り込

まないと駄目だと考える。 

 また、一般的な日系企業では会社の管理など实質的には中国人副総経理等が行ってい
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るが、そうであればその人に任せたらよいと思う。日本人は、日本人の存在意義のある

仕事をやればよい。当社の場合、月の半分来る私以外には日本人はおらず、私は私でな

ければできない、個々の顧実のニーズの把握とそれを満たす機器の仕様の決定という仕

事を重点的に行っている。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：たまたま日本の会社にスリランカ人がいたので、今彼に任せる形でインドの生産会社

の立ち上げを行っている。今インドが最もおもしろいのではないか。あらゆるチャンス

に満ちている。また、意外に欧州には脱塩素系溶剤の洗浄機が普及していない。このた

め、会社の立ち上げを担うことができる欧州人に出会うことができれば、いずれ欧州に

も生産会社を作りたいと考えている。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 2 月 18 日） 
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蘇州高橋 

 

会社名：高橋金属制品(蘇州)有限公司 

所在地：江蘇省蘇州市呉中経済開発区東呉工業園盛虹路 9号 

設立年：2005年 

資本金：1億 9,000万円 

従業員数：約 165人 

主な事業内容：家電、自動車、農機具、健

康機器等の金属部品の製

造・販売、脱脂洗浄機の設

計・製造・販売・メンテナ

ンス 

日本親会社：高橋金属株式会社（滋賀県） 

インタビュー対応者：董事・総経理 北村兼一氏 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：当社の親会社は 1940 年代に滋賀県

長浜市で板金加工業として創業した

高橋金属であり、農機具、発電機等を

製造しているヤンマーグループ等へ

の金属部品等の製造・販売を行ってい

る。約 11 年前に日本で板金過程で使

用される油を洗浄するためのトリク

ロロエタン溶剤が使用禁止となった

が、高橋金属はその 2 年ほど前にア

ルカリイオン水を用いた洗浄機を開

発した。これはもともと O157 の流行

に対忚するため、レストランの厨房等

で使用される滅菌水を水を電気分解して製造し販売していたところ、その残りとして捨

てていたアルカリイオン水に着目した技術であった。水の電気分解液を使うので環境に

優しいという利点があり、大手精密機械メーカー等で試験的に使用してもらい、洗浄能

力についてもよい評価を得たので、日本で利用が広がった。 

 一方で日本メーカーの中国進出に伴い、洗浄機の中国への輸出が増加し、そのメンテ

ナンスのための拠点が必要となり、また、金属部品を供給していた松下電工のマッサー

ジチェア製造部門が上海で工場を設立することとなった。このような理由から 2004 年

11 月に上海の外高橋に高橋金属貿易(上海)有限公司を設立し、中国の協力工場にマッサ
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ージチェア用の金属部品や洗浄機の製造を委託し、その管理監督のため拠点は蘇州市の

工業園区に置いた。 

 その後、協力工場の品質が安定しない等の問題があったため、2005 年 11 月に蘇州に

自らの生産工場を作った。それが当社である。 

 2007 年にはヤンマーから発電機用の部品の発注が入ったため、増資を行い、大型プレ

ス機を設置できる現在のこの賃貸工場に移転した。 

 現時点では、当社の部品加工部門と洗浄機部門はほぼ半々の事業規模である。 

 

Ｑ：これまでの御苦労は？ 

Ａ：私は 2008 年の 4 月に着任し、その年の 10 月から 2 代目の総経理として引き継いだが、

ちょうど世界金融危機の影響で最も厳しい時だった。2008 年 9 月頃までは自動車関連部

品生産の新規立ち上げもあり、従業員を増やして対忚しようとしていたところ、同年 10

月以降洗浄機関係や輸出向け製品関連の部品の受注が止まってしまった。膨れ上がった

組織をどうするかという問題に直面し、日本人幹部及び中国人幹部と何度も話し合った。

その際、意見を出して頑張ってくれた中国人幹部が今力を発揮してくれている。ワーク

シェアリング、自主的な給料カット、自主退職の勧奨、強制的な解雇等いろいろなこと

を行わざるを得なかった。一方で、それまで残業放棄や集団での怠業を裏で主導してい

たグループの関係者を解雇することができた。会社に帰属意識の高い幹部連中が残って

くれたのはよかった。 

 また、生産活動ができないのなら、メンテナンスをしっかりやろうと、洗浄機の既存

の顧実を技術者に回らせた。そうすると困ったら高橋はすぐに飛んで来てくれるという

信頼感を顧実から得ることができるようになり、景気が回復してからのリピート受注が

増加した。 

 2009 年は受注の減尐により苦労したが、日系の自動車部品メーカー用の部品生産等の

中国の内需向けの受注を獲得することができたり、意識の高い幹部による組織の骨格を

作ることができたりしたので、結果的にはよい面もあった。 

 

Ｑ：非日系企業向け販売はどのような状況か？ 

Ａ：部品製造に関してはほぼすべて日系企業向けだが、洗浄機については非日系企業向け

販売も行っている。当社製品は特に薄型テレビのバックパネルの洗浄では定評が高く、

業界ではバックパネルの洗浄には高橋の洗浄機というのが相場になっている。それが口

コミで広がり、しかも昨年は 50 インチや 60 インチの薄型テレビの生産が伸びたので、

中資系の薄型テレビ用バックパネル工場からの洗浄機の引き合いがかなりくるようにな

った。中資メーカーの場合、各メーカーの工場長クラスで食事会をするなどの情報交換

の機会が頻繁にあるようであり、そこで洗浄機は高橋の物が良いという評判がすぐに伝

わったようだ。2 年～3 年前に中資系メーカーに飛び込みで営業活動を行ってみたときに
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はあまり成果につながらなかったので、昨年は口コミの力の大きさを改めて感じた。 

 

Ｑ：洗浄装置部門での非日系企業向け販売の割合はどの程度か？ 

Ａ：大体 2 割程度である。 

 

Ｑ：中資企業との取引に関して日系企業と異なる点はあるか？ 

Ａ：日系企業の場合、最終的な見積価格を出し、それが受け入れられれば、それに基づい

て契約となるが、中資メーカーの場合、技術部門のトップと見積価格を合意した後でも、

営業担当トップ、会社全体のトップと上がって行く段階で、それぞれ「トップの顔立て

ろ」とさらに価格を引き下げなければならなくなったのには最初戸惑った。それ以降の

取引ではそのようなことはないのだが、最初の取引ではそのような慣行があるようだ。 

 別の話だが、上海の某上場企業の工場で洗浄機を納入している際にその会社の総裁が

視察をしていたそうで、当社の作業員が清潔な身なりで、きちんと帽子を被って作業し

ていたことが評価されて、工場長が総裁から褒められるという出来事があった。そうな

ると工場長も喜んで、次の取引も高橋にお願いすると言われたこともあった。 

 

Ｑ：よく中資企業からの資金回収が難しいという声を聞くがどうか？ 

Ａ：当社の顧実はほとんどが上場企業であり、このような企業はむしろ日系企業よりも契

約がしっかりしており、資金の支払いにも間違いがない。むしろ、日系企業であっても、

日本人総経理と中国人の財務担当者の連携がうまくとれておらず、支払いが遅れること

がある。 

 

Ｑ：競合する中資メーカーをどう見ているか？ 

Ａ：中資メーカーは洗浄液を用いた水洗浄機が主流である。このような機器の価格は安い

がランニングコストがかかる。ただ、やはり中資メーカーの製品価格は安いため、顧実

が相見積りを取り、高橋はもっと下げられないのかと言われ辛い思いをすることもある。 

 以前当社の設計部門にいた者が辞めて、自分の会社を立ち上げ、しかも辞める際に当

社の図面を持ち出し、当社製品と同じ写真をカタログに載せていた。その会社はどうも

中国メーカー向けに事業展開しているようであり、日系企業中心の当社とは競合してい

ないので今のところ静観している。 

 

Ｑ：自社で設計を行っているのか？ 

Ａ：設計者の育成も行っており、現在機械系で 7 人、電気系で 3 人の設計者がおり、独自

に設計できる体制をとっている。洗浄機を納入してそのメーカーとよい関係が構築でき

るようになると配電盤、組立装置等も作ってくれないかという引き合いが出てくる。当

社は何でも屋になろうと指導しており、洗浄機についても、多様なニーズに忚えるため、
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アルカリイオン水洗浄機だけでなく、水洗剤水洗浄機や炭化水素洗浄装置も製造・販売

するようにしている。部品加工のための板金設備の拡張により洗浄機の内作率も上昇し

てきており、部門間の相乗効果も出て来ている。 

 「人は城、人は石垣、人は堀」とよくいわれるが、人を育てることがまず重要だと痛

感している。人を育てると業務範囲という器が大きくなり、器が大きくなると仕事がこ

なせるようになる。下の人材を育てると組織のピラミッドをだんだん大きくすることが

できる。 

 最近は日本の 1 次、2 次の自動車部品メーカーがどんどん中国に出ようとしてきてお

り、その分洗浄機の需要が出て来ている。また、初めて中国に出て来ようとする会社は

こちらのことがよく分からないので「こういう機器も作れないか」と言ってくる。当社

は図面さえあれば作るというスタンスであるため、次第に洗浄機周辺の機器の製造に仕

事が広がってきている。 

 当社の洗浄機は元々電機業界に強かったが、最近は自動車業界にも広がりつつある。

今の中国の自動車市場には勢いがあり、日系の自動車メーカーには 2 次、3 次の設備投

資の動きが出ており、その関連での引き合いも出て来ている。その際、一回当たりの受

注量も大きい。 

 

Ｑ：会社の管理面で工夫していることは？ 

Ａ：当社には私以外に生産部門に 2 人の日本人がいるが、彼らと親会社採用の中国人副総

経理とで頻繁にコミュニケーションをとるようにしている。毎日会議を行い、問題があ

ればすぐに手を打つようにしている。特に中国人副総経理には従業員の気持ちをすくい

上げてもらっており、私も彼の意見を聞いて方向転換を図ったりしている。今後は、部

長クラスより下の課長、係長レベルにまで意識の浸透を図っていくことが課題である。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：高橋というブランドが徐々に認知されてきているのでこれを活かして製品の幅を広げ

ていきたい。現在は 8 月まで受注が入るほど忙しいが、顧実の中には 5 月には納入して

欲しいというところもある。生産の増強を図っているが、できないものを引き受けてし

まうと信用を落とすことになってしまいかねないので、安易に受けることができないの

が实情である。 

 気がかりな点としては、最低賃金が上がってきているので、周辺の状況を見極めなが

ら賃金を上げないと工員が流出してしまうおそれがある。親会社の会長に相談したら、

日本でもかつて高度経済成長期には 1 年で工員の給料が 2 倍になった時期があったそう

である。このため、当社としては、3 年後を見据えて、賃上げをしても相当の利益を出

し耐久力のある会社づくりをしていかなくてはならない。販売価格は容易には引き上げ

られないので、その分量を増やしていかなくてはならないと考えている。 
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 また、販売面については、アフターサービスの人材を着实に増やしていきたい。華南

地区におけるアフターサービスを拡充するため、今年は東莞にメンテナンス拠点を設け

ようと計画している。私は中国で生き残るために最も重要な点はメンテナンスにあると

考えている。当社の場合、金融危機の影響を受けて苦しんだ 2009 年にメンテナンスに

力を入れたことが 2010 年の営業で实を結んだ。取引先の日系企業に私が挨拶に出向き、

「当社は逃げないでずっと貴社に納めた機械の面倒を見ます」と申し上げると、先方か

らは「それが一番大切だよ」という返答が返ってくる。このような顧実の反忚に接する

とメンテナンスをしっかりやらなければならないと改めて感じる。 

 さらに、部品加工に関しても、図面が示された段階から寸法や形状の変更等の提案を

行うようにして当社としての付加価値を出すようにしている。 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するアドバイスは？ 

Ａ：最近よくこれから中国に進出したいという方からの相談を受けるが、中には中国の経

済が伸びているのでなんとなく来てみたという感じの方がいる。やはり目的意識を持っ

ていないとこちらからアドバイスをするのも難しい。中国では日本と異なり地域によっ

て税金の額が異なっていたりするため、何をしたいのかによって工場の立地場所も変わ

ってくる。大手企業は何度もこちらへ来て市場調査を行うことができるのに対し、中小

企業にはなかなかそこまでする余力がないことはよく分かるが、具体的な構想がないと

話が前に進んでいかない。 

 

Ｑ：中国市場の可能性をどのように見ているか？ 

Ａ：自動車関連業界はまだ伸びると思う。生産拠点がだんだん内陸に入って行く動きが加

速して行くのではないかと見ている。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 2 日） 
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上海福井クラフト 

 

会社名：上海福井克莱福特工藝品有限公司 

所在地：上海市嘉定区馬陸鎮双単路 418号 

設立年：1993年 

資本金：32万ドル 

従業員数：52人 

主な事業内容：業務用漆器や食器の製造・

販売、輸出入 

日本親会社：株式会社福井クラフト（福井

県） 

インタビュー対応者：総経理 黒田正俊氏 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：日本の福井クラフトは業務用の盆、椀、

箸等の漆器や食器など総計約 3 万 8 千

点の商品を日本全国に販売しており、

多品種尐量生産を特色としている。売

れる物で年間 50万個～100万個の生産、

売れない物は年間 1 個～3 個、平均で

70 個～100 個の生産である。あまり流

行がないのが特色であり、他業種に比

べ景気の良し悪しにより極端に売上げ

が上下しない。 

 1991 年頃、いずれ中国市場は大きくなると予想される上、中国人は教育水準も高く勤

勉なので、中国にお椀を塗る工場を作りたいと社長が考えて、杭州、上海、寧波等に出

張で視察に来ていた。その結果、1992 年、上海の国有のプラスチック工場と合弁会社を

設立し、上海市内のビルの 1 フロアを借りて業務を開始したが、3 か月後に相手方の工

場長が代わり、合弁契約内容を見直したいと言われたので、間もなく合弁契約を解消し

た。 

 その後、1993 年に上海の南翔鎮の某プラスチック工場と合作で資本金 32 万ドルの新

工場を設立した。当時は独資での進出がまだ認められていなかったため、外資誘致に熱

心だった南翔鎮側との形だけでの合作で实質的には日本側の子会社であった。当時は日

本から金型や原料を輸入し、こちらで成形し表面を磨きそれを日本に戻すということを

行っていた。その後、2000 年に独資化した。これは、その 2 年くらい前からいずれ会社

に利益が計上されるようになった場合には中方と問題が生じるかもしれないと考えたた
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め、徐々に準備を進め相手方の理解を得て円満に合作を解消したものだった。 

 

Ｑ：経営は順調だったのか？ 

Ａ：私は 1995 年に着任した。もともと海外で仕事をしたいと思っていて、社内で手を挙げ

たら認められた。着任してまず驚いたのは、作れば作るほど赤字が膨らんでいたという

ことである。資本金も 6,100 ドルしか残っておらず、親会社に 1,500 万円の借金もあっ

た。当時中小企業で当社のような形態の会社は上海に尐なくどうすればよいか悩んだ。

売上げを立てなくては従業員の給料も支払えない。当時親会社からの発注金額は 2,000

万円程度しかなかったが、7,000 万円の売上げがないと収支がプラスにならない計算だ

った。そこで、工員を増やして、親会社からの発注の有無にかかわらず、中国国内で探

し出した物を調達し、それを二次加工して親会社にバンバン売った。ようやく 1997 年

には 7,700 万円の売上げになった。しかし、翌年さすがに親会社から要らないものばか

り送り付けるなと輸出を削減するように言われた。このため、1998 年には親会社向けの

販売は 1,200 万円にまで落ち込んだ。 

 

Ｑ：国内販売はどのようにして取り組んできたのか？ 

Ａ：1996 年の後半から国内販売を始めた。この会社が生き残るためにはどうしたらよいだ

ろうと考え、やれることは何でもしようという思いだった。当時、日本からサンプルを

仕入れ、大きな鞄に当社工場の製品とともに詰め込み、ホテル、日本料理店等を歩き回

った。当時は上海の瑞金ビルに JAL や銀行の駐在員事務所があり、その周辺に日本料理

店が 10 軒程度しかなかった。また、ポートマンの米系ホテルをアポイントメントなしで

訪れ、唯一人日本語ができるという日本料理の総料理長と会わせてもらい、その後の商

談につなげることも行った。ともかく大きなビルのホテルはすべて訪ね、飛び込みの営

業活動を行った。さらに、1996 年から上海のホテル・レストラン展示会にも毎年出展を

始め、尐しずつ顧実を集めた。今でも忘れもしないが、1996 年の国内販売の売上高はた

った 138 万円に過ぎなかった。 

 

Ｑ：会社の存続すら危うかったのではないか？ 

Ａ：今振り返ってみても会社がなくならかったのが不思議である。運もあった。会社をど

う存続させるか、親会社も私も特効薬が見付けられない状態だったが、1998 年半ばに毎

月の損失額が底を打った。私はあと 1 年経ったら黒字になる、会社を潰すにも中国では

カネがかかると親会社に主張した。その後、これも忘れもしない 1999 年 7 月から単月

でプラスの決算となり、その後も黒字を出し続けた。今でも国内販売について自社で尐

しずつ開拓してきたことはよかったと思っている。他社と販売提携する方法を取らなか

ったため進展の速度は遅かったが、そこから得られた強み（顧実情報、販売ノウハウ、

人材等）を活かして現在に至っている。2008 年には累積損失を解消した。当社の従業員
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の給与は他と比べて決して高くはないが、これまで 1 日も遅配はない。他社への支払い

を遅らせてでも給与を払ってきた。これは決してよい方法ではないが、当社の財産は何

といっても人である。 

 

Ｑ：国内販売は順調だったのか？ 

Ａ：ホテルの日本料理店の責任者は日本料理店同士の横の情報のつながりもある。このた

め、2 年～3 年取引先の開拓を行っていたら、だんだんと顧実の方から問い合わせが来る

ようになった。また、最近では中華料理店でも刺身、寿司等の日本料理を出すようにな

ってきており、そうなると食器が必要になる。2000 年からの推移を見ると、SARS の影

響で一時的落ち込みもあったが、年率 15％増で国内販売が増えている。会社の総売上げ

約 3 億円のうち約 70％は国内販売が占めている。顧実は、2000 年頃からは一般の日本

料理店も増えてきたが、やはり資本力の大きいホテルのウエイトが大きい。当社の取引

先の約 70％はホテルであり、残り約 30％が日本料理店、中華料理店等の独立の料理店

である。経営の主導権を握っているという観点で分類すれば、約 90％以上が非日系企業

向けである。 

 

Ｑ：中国人の営業スタッフはどのように育成しているのか？ 

Ａ：最初の 1 年間はすべて自分が営業活動を行ったが、この中国で外国人が走り回っても

やはり中国人の営業には適わない。それから一人、また一人と現地スタッフを雇うよう

になった。こちらから営業に出向きお願いしても、相手方にニーズがないと契約を取る

のはなかなか難しいので、相手方からの問い合わせに対しきちんと対忚することに重点

を置いている。仮に最初弁当箱 10 個の取引であっても、相手の信頼が得られれば、その

後の取引が拡大していくものである。 

また、2000 年からは、新規契約を取り代金回収まで行ったら、その営業員の翌月の給

与に集金額の一定割合を上乗せするという制度を導入した。この前ロシアへの大きな輸

出案件を取ってきた営業員などは代金回収月の翌月の給与の額が私の給与を上回るほど

になった。私はいつもこの会社の管理システムが米国や欧州など他の国に行っても通用

するようにしたいと心掛けている。この成功報酬制度についてもいろいろな人から話を

聞いて、会社の利益を公平に分配するためにはこれを導入しなければならないと決心し

た。ただし、すべてが实績給ではない。勤続年数、实績、基本給等を総合的に考慮して

給与を決めている。工場社員も営業担当もいるので、それぞれの職種に合った給与制度

が必要になる。 

 

Ｑ：上海以外の地域にも販売しているのか？ 

Ａ：販売先は上海が約 50％、それ以外が約 50％だ。中国では今各地で都市開発が行われて

いるが、どこも上海を見本としている。いわば上海のコピーが広がっている。このため、
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上海できちんと顧実をつかんでおけば、新たにホテル等を作ろうとする地方都市にも顧

実が広がってくる。上海のある有力なホテルの系列ホテルが地方都市に進出する際、上

海のホテルと同じ内容の発注書を送って来たので驚いたことがある。上海は競争が激し

いので、地方都市から進出した方がよいという意見もあるが、私はその戦略は間違って

いると思う。上海での激戦に勝ち抜くことこそが重要である。上海は不動産の賃料も高

いので大きく儲けることは容易ではないが、この地で収支トントンでも続けることがで

きれば、他の地域で勝つことは難しくないと考える。これは私もここで自ら経営してみ

るまでは分からなかったことである。 

 

Ｑ：売掛金回収の問題はないのか？ 

Ａ：当社は 1 件の契約当たりの取引金額は小さいが、それをコツコツとやってきたことが

強みである。カネがあるのに払わないようなところとは直接は取引をせず、問屋を介す

ことにしている。实際、売掛金はほぼすべて回収している。相手方はカネを払わないと

は言わず、カネの支払いを引き延ばすことが多い。このため、営業員が粘り強く資金回

収を行うことが重要となる。営業員に資金回収を粘り強く行わせるためには、会社のト

ップである私が社員から信頼され、好きだと思われるようにしなくてはならない。ここ

で「好き」というのは仕事のやり方やものの考え方に同感するという意味である。命令

や業務指示書だけでは人の核心部分は動かない。 

何においても、中国は日本と文化や社会が異なるので中国人の思考回路とはどのよう

なものか悩んで考え抜くことが重要である。中国人には国家は自分を守ってくれない、

自分の身は自分で守ろうという意識が強い。このため、親族や友人といった人的結び付

きがとても強く、商売上のモラルを尊重しない傾向が強い。そこで、まず社員から社長

は自分のことを守ってくれると思われるようにならなければならない。例えば、営業員

が取引先の担当者と口喧嘩をしてしまったことがある。その場合、我々は納入者なのだ

からこちらが実との間では一歩下がらなくてはならないとその営業員に諭しつつ、取引

先担当者のメンツを保つため、その営業員を一旦担当から外す。しかしその者が間違っ

ていなければ何の処罰もない。仮にそれにより契約が取れなくても構わない。そうすれ

ば、周りの社員は社長は自分たちを守ってくれると思うようになる。 

また、当社では上海人以外のよそ者を意味する上海語「シャオニン」を社内で 1 回言

ったら罰金 100 元、3 回言ったら厳罰ということにしている。これは私が独断で決めた

ルールだ。上海人以外の社員を蔑むことは正義に適わない。私が赴任してからの 2 年～3

年の間、私の目の前でわざと「シャオニン」と 3 回発言した者 2 人を实際厳罰にした。

訴訟を起こされ、会社側が負け、補償金を支払う羽目になったが、それは大した痛みで

はない。まず社内がまとまらないと社外との競争に打ち勝つことはできない。今では社

員も私が本気だと分かったので、「シャオニン」と言う者は一人もいなくなった。例えば

日本人が白人の外国人を見てもどの国の出身者か分からない。イギリス人が日本人と中
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国人を見ても普通区別はつかないし、ましてや同じ国の中の出身地の違いなど分かるは

ずもない。出身地で人を区別するなんてとんでもない話である。 

 

Ｑ：御苦労も多かったと思うが振り返ってみてどう感じるか？ 

Ａ：ここはおもしろい。経済も伸びているし、社員の着る朋も変わり、今では車を買うよ

うになってきている。1999 年の APEC 会議開催の頃から街を歩いている人の表情が急

に変わったと感じた。ニコニコ笑ったり、楽しそうに会話したりする人がその 2 か月～3

か月で急に増えた。やはり自信を持ち未来が見えるようになってきたのだろう。ここは

日本とも制度が異なるので不自由な面はあるが、今では社員との信頼関係もできてきた。

親会社との関係での経営の自由度も大きいのでおもしろい。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：私はもともと国連職員になるのが夢だったので、今でも他の国で働いてみたいという

思いが強い。当社をもっと大きくして、社員の生活もよりよくした上で、いつかこの会

社の海外支店を作り、そこで働いてみたい。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 1 月 21 日） 
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上海堀場貿易 

 

会社名：堀場貿易(上海)有限公司 

所在地：上海市南京西路 1468号 

設立年：2004年 

資本金：280万ドル 

従業員数：約 165人 

主な事業内容：自動車の排ガス等の分析機

器、水質、大気等の環境測定

機器、医療用血球計数装置、

半導体製造工程関連機器、研

究開発用分析機器等の輸入・販売・サービス提供 

日本親会社：株式会社堀場製作所7（京都府） 

インタビュー対応者：総経理 西分英行氏 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：堀場製作所の中国現地事業について

は、1995 年に北京に駐在員事務所を設

立したのが皮切りで、2002 年には中国

の WTO 加盟も睨んで上海に生産会社

（堀場儀器(上海)有限公司）を設立。

ただ、輸入販売までその生産会社に一

体化することは制度上難しかったの

で、2004 年に当社を設立して、輸入

品・現地生産品の販売とサービス提供

を行っている。現在、上海、北京、広州、武漢、重慶、深圳、瀋陽等の 8 か所に営業・

サービス拠点がある。 

 

Ｑ：最近の経営状況は？ 

Ａ：一昨年は世界金融危機の影響で停滞したが、それ以外は毎年右肩上がりで伸びている。 

 

Ｑ：非日系企業向け販売の割合はどの程度か？ 

Ａ：物によって異なる。環境関連、医療関連、半導体関連の製品については、その約 8 割

以上は非日系企業向けに販売している。ただ、全体の販売額で平均すれば約 7 割程度に

                                                   
7 中小企業ではない。 
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なるのではないかと思う。 

 

Ｑ：非日系企業の販売先をどのように開拓してきたのか？ 

Ａ：当社の分析機器は世界で販売されており、分野によってはトップシェアの製品がある。

このため既にブランド力があるため、顧実の方からの引き合いが多いが、より拡販する

ために、各地の商習慣を理解している代理店販売網の構築に注力している。 

 

Ｑ：代理店網の構築に当たって気を付けていることは？ 

Ａ：顧実ニーズの情報を確实にキャッチするために、すべて代理店任せにするのではなく、

自らも顧実訪問に同行しコミュニケーションの面でも 3 者間の緊密な関係を築くように

している。 

 

Ｑ：技術サービスにも力を入れているのか？ 

Ａ：当然力を入れている。技術サービス員の方が営業員よりも多い体制をとっている。武

漢、重慶等には、技術サービス員が顧実サポートをメインに常駐している。 

 

Ｑ：競合の中資メーカーをどのように見ているか？ 

Ａ：以前はコピーまがいの製品もあり、技術的にも問題があったが、年々技術レベルが向

上しており、かつ、そのスピードはものすごく速い。価格面でも 3 割～4 割程度安い。

最初はコピー製品ばかり作っていたメーカーが自主ブランドとして認知されるようにな

ってきている。中国の顧実は、分析機器についても良い物を要求するが、同時に価格要

求は厳しい。その中にあって、HORIBA 製品の最先端の性能と高品質を世界で認められ

ている实績をアピールしている。 

 

Ｑ：上海工場の製品はコスト競争力があるのではないか？ 

Ａ：HORIBA のグローバル展開は“現地のニーズには現地で対忚”を基本としている。中

国においても同じ方針の下に日本から輸入した部品を使って組み立てているので、もと

もとコスト削減を目的に現地生産しているのではない。とはいえ、将来的には国内での

部品調達率を上げて生産コストを下げることが競争力の面での課題である。 

 

Ｑ：市場のマスの部分を狙っていくという戦略なのか？ 

Ａ：当社はもともとマスには販売しておらず、特定の顧実に対して高付加価値な製品を販

売している。創業以来 HORIBA の特徴である独自性のあるユニークな製品を中国でも

出して行かなくてはならないと考えている。堀場製作所の社是は「おもしろおかしく」

であり、研究開発型企業として自由な発想に基づいて新しい物を世の中に出していこう

という考えがその根底にある。いずれ中国においても開発・エンジニア部門を設けるこ
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とにより、「おもしろおかしく」を实践していきたい。 

 

Ｑ：会社の管理はグローバルなやり方を適用しているのか？ 

Ａ：社内には様々な国籍の者がおり、また、欧米とのコミュニケーションが必要というこ

とで、社内の公用語は英語、「人財」（HORIBA では従業員は会社の貴重な財産という考

えからこのように表記している。）管理は、HORIBA グループのグローバルな考え方を

ベースに中国現地でアレンジして、個々人の生産性を重視する仕組みにしている。設立

当初は日本語ができる現地人財を優先的に採用していたが、5 年～6 年前からは英語採用

に切り替えた。ただ、英語ができる人財は欧米系企業との獲得競争になる。欧米系企業

の短期主義的な給与制度や報酬との比較論となり、当社に優秀な人財を引き留めるのに

苦慮するという側面もある。 

 

Ｑ：技術サービス員に日本人もいるのか？ 

Ａ：現在 2 人の日本人サービスエンジニアが駐在している。一方、以前は、顧実にも英語

や日本語が話せる人が多かったが、今は顧実オペレーターが中国語のみ話す場合も多く、

技術サポートも含めてサービスは中国人中心に行っている。 

 

Ｑ：社内のコミュニケーションを円滑にするために工夫している点は？ 

Ａ：HORIBA グループでは、親会社が京都で創業以来コミュニケーションを大切にする企

業文化がある。当社も親会社の文化を引き継いでいるので、誕生会など宴会やイベント

が多く、内部でのコミュニケーションの機会を多く作っている。社是に見られる企業哲

学を含めて、これらも理由の一つになっているのかもしれないが、社員の定着率は比較

的よい方だと思う。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：開発機能が必要と考えている。まずは、中国市場向けのアプリケーション開発に力を

入れて、中国の顧実に喜ばれるような製品やサービスを提供していきたい。また、ある

程度市場シェアの拡大を狙っていきたい。本年 2 月には、量産タイプの流体制御機器市

場に参入するため、HORIBA グループとしては初めて地元企業と合弁で北京に新会社

「北京ホリバメトロン社」を設立した。ボリュームゾーンを狙ってスピード感を持って

対忚するには現地企業と組むことも重要だと考えている。 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するメッセージがあれば？ 

Ａ：中国に進出するのであれば、言葉の問題、地域による商慣習の違いや頻繁に変更され

る法律などに加えて、全体的に変化のスピードがかなり速いので信頼できるよい現地パ

ートナーからのアドバイスが必要だと思う。そして、互いに WIN-WIN の関係を築き、
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中国、日本が共に成長できるように頑張っていただきたい。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 23 日） 
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蘇州同和 

 

会社名：蘇州同和資源総合利用有限公司 

所在地：江蘇省蘇州市蘇州新区三聯街 28号 

設立年：2003年 

資本金：1,320万ドル 

従業員数：約 70人 

主な事業内容：電子廃棄物の湿式処理、乾式

処理、家電リサイクル 

日本親会社：DOWA エコシステム株式会社8

（90％） 

インタビュー対応者：董事長・総経理 高山幸彦氏 

 

Ｑ：貴社設立の経緯は？ 

Ａ：8 年前に中国でリサイクル事業を行お

うとして調査を行った。その際、蘇州

市は日系の電子・電気関係の部品・材

料メーカーが多く集積していること、

蘇州市及び新区の環保局の方々が環境

事業を勉強しており、その理解が得ら

れやすかったこと等からここに会社を

設立した。出資比率は DOWA エコシス

テムが 90％、蘇州高新区の管理会社が

10％である。このように政府関係会社

の出資を得た理由は、当社の事業は環境事業なので政府の許認可が得られないと实施で

きないこと、政府側に営業活動にも貢献してもらえると考えたことによるものである。 

 2004 年に湿式処理施設（剥離・電解・王水溶解）、2005 年に乾式処理施設（高熱焼却）

がそれぞれ稼働し、2005 年には日系企業としては初めて危険廃棄物処理の営業許可証を

江蘇省環保局から得るとともに、蘇州市からシアン等を扱うことのできる化学危険物営

業許可を取得した。家電リサイクルについては、2009 年に高新区第 1 号の認可を取得し、

同年 9 月から实際の業務を開始している。 

  

Ｑ：貴社の強みは？ 

Ａ：日系企業では唯一危険廃棄物処理の営業許可を取得しているため、当社自身が責任を

                                                   
8 中小企業ではない。 
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持って処理することができる。 

また、スクラップの価値は顧実との交渉により真値が決められるが、当社の場合その

確かさが評価されている。地場の処理会社はスクラップを低めの価格で即金で買い取る

のに対し、当社は实際に処理して回収した貴金属等の有価物の量・価値を評価・分析し、

その結果を文書にして顧実に示した後に代金を支払うことにしている。顧実から見れば、

価値のあるスクラップを当社に一旦預ける形になるので、その前提として当社のことを

信頼していただいている訳である。 

さらに、乾式のロータリーキルン自体はローカル企業も保有しているが、当社の場合、

粉砕した電子基板等を一時焼却した後にその過程で発生したダイオキシンを高熱で二次

焼却しその発生を抑制し、かつ、ハロゲン化合物をバグフィルターで中和する等の処理

を行っている。このため、コンプライアンスを重視する日系企業からは評価されている。

このような処理には相当の設備投資が必要であるため、当社の処理費はローカル企業に

比べればどうしても相対的に高くなってしまうが、日系企業には理解を示してくれると

ころが多い。逆に言えば、日系企業以外の会社にはなかなか理解を示してもらえない。 

 家電リサイクルについても、当社は冷蔵庫の中にあるフロンやウレタンを乾式処理設

備を使って自社で適正処理することができる。他社はそのような設備を持っていないた

め外注先に出して処理しているようだ。 

 当社は、排ガスの成分は定期的に監視し、データの記録・保管を行っており、24 時間

常に政府の環保局に送っている。排水については、自社の乾式のキルンで焼却処理して

おり、外部には全く出していない。 

 

Ｑ：非日系企業向け販売の割合はどの程度か？ 

Ａ：当社が回収した有価物については、スクラップを買い取った場合には、すべて複数の

中資企業に販売しているため、この場合には非日系企業向け販売は 100％となる。一方

で、スクラップを預かり回収した有価物を顧実に返却する場合もあり、このような場合

には委託処理料を日系若しくは非日系企業から得ることになる。いずれの場合であって

も、スクラップの入手先に着目すれば、電子部品等のスクラップについては約 5 割が非

日系企業であり、家電リサイクルについては家電量販店等すべて非日系企業である。 

 

Ｑ：非日系企業からスクラップを買い取ることができている要因は？ 

Ａ：やはり当社が適正処理を行い、信頼できる会社だと周辺から評価されていることが大

きい。昨年春にはある大きな台湾系のメーカーがそれまでローカルの処理会社と取引を

行っていたが、サンプリングと分析値に関してトラブルがあり、当社と取引をするよう

になった。一方で、別の台湾系メーカーの例では、価格の条件及びその要求頻度が厳し

くて当社が撤退せざるを得ないということもあった。 
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Ｑ：今年 1 月から家電リサイクル法が施行されたが、どうか？ 

Ａ：当社は家電リサイクル法施行の前から廃家電の処理を始めていたが、一時期は工場に

溢れるほど廃家電が集まり、処理システムを構築するのに夜も眠れないほど苦労した。

その後、法施行に合わせ、今年 1 月から新工場で日本の先進的技術を入れた家電リサイ

クル用の設備を稼働させた。これにより年間 120 万台の処理能力を持つことができ、今

ではもっと廃家電を集めたいという状況だ。 

一方で、法律は施行されたものの、細則が公布されていない。日本では家電を廃棄す

る一般消費者が処理費用を支払っているが、こちらでは処理業者が量販店等から廃家電

を買い取るという仕組みになっている。処理業者の量販店等からの買取価格は本来的に

は交渉で決められることになっているが、实際上は行政指導によって統一的に決められ

ている。また、制度上処理業者には家電メーカーが拠出する基金から補助金が給付され

ることになっているが、細則が発布されていないため、補助金を受け取ることができな

いでいる。このため、家電リサイクルに係る設備投資の償却費をどう賄えばよいのか頭

を悩ませている。もっと廃家電を集めて設備の稼働率を上げたいのだが、買取価格が高

いので厳しい状況である。 

 当社としては、エネルギー消費効率のよい家電への買換えを促進する以旧換新制度の

継続を政府に働き掛けるとともに、新会社での廃家電処理が適正に行われているという

ことを行政関係者等に積極的に広報することにより、リサイクル意識の向上を図るよう

努めている。中国の場合、一般消費者にとってはリユース業者の方が高い価格で廃家電

を買い取ってくれるのでそちらに引き渡す誘因が働く。リユース業者は電子基板等再利

用できる物だけを抜き取り、残りは適正に処理しておらず、結果的には環境汚染につな

がっているおそれが多い。また、電子電気廃棄物（都市鉱山）から資源をリサイクルす

ることは、鉱石から資源を取り出すことに比べはるかに CO2ガスの発生負荷が小さいと

いうことも積極的に説明している。 

 

Ｑ：設備の稼働率を高めるのが課題の一つということか？ 

Ａ：そうだ。現在はおおむね約 50％の稼働率しかない。北京、青島等からもスクラップを

買い取っているが、地方政府には地元の廃棄物処理業者を育成したいとの意向も強いよ

うであり、越境移動の認可を得ることは容易ではない。また、当社の場合、廃棄物処理

炉でなくリサイクル炉としての許可しか得られていないため、有価で廃棄物を買い取ら

なければならないというハンデキャップもある。廃棄物の買入量を直ちに増やすことは

難しいので、当面は廃家電を解体したプラスチック等の素材をさらに細かく分類して、

できるだけ高い価格で販売できるよう工夫している。 

 

Ｑ：中国における環境産業の発展のためには環境規制をより強化すべきという意見がある

が、この点についてどう考えるか？ 
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Ａ：地方政府を含め政府当局はきちんと規制をしていこうという考え方を持っている。不

適正な処理業者は淘汰されていく傾向にある。家電リサイクル事業も許認可のハードル

が以前よりも高くなっており、小規模な事業者では参入は難しい。このように環境規制

の流れは厳しくなっている。ただし、廃家電を出すのは一般消費者であるが、彼らがリ

サイクルの重要性を認識するようになるにはあと5年～10年は要するのではないかと思

う。先ほど申し上げたようにリユース業者に出す方がカネになるので、そちらに出して

しまう。当方に持ち込まれる廃冷蔵庫のコンプレッサーのうち約 2 割は銅線が抜き取ら

れ、代わりに石が入れられている。当社にとっては収入源の銅が入っておらず、しかも

石の入った物を購入しなければならないということで二重の被害を受ける。一般消費者

が行っているのか、間に介在している業者が行っているのか分からないが、このような

ところが変わっていって欲しいと思う。 

 

Ｑ：事業活動に当たって困っている点は？ 

Ａ：この点については、よく人から訊かれるので私は「かきくけこ」と答えている。 

 まず、「か」は管理が苦手ということである。中国人は、人、物、カネ、セキュリティ

等を管理することまたは管理されることが苦手だと感じる。 

 「き」は行政が中心ということである。行政からの指導に対忚していくことが重要で

あり、時には民間企業の自由度がほとんどないこともある。例えば、今日これから 200

人で見学に行くのでよろしくなどと政府担当者から言われることもある。 

 「く」は中国語の「メイグワンシー（没関係）」は本来大丈夫という意味のはずだが、

实際大丈夫でないときに口に出る言葉であるということである。「メイグワンシー」と答

えているうちに時間が過ぎ、ギリギリになってやっと動き出すということが多い。 

 「け」は計画することが苦手ということである。PDCA サイクルのうち、Plan（計画）

を行う経験が乏しい。直前の Do（实行）はあるが、P ができないので PDCA サイクル

を回すのが難しい。 

 「こ」は根拠が不明瞭なことが多いということである。根拠は何かと問い詰めてみて

も、ある人がこう言っているから大丈夫という答えが返ってきて、それで实際に物事が

問題なく進んだりすることもある。人脈が重要ということなのだろう。 

 このようなマイナス面もあるが、何でも OK と前向きに解釈すれば、ビジネスの面で

はおもしろい。中国は発展しているのでビジネスチャンスは多い。 

 

Ｑ：中国人営業人材の育成に当たって気を付けている点は？ 

Ａ：中国人幹部には部下を育成するという発想はあまりないので、大変苦労している。賃

金テーブルや昇進イメージを明確化させて、将来の絵が描きやすい仕組みを作ったり、

優秀な人材を日本研修に行かせたりしている。 
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Ｑ：中国各地への展開を図っているようだが、合弁方式をとっているのか？ 

Ａ：本年 3 月から工場が稼働する天津では地元の集荷会社の資本を 30％入れた。また、行

政の理解が得られる場所にこの蘇州工場モデルで進出していくことも進めており、この

度、江西省の鷹潭市に地元資本を 10％入れた会社を設立した。まずは家電リサイクルか

ら行うこととしている。この設立には私も関与したが、地元の環保局幹部の環境保護に

対する意識が高かった。家電リサイクル法の細則が出ていない中、リスクはあるものの、

DOWA グループとしては、中国での循環型社会構築に向け、中国に進出している環境リ

サイクル事業の模範会社になるべく、先行投資と考え、江西省にも新規拠点を作った。

今後も、地元政府と組むことができるような地域には新工場を設立していくことを考え

ていきたい。 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するアドバイスがあれば？ 

Ａ：第一に中国でのビジネスチャンスは大きい。中国抜きでは事業の継続はあり得ないと

いっても過言ではない。日本ではいろいろ中国のマイナス面を強調する報道もあるが、

一度現地に来て、行政関係者等に直に会ってみれば、個別には印象が随分と異なるはず

だ。 

 第二によい会社にするという目標に基づいて会社を運営すれば、従業員も分かって付

いてきてくれるはずだ。例えば当社の離職率は約 3 割と周辺の日系企業よりは低い。こ

れは、私が朝礼等を通じて中国における当社の社会的存在意義や使命を説明してきたこ

とにより、従業員にも社会に貢献しようという意識が芽生えて来ていることにもよる。

この外、子供の写真を載せた社内報を発行したり、社内旅行を家族同伴で行ったり、ス

ポーツ大会を行ったりして、会社が一つの家族という意識を浸透させるように努めてい

る。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 23 日） 
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宜興国豪 

 

会社名：宜興国豪生物環保有限公司 

所在地：江蘇省宜興市宜興環保科技工業園 

設立年：2003年 

資本金：500万ドル 

従業員数：約 150人 

主な事業内容：生ゴミ処理設備の製造・販

売 

日本親会社：エヌ・アイテクノ株式会社（大

阪府）（出資比率 25％） 

インタビュー対応者：宜豪生物環保有限公

司 総経理 金在国氏 

 

Ｑ：貴社設立の経緯は？ 

Ａ：エヌ・アイテクノはバクテリアを利用

して生ゴミを短時間で高温発酵させ処

理する技術を有しており、日本でも東

京都庁、学校等様々な所に設備を納め

ている。大体 10 ㎏のゴミを 1 日で 1

㎏～1.5 ㎏の肥料に変えることができ

る。2003 年当時、諸外国をリサーチし

た結果、中国ではゴミの総量の約 5 割

を占める生ゴミについては、一部焼却

を除きそのほとんどがそのまま埋立処分されていたが、埋立場所がだんだん不足してき

たり、汚水が発生したりして問題になりつつあった。このような中、中国政府としても

ゴミの分別処理等の対策を検討するという傾向が見えてきたので、中国にノウハウを提

供して、合弁会社を設立することにした。エヌ･アイテクノがノウハウを資本金の 25％

分出資し、残りを宜興の地元企業が 75％出資し、国豪生物環保有限公司を設立した。以

前はまだ宜昌市政府があまりサポートしてくれなかったため、日本からのノウハウを導

入しやすくするために、2008 年に日本からのノウハウを管理するための会社である宜豪

生物環保有限公司を設立し、ノウハウ管理と製造を宜豪生物環保が担当し、販売を国豪

生物環保が担当するという役割分担にした。私は国豪生物環保の役員でもある。 

 進出する際どの地域を選ぶか悩んだが、宜興には国家級の環境工業園があり、かつ、

宜興市政府が当社の技術を重視して熱烈に当社の事業をバックアップしてくれた。また、

地元に資金力や实力を持った人がいたことも大きかった。 
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Ｑ：貴社の強みは？ 

Ａ：バクテリアを使うノウハウである。中国では飲食店等のゴミの発生元でそれを処理す

るという考え方が一切なかった。一方で大量の生ゴミを埋め立てるにはコストがかかる。

このため、最初の発生源からゴミを処理するという考え方はインパクトを持って受け止

められた。当社はそのような中国の空白地帯を狙った。 

 

Ｑ：その後の事業展開は？ 

Ａ：リサーチしてみたところ、この周辺ではまだ当社の製品の展開には早いと考えられた

ことから、中央政府や北京市政府への営業から始めた。当時の北京はオリンピック開催

が決まり、政府も環境問題を重視するという傾向が見えた。 

 しかし、バクテリアを用いた高温発酵処理というのは政府にとっても初めて接する技

術であったので、技術審査に関するノウハウもなかった。このため、政府機関の認証を

得るのに 8 か月もかかった。騒音、安全面等に関して日本から呼び寄せた専門家と一緒

に審査項目、方法等から議論し説得していかなくてはならなかった。これには大変苦労

した。中国でも北京市等では事業ゴミの処理費用は有料となっているため、事業者は当

社の設備を導入するとゴミ処理に要するコストを削減できるが、やはり政府の補助制度

がないと普及しにくい。このため、政府にまず認めてもらうことが必要だった。昨年よ

うやく「餐厨ゴミ」という事業の名称が決まった。今では、北京、上海等の主要都市に

は補助制度がある。 

 

Ｑ：中央政府への営業など簡単にできるものなのか？ 

Ａ：当社の中国人董事長の人的つながりで接することができた。中国ではコネクションが

ないと商売ができない。 

 

Ｑ：その後は？ 

Ａ：2005 年には政府の認証をとることができ、人民大会堂、釣魚台等中国を代表する施設

に納入することができた。中国では实績があると信頼性が出て市場が広がる。ただ、2007

年頃までは資金面で苦労した。中央で知名度を上げようという戦略だったが、営業コス

トがかかった。当時私たちは北京で最低のホテルに住んでいた。实際、宜興市政府、地

元の銀行等の助けがなければ、自分たちの資金だけでは難しかった。また、複雑な政府

の管理機構の各部署と調整してきちんと資金を回収するのも当初は大変だった。 

転機は 2008 年の北京オリンピックだった。その前に北京市で 3 割～4 割ゴミを減らせ

という強制的な規制が始まり、その対策として当社設備の利用がぴたりと当てはまった。

このため、政府自らが大量に当社の製品を買い入れてくれた。当社とすれば、政府から

ここに納めろと指示された場所に製品を持って行くだけでよかったので、営業面ではか
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なり楽だった。2006 年は年間 30 台程度の生産台数だったが、これが 2007 年には 500

台程度にまで拡大した。 

 その後、成都、深圳、上海等中国あらゆるところから引き合いが殺到するようになっ

た。各地方都市も、北京を真似して事業ゴミの有料化を試してみようということになっ

たのだ。今あちこちのモデル事業に設備を設置しており、まさにこれから本格的に市場

が広がることが確实になっている。1 台成功するとその後何百台という発注が地方政府

から来る。そのために資金が必要なところ、宜興市政府のバックアップの下、この工場

の近くに 86 ムー（約 5.8ha）の土地を確保し今新工場を建設しているところである。 

 また、昨年から中国農業銀行と組んで、設備のレンタル事業も開始している。銀行が

我々から設備を買い取り、銀行がホテル、レストラン等に設備をレンタルし資金を回収

するという事業モデルである。 

 

Ｑ：バクテリアもこちらで生産しているのか？ 技術流出の懸念はないのか？ 

Ａ：こちらで生産しているが、その情報管理には細心の注意を払っている。当社のノウハ

ウはバクテリアという物なので比較的管理しやすい。また、当社の用いているバクテリ

アを一つ見付けるだけでも大変であるし、複数のバクテリアをゴミの性質によって組み

合わせなければならない。その組合せの技術の確立のためには膨大な实証实験等が必要

であり、機械の運転方法も含むそれら技術ノウハウの習得は容易ではなく、商品化には

時間がかかる。当社としては、競合会社が出現する前に市場を先取りしたいと考えてい

る。我々は、南京大学との共同開発により、こちらの生ゴミに適合した設備の開発も行

った。 

 

Ｑ：コスト削減努力は行っているのか？ 

Ａ：現時点では、当社に対抗できる製品は中国になく、当社が製品の価格を設定できる立

場にある。 

 

Ｑ：政府役人の接待も必要なのか？ 

Ａ：接待も当然必要だが、こちらは営業担当の董事長等がメインに行っている。現地の人

に任せることが重要だ。 

 

Ｑ：政府関係の事業では開発・設計段階から関与することが重要といわれるがどうか？ 

Ａ：そのとおりである。当社も南京大学と共同研究を行っているのみならず、これから清

華大学とも行おうとしている。中央政府の研究開発プロジェクトにも積極的に申し込ん

でいる。これは当然のことだ。橋をいろいろなところに伸ばさないといけない。 

 

Ｑ：親会社にとってはノウハウだけ提供して、地元企業と組んで製造するというビジネス
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モデルは普通なのか？ 

Ａ：エヌ・アイテクノは、日本でも設備メーカーと組んで設備を製造している。海外でも、

マレーシア、オーストラリア等に子会社があるが、いずれも日本からはノウハウだけを

提供するという手法を取っている。 

 

Ｑ：中国での環境事業の展開を考えている中小企業に対するアドバイスがあれば？ 

Ａ：まず、中国の事情が分からないと無理である。現地事情が分かり、かつ、信頼できる

人がきちんとやらないとまずうまく行かない。これは最大のカギである。ちなみに私は

日本の大学院で博士の資格を取った後、エヌ・アイテクノに入社し、今もその役員を兼

務している。 

 こちらの市政府の力はものすごく強い。当社の場合、市政府のトップ以下から支援を

得ることができたのが大きい。上海、江蘇省、浙江省傘下の市政府の資金力はすごい。

この現在の賃貸工場も賃貸料はただである。このようにかなり支援してくれている。宜

興市は自ら有望と認めた企業についてはきちんと守ってくれる。 

 ゴミ関連事業は例えばコップを作って売るような事業とは根本的に異なる。政府の政

策とバックアップがないと進められない。政府とコネクションを構築することにより、

政府の計画等に関する情報収集能力が必要である。 

 また、こちらの政府はカネを握っている。カネがどう流れるかは政府の役人の一言で

決まる。中国でのゴミ処理事業はこれからである。最近中央政府はゴミ対策に 12 兆円の

財政を投じると発表した。中央政府と地方政府でそれを負担するのだが、この市場の可

能性は大きい。 

さらに中国政府の変わる速さ、予算を決める速さはとにかく速い。臨機忚変に対忚す

ることが重要である。そうしないとビジネスチャンスを逃してしまう。また、宠伝に力

を入れるとともに、政策を決めるまでのバックアップも必要になる。これらのことを速

いスピードで進めなければならないので、日本人では容易に対忚することができないと

思う。 

私自身、今開催中の全国人民代表大会・政治協商会議の動向にもきちんと注目してお

り、毎年環保部から公表される報告書も読んでいる。まず、中央政府の動きが分からな

いと話にならない。できれば当社のように市場の空白地帯を狙うのが望ましいだろう。 

 

Ｑ：中国各都市が北京市のように事業ゴミを有料化するという政策になると貴社製品の市

場が広がるので、やはり政策の内容が重要であるということか？ 

Ａ：そのとおりである。そういう意味では、当社の場合は営業相手先が政府である。納め

る場所は政府が決めてくれる。このため、今あちこちでモデル事業を行っている。 

 

Ｑ：上海市でもレストランから出る生ゴミは一旦処理してから下水に流すよう規制が始ま
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ると聞いたことがあるが、どうか？ 

Ａ：2008 年後半にドイツの技術を入れて生ゴミを破砕して下水に流すというモデル事業を

行ったが、下水が詰まってしまうので、今その試験はストップしている。上海市側から

の要請により、今、当社設備を上海市の環保局の食堂に納めてモデル事業を行っている。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：これからいかにうまく製造し、どのように事業を管理して行くのかという課題が大き

い。また、人材を育てることが重要だ。中国各地に設備を納めて問題が起きないように

しなければならないので、そのための管理体制も構築しなければならない。支社を作る

か、地元の会社と代理店契約をするかこれから考えなくてはならない。将来的には会社

を上場することも考えている。 

 

Ｑ：日本の環境関連企業が中国市場に参入しようとしているが、そのような日系企業と手

を組みたいという意向はあるのか？ 

Ａ：今はまだ自社のことで精一杯だが、将来的には生ゴミ以外にもプラスチック処理、金

属処理、汚水処理等を含めて一括処理できる施設を受注するためにこちらに進出した日

系企業等と一緒に組んでやりたいという気持ちはある。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 9 日） 
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蘇州リファイン 

 

会社名：蘇州瑞環化工有限公司 

所在地：江蘇省蘇州市蘇州工業園区勝浦鎮

銀勝路 86号 

設立年：2003年 

資本金：約 725万ドル 

従業員数：約 80人 

主な事業内容：溶剤のリサイクル、関連設

備の設計・販売 

日本親会社：日本リファイン株式会社9（東

京都） 

インタビュー対応者：董事長 川瀬泰人氏、董事・総経理 李基良氏 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：将来的な中国における産業の発展に

伴い、溶剤リサイクルの需要も出てく

るだろうと考え、2002 年に私と李で

中国の北から南まで沿海部を中心に

市場調査を行った。当社は工場で使用

された溶剤を回収・リサイクルし、新

品と同等若しくはそれ以上の品質の

製品として提供するという事業を行

っているため、溶剤を使用するファイ

ンケミカル産業や電子産業の集積度

の高い地域に立地することが必要になる。また、移動の便を考えて、できるだけ上海に

近い地域がよいと考えた。検討の結果、蘇州工業園区の政府関係者が環境問題にとても

明るく、一生懸命であったことが最終判断の決め手となり、ここ蘇州工業園区に工場を

設立することにした。2003 年 1 月に会社を設立し、2005 年 5 月から工場を稼働した。

（川瀬） 

 

Ｑ：会社設立に当たって政府の許認可はスムーズに得ることができたのか？ 

Ａ：实際許可をとるのは大変だった。しかし、時間をかけてじっくりと説明したら、当社

の事業の意義等を分かってもらえた。（李） 

                                                   
9 中小企業ではない。 
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Ｑ：経営状況はどうだったか？ 

Ａ：最初の 2 年間は回収液が十分に集まらず苦労した。当時中国には溶剤リサイクルとい

う業態がなかったため、化学工場等が自社で溶剤の処理設備を持っているところが多か

った。また、顧実となる日系、韓国系、欧米系のメーカーもまだ中国に進出して間もな

かったため、生産量も大きくなく、溶剤の使用量も尐なかった。（李） 

 

Ｑ：そのような時はどう対忚したのか？ 

Ａ：赤字を出すのは精神的にはきつかったので、社員一丸となって顧実を回り、品質、コ

スト等それぞれの顧実の求めるニーズを満たすことができるということを丁寧に説明す

るようにした。その中では、例えば、日本から溶剤を輸入する際には通関や管理の問題

が出てくるが、当社がリサイクルをすればそのような問題も生じないということも説明

した。（李） 

 

Ｑ：蘇州工業園区の政策も影響しているのか？ 

Ａ：蘇州工業園区当局は、園区内で発生した使用済みの溶剤は、有用な資源であり、かつ、

焼却処理をすれば CO2が大量に発生してしまうため、原則リサイクルすべきという方針

を強く打ち出している。これは日本でも行われていない、画期的な政策である。このよ

うに蘇州工業園区当局は LCA(Life Cycle Assessment)の概念をよく理解している。この

ため、園区内の大口の溶剤の需要家は、自らリサイクル設備を導入するか若しくは当社

にリサイクルを発注するかの対忚が求められている。实際、蘇州リファインが引き取っ

ている回収溶剤には蘇州工業園区の上記行政指導によるものも多く存在している。（川瀬） 

 

Ｑ：3 年目以降は好調に推移しているのか？ 

Ａ：3 年目から黒字となり、今期は対前期比約 7 割増の約 10 億円の売上げになるなど急成

長している。1 年後の予定では処理能力の約 2 倍の受注を抱える見込みであり、ここ当

分は設備能力が足りない状態である。（李） 

 

Ｑ：非日系企業向け取引額はどの程度か？ 

Ａ：日系企業が約 33％で、その残りが非日系企業との取引である。（川瀬） 

 

Ｑ：どのような地域から溶剤を回収しているのか？ 

Ａ：主に江蘇省、上海市、浙江省である。以前は北京市からも引き取っていたが、年々移

動許可がとりづらくなってきている。（李） 

 

Ｑ：設備は自社で製造しているのか？ 
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Ａ：回収装置の設計・販売は行っているが、实際の設備製造は中資メーカーに外注してい

る。中資メーカーの技術レベルも向上している。（李） 

 

Ｑ：技術流出の問題はないのか？ 

Ａ：特にない。顧実の使っている溶剤とその組成がそれぞれ異なっているため、各種各様

に対忚したリサイクルプロセスが必要となる。一般的にオーダーメードの対忚が困難な

ため、他社は模倣しにくいのだと思う。（李） 

 

Ｑ：それだけの需要があるのであれば、会社をもっと大きくしてもよいのでは？ 

Ａ：近くこの工場の敶地内に設備増設を行う予定である。本当はもっと早く設備増強した

かったが、かつては日本の親会社の理解が得られなかった。当社の内部管理よりも、親

会社との調整の方がいろいろと苦労が多い。（李） 

 

Ｑ：川瀬董事長は親会社の社長でもあられるが？ 

Ａ：私は中国訪問の機会が多く、現場の伸びを肌で感じ、総経理の意見に賛同し協力もし

たが、総経理及び副総経理もあと尐し本社への報告に関して自信と努力が足りなかった

のではないかと考えている。（川瀬） 

 

Ｑ：今後の中国市場をどのように見ているか？ 

Ａ：これからも伸びることは確实だ。外資の工場もさらに進出してくるだろう。また、こ

こだけでなく他の地域でもニーズはあるので、将来的には横の展開をしていきたいと考

えている。ただ、当面は特にこの地域の需要増が予想されるので、重点的に伸ばしたい。

（川瀬） 

 

Ｑ：中国政府は環境保護の観点から化学工場の進出を歓迎しない傾向にあるが？ 

Ａ：实際に化学物質管理上のリスクから、これらを大量に扱う化学工場は当地において歓

迎されなくなって来ていることが感じられる。当社は溶剤を大気に出さずに回収し、精

製して資源循環を行う企業ということで理解はされているが、将来的にはどのように判

断されるか分からない面はある。（川瀬） 

 

Ｑ：溶剤リサイクルの社会的意義は理解してもらえそうか？ 

Ａ：溶剤を燃焼処理することに比べ、リサイクルをすれば CO2 の発生を 1/5 程度に抑える

ことができる上、資源の有効利用という観点からもリサイクルすべきである。かつて中

国の市場調査を行っていた際にリチウムイオン 2 次電池の製造工程において使用される

NMP という溶剤の回収プロセスを思い付いた。实際、当社の NMP 再生品は新品よりも

不純物が尐なく、コストも 1/2 程度で済む。焼却処理に比べ CO2を約 94％削減すること
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ができる。既に日本や中国のリチウムイオン 2 次電池メーカーでは当社の再生 NMP の

利用が始まっている。電気自動車の普及に伴い NMP の需要量は今後中国の方が日本よ

りも伸びると予想されることから、そのリサイクルのニーズもより高まることは確实で

ある。 

 また、液晶パネル製造工程における溶剤についても、今後の中国での液晶パネル生産

量の増大に伴い、当社工場における精製リサイクルやオンサイト型の装置によるリサイ

クルに対する需要が増大すると予想される。 

 中国は環境保護に関する法律が整備されつつある段階であるが、蘇州工業園区のよう

に法律がまだなくても環境保護のための行政指導を積極的に行い、よりよい循環型社会

を創り上げようと活動する姿勢には見習うべき点が多いと感じる。（川瀬） 

 

Ｑ：資金回収の問題はないか？ 

Ａ：今のところ、全く問題は出ていない。（李） 

 

Ｑ：会社の内部管理に当たって気を付けていることは？ 

Ａ：透明なルールを作ることが最も重要である。そうすれば、何か問題が生じても、その

ルールに基づいて解決することにより、皆に納得してもらうことができる。設立当初は

日本の人事管理ルールを適用していたが、やはり合わないところが出てきた。例えば、

夜勤手当を基本給に一定割合を乗じて算出すると、一緒に夜勤をしたのに基本給の高い

者の金額が高くなってしまう。尐ない者から不満の声が出たので、オープンに話し合っ

た末、夜勤代は基本給に関係なく一定額を支給するようなルールに改めた。また、会社

に必要な従業員については、ポジションを上げると同時に給与も引き上げている。例え

ば、当社の課長クラスは入社時の約 3 倍の給与額となっている。これは勤続年数に忚じ

て手厚い退職金を支払うという賃金慣行が中国にはないという背景もある。 

 いずれにせよ、社員とコミュニケーションをとることが最も重要である。当社の場合、

楽しんで仕事をし、社会に貢献するという意識を社員間で共有できており、一部のワー

カー以外は会社を辞める者はいない。（李） 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するアドバイスがあれば？ 

Ａ：李氏のような現地会社を任せられる人材を見付けることだ。彼は瀋陽化工研究院で研

究生活を送った後、日本に留学して博士号を取り、その後、日本リファインに研究部門

の責任者として就職した。日本ではまだ 6 年しか勤めていなかった彼を蘇州リファイン

の設立・経営の責任者とした。李氏は研究開発能力のみならず、将来的にリーダーにな

れる能力もあると感じていたので、私としては彼を信頼し任せることに決め、彼もその

期待に忚えてくれている。（川瀬） 
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Ｑ：日本の企業はどのようにしたら李氏のような人材に出会えると考えるか？ 

Ａ：同志、仲間としての付き合いができないと出会ったとしても気付かないうちに逃げて

しまう。日本人が上だという考えを捨てることである。中国のためになる事業を行って、

現地の人たちを豊かにするためのサービス、ものづくりをしないと中国の人は協力して

くれない。それと、自分たちだけが儲かろうというビジネスモデルは政府の協力が得ら

れないので、永続性がない。また、大事なことは日本を持ち込まないことだ。中国に来

たのなら、中国の文化、風習を理解し、企業もそれに合わせる努力をすることが必要で

ある。（川瀬） 

政府関係者にすぐ議事録へのサインを求めることも、裏を返せば相手の言うことが信

用できないということを表現するようなものであり、止めた方がよい。権利を主張する

ことはこちらでは受け入れられない。相手の立場を考えながら、一緒になって解決の方

法を探るようにした方がよい。そうしないと周りの協力は得られない。（李） 

 

Ｑ：李総経理はこちらで研究開発部門を指導したいのではないか？ 

Ａ：今は本業が非常に大切な時期にあるので本業に集中したい。ただ、当社にはまだ開発

部門しかないので、いずれ研究部門も設立して、中国のニーズに即した設備やリサイク

ルプロセスの研究開発を行いたいという希望はある。（李） 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 4 月 20 日） 
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武漢高沢産業 

 

会社名：武漢高澤環保技術工程有限公司 

所在地：湖北省武漢市江漢区新華路 186

号福星国際商会大厦 

設立時期：2006年 

資本金：150万ドル 

従業員数：約 20人 

主な事業内容：小型汚水処理設備の製造・

販売、汚水処理施設の設

計・施工 

日本親会社：高沢産業株式会社（長野県） 

インタビュー対応者：総経理 内田淳氏 

 

Ｑ．会社設立の経緯は？ 

Ａ．当社は 2006 年の設立当時日本の親

会社の鉄鋼事業所の延長として、武

漢鋼鉄等を相手に鉄鋼事業を行おう

と考えていた。しかし、中国の粗鋼

生産が想像以上に伸びており、当社

のような中小企業が中国で鉄鋼関連

の事業を行うのは難しいのが現状だ

った。また、大手企業であっても資

金の支払い条件が悪く、鉄鋼関連の

事業は継続困難だと考えた。そのような時に武漢鋼鉄からスラグ等の産業廃棄物や工業

排水の処理に当たって海外企業との連携を希望しているという話を聞いたこともあり、

武漢で環境ビジネスを展開させて欲しいという提案を親会社にした。その提案が受け入

れられ、2007 年 5 月頃から本格的に環境保護という看板を掲げて事業を行うようになっ

た。 

 

Ｑ．親会社には環境部門があるのか？ 

Ａ．親会社には環境事業部があり、廃プラ処理関連の汚水処理を行っていた。こちらで製

造している化学処理法による汚水処理装置は日本では既に一般的になっている技術であ

り、それを中国に忚用する形で販売活動を開始した。 

 

Ｑ．なぜ武漢を選んだのか？ 
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Ａ．私は元々武漢の出身であり、西安で育ち、大学の時に海外に出て日本に帰化した。そ

の後高沢産業の名古屋にある鉄鋼事業所で働いていたが、その際、中国から鉄鋼原料を

輸入する等の事業に携わっていた。港を有する工業都市という点で武漢は名古屋と似て

いるのでよいのではないかとも思い、私が武漢への進出を親会社に提案した。親会社か

ら見ると、大手企業が海外に出ていくのも厳しい状況の中、そもそも自社のような中小

企業が中国ビジネスを行うのは難しいだろうという思いがあった。まずは中国の人脈を

押さえるところから試してみようという程度の考えだった。 

 

Ｑ．なぜ小型浄化槽の市場を狙ったのか？ 

Ａ．日本は土地代が高いので相当広い処理場を必要とする生物処理では企業側のニーズに

合わない。一方、中国の汚水処理は生物処理がメインであり、化学処理はコストが高い

と見られていたが、将来的には中国でも沿海部を中心に土地使用料の上昇に伴い浄化槽

の普及率が上がってくるはずだと考えた。化学処理の技術自体は日本では既に古い技術

であり、80 年代に ODA で一部中国に移転したが、中国企業はまだそれを十分忚用して

いない状況であった。このため、日本の技術を導入した浄化槽装置を販売すれば事業拡

大の可能性があるのではないかと考えた。また将来的には、中国で作った浄化槽を日本

に輸出することも可能ではないかと思った。 

 

Ｑ．その後の事業展開は？ 

Ａ．親会社から一般的な浄化槽の技術を持って来たが、それだけでは十分でなかったので、

中国で既に水処理事業を行っているいくつかの日系企業からアドバイスも受けながら製

品を開発した。販売面では、日本からデモ機を輸入して約 2 年間中国各地の展示会を回

った。しかし、そこで日本の实情を政府や企業関係者に説明し、分析結果を見せたりし

ても、なかなか信じてもらえなかった。 

  同時に武漢市環保局等との人脈作りにも力を入れ、2008 年 11 月に武漢市環保局傘下

の武漢市環保科学研究院と提携して「中日（武漢）環保技術推進センター」を設立した。

武漢には湖が多いので、排水中のリンや窒素の処理が問題になっていた。リンは生物処

理では除去することが難しい。当社の技術的知見を提供する本プロジェクトにより、環

保科学研究院は国から約 200 万元の研究予算を獲得することができた。 

 製造に関しては、以前仕事の関係で知り合った宜昌の鉄スクラップリサイクル会社に

浄化槽装置の部品生産を委託することにした。浄化槽装置は汚水の性質を分析して、そ

の汚水に合った凝集剤を配合して最適な反忚時間や水流の設定等を行わなければならな

いので、結局はすべてオーダーメードとなってしまう。委託会社に共通的な製造技術を

会得させるため、親会社から技術者を派遣してもらい、2 年間技術指導した。水処理用

薬品については、別の中国の会社に委託生産を行うこととした。 

 2009 年 3 月になって、やっと初めての機械を納入した。これは武漢の某ドイツ系化学
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メーカーからの発注によるものであり、環境監査の際に排水基準を満たしていないこと

が判明し、武漢市環保科学研究院に技術的相談があり、当該研究院からの紹介により受

注できた案件だった。 

 

Ｑ．納入後の顧実の反忚はどのようなものだったのか？ 

Ａ．大好評で 24 時間連続運転しても品質的にも特に問題はなく、その顧実には満足しても

らった。ただ、事業拡大を図る上ではコスト的に問題があった。初期の設備投資が大き

い上、電気代、薬品代等のランニングコストがかかる。汚泥処理に要するコストもかか

るため、生物処理と比べると化学処理の方がコストが高くなってしまう。 

 また、日本的なものづくりの考え方では耐久性等の品質を重視し、かつ、工業排水か

ら生活排水まで処理できるような総合的な性能の製品にしようとするが、中国にはその

ような考え方が通用しないということも分かった。総合的な性能をよくしようとすると

その分部品を多く使うことになり、装置のコストが高くなってしまう。当社の製品価格

は中国ローカルメーカーの同じ処理能力の浄化槽装置に比べ 5 倍も高かった。 

 このため、当社では総合的な性能を追求することは止めて、顧実の各業種に対忚した

機器を製造することにより、余計なオプション機能を付けなくても済むようにした。ま

た、ニッケル鋼からクロム鋼に変えるなど使用する材料を見直してコスト削減を図った。

このように設計から材料までを見直し、高級・中級・低級と顧実のニーズに忚じた製品

の品揃えができるようにした。以前は日本と同じ性能の製品をそのまま販売しようとし

ていたが、最近は武漢周辺の顧実の意見をいろいろと聴き入れながら対忚しており手忚

えを感じている。さらに、今年のメインは医療排水、来年は農村集落排水など国の政策

ニーズに合うように営業のターゲットを絞るようにした。そのようにすれば我々もそれ

ぞれの技術を向上させるための経験を積むことができる。 

 

Ｑ．非日系企業向けの販売割合はどの程度か？ 

Ａ．100％である。 

 

Ｑ．どのような所に納めているのか？ 

Ａ．武漢市内の病院、ホテル、政府庁舎など。処理後の汚水を膜またはフィルターで再処

理して、緑化用等の循環用水として利用するような設備も納めている。武漢鋼鉄の圧延

工程から排出される乳化剤を含む汚水の処理も行っている。このような工業排水の方が

化学処理には適している。やはり实績を積むことが重要なので、武漢を中心に販路を開

拓していきたいと考えている。今年は既に病院 5 か所と農村集落排水 4 か所の排水処理

を受注することができた。 

 

Ｑ．中国の環境ビジネスの難しさは？ 
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Ａ．中国での環境ビジネスは難しい。時に政府当局や企業の環境保護に対する意識が低い

と感じることがある。外資企業に対しては規制の運用が厳しいが、内資企業に対しては

緩く、实質的に二重基準になっている面もある。中国企業には規制を守らなくても罰金

を支払って事業が続けられるなどの逃げ道がある。この前も 2 年前に機械を納めたある

病院から機械を立ち上げてくれと言われたので見に行ったら、全く使われておらず埃を

かぶっていた。とても勿体ない話だ。政府の監査があるので一日だけ動かしたいという。

せっかく納めても機械が使われないのはメーカーとしては罪悪感すら抱いてしまう。中

国においては排水処理の必要性に対する切迫感がもっと強まらないと事態の打開は難し

いと思う。 

 工業排水の例としては発注者側が排水の中身に係る情報を開示してくれないことも問

題である。中国では原材料コストを下げるために環境基準値を満たさない原料の使用が

普通であるが、たまに禁止されている物質が混入されることがある。日本では契約でど

のような物質を使っているか教えてくれないと排水の水質に関する責任は処理業者側で

なく排出者側にあると取り決めることができるが、中国ではそうではなく、結局は処理

設備業者側の責任にされてしまうことがある。 

 反日感情が強いという問題もある。特に内陸へ行くほど民営企業のトップの反日意識

が強く、日本の名前を出すだけで断られるケースも多い。そこで私はかつての中国の名

前でも名刺を作り、中国人として受け入れてもらえるように努力している。 

 

Ｑ．中国メーカーの浄化槽の価格はなぜそれほど安いのか？ 

Ａ．私にもよく分からない。一度青島のあるメーカーを訪ねたことがある。設計図を見た

が、そもそも設計がおかしい。なぜこれで排水が適切に浄化できるのか自分には理解で

きなかった。中国には技術開発に専念している会社はほとんどなく、自ら設計した物に

対して責任をとらない。彼らは設備を納めるだけで、設備の処理能力については保証し

ない。文献や他社の物を見てコピーして物を作る。コピーなので設計は間違っていなく

ても、どのように工夫すれば処理能力が上がるのかということを考えない。この点、日

本メーカーはこれまでの経験を活かして丁寧に設計する。中資企業の場合、自社の製品

を納入したにもかかわらず、排水基準が満たされなかったとしても、それは自社製品の

責任ではなく、接続されている他の設備の責任であるなどと主張して責任逃れをして、

それがまかり通ってしまっている。このように民間事業者は利益確保のため処理能力が

十分でない機器を売って誤魔化そうとするので、環境規制に係る罰則が強化されないと

中国での環境ビジネスは難しいと思う。 

 

Ｑ．病院等の排水処理の受注が獲得できている秘訣は何か？ 

Ａ．中国で勝ち抜くためには中国人と同じ考えを持ってやらなければならない。第一に先

ほど述べたように設計の考え方を変えなくてはならない。今年は昨年ほど日本人の技術
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者に援助してもらっておらず、基本的にすべて中国人の技術者で対忚している。 

第二に品質的に格段に優れた物は必要とされないので、中国の製品よりは尐しましな

程度で構わないということである。排出基準を満たすようにすることは当然だが、こち

らでは壊れたらまた買えばよいと言われる。当社の場合、先ほど述べたようなコストダ

ウンの工夫により、今では中国メーカー製品の 2 倍程度の価格差には抑えることができ

るようになっている。 

第三に役人との付き合いをしなくては駄目。役人に意地悪されてしまうと仕事を取る

ことができない。全く落札することができなかった初めの 2 年間は本当に辛かった。中

国では役人に認められないと一切仕事ができない。麻雀、ゴルフ、時候のプレゼントな

どを欠かすことができない。私は言葉には不自由しないが、接待のため以前 70 ㎏台だっ

た体重が今では 90 ㎏台になってしまった。また、政府関係者は権威を好むので、講演会

等に積極的に参加することも重要である。著名な大学の研究者が参加する研究会で発表

をしたりして知名度がアップしてくると、研究者側もこちらの話を聞いてくれるように

なってくる。今では私は中央政府の環保部の水処理・固形廃棄物処理に関する顧問を務

めるまでになっている。こうなると環保部が武漢市に私のことを紹介してくれたりする。 

 工事全体を請け負うことも重要なポイントである。土木部門の経費を抑えることによ

り、機器のコストを補填することもできる。当社の機器の利用では価格が合わない場合

には台湾若しくは中資メーカーの機器を利用することもある。 

 

Ｑ．中資企業と同じレベルになるよう努力されているが、日系企業としてのメリットはな

いのか？ 

Ａ．日本の企業は技術開発に真面目に取り組んでおり、反日感情がある中でもその点は中

国でも高く評価されている。同じ設計であっても日系企業の製品には信用がある。また、

若干価格が高くても顧実は納得してくれる面がある。 

 

Ｑ．工場には従業員は何人いるのか？ 

Ａ．東西湖区に工場があるが、そこでは組立のみを行っている。組立まで委託工場で行わ

せてしまうと技術が流出するおそれがある。当社の工場は实質的には 5 人のアルバイト

で組立を行っている。また、技術流出を防止するため、水漏れ耐久試験等の最終的な微

調整は私自身が行うことにしている。営業担当者も工場には一切立ち入り禁止である。

中国は人材の流動性が高いので技術流出には十分過ぎるほどの注意が必要だ。 

 

Ｑ．今後の展望は？ 

Ａ．残念な話だが、1 か月前に親会社は環境事業部を廃止してしまった。今後の大きな成長

は望めないと判断したようだ。しかし、中国において今後環境規制が強まることは間違

いないので、十分ビジネスチャンスがあると考える。まずは親会社のこれまで投資した
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分をきちんと回収して、その後は自己責任で中国での環境事業を拡大させていきたいと

考えている。武漢で一定規模の力を付けたら、徐々に周辺にも広げていきたい。 

 化学処理は生物処理よりもコストはかかるが、生物処理の前処理や後処理として利用

するなど生物処理と組み合わせることも十分可能であると思う。 

 農村集落排水については、今年だけで 5 億元の政府予算が付いている。今後は関連す

る日本企業とも組んで中央政府の事業を請け負っていきたい。国レベルの仕事は当社だ

けですべてやることは無理なので、他の興味を示すメーカーと共同してやっていきたい。

できれば当社は大きな連合体の仲介役を務めるようになりたい。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2010 年 12 月 6 日） 
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百事徳 

 

会社名：百事徳機械(江蘇)有限公司 

所在地：江蘇省宜興市宜興環保科技工業園

永安西路 

設立年：1994年 

資本金：100万ドル 

従業員数：約 210人 

主要製品：ブロワー(送風機)の製造・販売 

日本親会社：東浜工業株式会社（埼玉県）、

住金物産株式会社10 

インタビュー対応者：常務副総経理 杜暁林氏 

 

Ｑ：貴社の設立経緯は？ 

Ａ：1994 年の設立当初は、宜興の環境関

連企業である鵬鷂（現在は上場企業と

なっている。）と提携していたが、経

営理念等の相違により、1995 年に中

国側が保有していた株式を取得して

日本独資企業に変えた。当初の登録資

本金は 100 万ドルほどであったが、現

在は純資産1.3億元にまで成長してい

る。初期のビジネスモデルは、日本か

ら主要な機器を輸入し、中国国内でそ

の周辺の関連部品を製造した後に中国国内で販売するというものであったが、輸入にだ

け頼った事業では成長は難しいため、1997 年から徐々に製品の国産化を始めた。1999

年には米国の企業と提携することにより、ルーツブロワー（二葉送風機）の国産化を实

現した。当社の主な製品はロータリーブロワー（HC タイプ）とルーツブロワーであり、

環境、電力、穀物輸送といった業界で幅広く利用されている。 

 

Ｑ：当初から中国国内向けの販売を考えていたのか？ 

Ａ：中国の環境保護市場が有望と見込んだことから、会社を設立したのだが、当初の販売

状況は必ずしも好調だったわけではなく、年間の販売額はわずかに数百万元に過ぎなか

った。その主な原因としては二つ考えられる。一つは、会社が立ち上がったばかりで市

                                                   
10 中小企業ではない。 
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場資源が十分でなかったこと、二つ目は、日本の機器を輸入していたので価格がやや高

かったことである。 

 

Ｑ：会社の発展状況はどうか？ 

Ａ：1999 年に国産化が实現して以降、コストが大幅に低減され、国内企業の製品価格と比

較しても、それまでは価格が 2 倍～3 倍高かったものが 10％ほど高い程度まで差を縮め

ることができ、かつ、市場資源も絶えず増え続けている。2000 年からは飛躍的に発展し

始め、ここ数年は、基本的に年間 20％増の成長速度を保っている。ここでいう市場資源

とは、業務責任者が把握する環境関連企業の業界情報、電力・環保工程設計院等との信

頼関係、顧実の口コミ等のことを指す。全国給水排水技術信息網（全国水網）による調

査では、当社は顧実満足度第 1 位に選ばれている。日本の出資者は高い配当金を得るこ

とができ、非常に満足している。 

 

Ｑ： 会社が成功した要因は？ 

Ａ：要因は主に三つ考えられる。第一に最初に機器を輸入していた時から国産化を实現す

るまで、一貫して「品質第一」の原則を守ってきたこと。第二に日本企業の経営管理制

度を活用したこと。第三に従業員訓練を重視し、2 年ごとに技術者 1 人を日本に派遣し

て、研修という形で定期的な訓練を行っていることである。 

 

Ｑ：貴社の強みは？ 

Ａ：当社の強みは業界をリードする品質とアフターサービスの重視という二つの面に主に

現れている。たとえ国内生産であっても、やはり非常に高い技術水準を保っている。今

は先進技術を持った海外企業が数多く中国に進出してきており、国内全体の技術水準や

設計水準がいずれも向上しているので、当社としては品質を重視するだけでなく、サー

ビスも同様に重視している。特にアフターサービスを非常に重視していて、日本の先進

的な経営管理の理念を活用し、顧実から高い信頼を得ている。国内企業の多くはあまり

十分なアフターサービスを实施できておらず、特に十分なアフターサービスを維持して

いくことは難しい。当社の従業員数は約 210 人だが、このうち 15 人はアフターサービ

スに専門に従事しており、彼らは定期的に専門の訓練を行っている。 

 

Ｑ：製品は全国に販売しているのか？  

Ａ：当社の製品は全国で販売している。現在、上海、広州など販売好調な地区には既に事

務所を設立している。 

 

Ｑ：環境分野は地域主義の影響が強いのではないか？ 

Ａ：業界によって地域主義の影響を受ける程度も異なっている。当社の製品の電力等の忚
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用分野はかなり広範囲であり、それが販売面における強みとなっており、このような忚

用分野については地域主義によって何らかの影響を受けることはない。 

 

Ｑ：宜興に工場を設立するメリットは？ 

Ａ：宜興に工場を設立するに当たっては、市政府や園区管理委員会の大きなサポートがあ

った。また、特に宜興は環境産業が発達しているので、当社にとって巨大な顧実群を獲

得することができた。 

 

Ｑ：競合他社をどのように見ているのか？ 

Ａ：当社はルーツブロワー業界で全国第 3 位のシェアを有しているが、他の有名企業とも

よい関係を保ち、常に交流している。もちろん、一部の小規模メーカーの製品には品質

が悪く、価格が安いといった物もあるが、当社は今後も引き続きブランド力を活かして

いくとともに、市場ニーズに基づいて常に研究開発や新製品の生産を行っていきたい。

現在、環境保護プロジェクトの大型化に伴って、また省エネ等も考慮しなくてはならな

いため、新たな製品が必要になっている。このため、このようなニーズに対忚した製品

開発を行うことにより自社の市場シェアを確保していく考えである。これまでも、西安

交通大学と提携してきた。 

 

Ｑ：従業員の確保に関して何か問題はあるか？ 

Ａ：一般従業員の雇用については何の問題もない。大学生はすぐに見付かる。ただ、経験

豊富な技術者が足りない。これは、現在の中国の教育構造における人材のアンバランス

と関係がある。従業員の業務への積極性を高めるためには、かなりの努力をしている。

例えば、待遇をよくすることだ。給与以外にも、年金保険・住宅積立金なども国家基準

の上限額を払っているし、勤続満 3 年になった従業員には、董事会が一部の資金を支出

して退職金積立てを行い、正式に退職する際に支給するようにしている。収入は实績と

連動するようにしているので、営業实績の高い販売スタッフなら一部の高級管理職より

高い所得を得ることも可能である。 

 

Ｑ：環境関連業界の今後の見通しと日本の中小企業へのアドバイスがあれば？ 

Ａ：中国の湖・河川の整備はこれからも強化されていくと考えられるので、今後の市場も

非常に安定しているはずである。日本企業は環境分野における優れた技術を持っている

ので、これは強みだが、必ず国産化によってコストを下げ、競争力を高めることが必要

である。日本企業は中資企業に生産を委託する際、技術的な懸念を抱いて、それが国産

化の進展を妨げることがしばしばある。今、中資企業は既に一定の加工能力を持ってい

るので、製品に対する要望を出し、技術指導さえ行えば、十分に国産化を实現できるは

ずだ。また、販売においては中国の文化に適忚し、販売代理権についても融通を利かせ
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るようにして、製品の販売を促す必要がある。当社は環境保護・水処理の分野における

機械設備の代理販売を得意としており、この面での日本企業との業務連携も望んでいる。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 9 日） 

               ※翻訳責任：ジェトロ上海事務所 
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宜興アムコン 

 

会社名：安尼康(宜興)環保科技有限公司 

所在地：江蘇省宜興市環保科技創新創業園

10号 

設立年：2007年 

資本金：222万ドル 

従業員数：約 30人 

主な事業内容：汚泥脱水装置の製造・販売 

日本親会社：アムコン株式会社（神奈川県） 

インタビュー対応者：総経理 鄭朝志氏 

 

Ｑ：貴社設立の経緯は？ 

Ａ：日本のアムコンの先代社長は、1974 年

に初めてヴァルート式脱水機を開発し

た。これは汚泥の水と固体物質を効率よ

く個液分離できる装置であり、目詰まり

がせず、手入れが簡単、スペースが小さ

くて済むといった利点を有する。2005

年までは海外ではほとんど实績がなか

ったが、日本の市場が飽和してきたので、

欧米に進出したところ、2 年～3 年で海

外のシェアが伸びた。ただし、中国については、技術を模倣されるのが怖くて会社とし

て一歩踏み出す決意ができない状況だった。 

 私は、日本留学後、2006 年にアムコンに入社し、海外営業を担当した。上海で開催さ

れた博覧会等に参加したところ、性能について好評だった一方で、価格が高く、アフタ

ーサービスも日本に頼まなければならないのでは無理だという反忚であった。その際、

私は製品がいくら良くても日本からの輸出では中国に大量に売ることはできない、大量

に販売するためには中国進出が必要だと考えた。 

 そこで私は先代社長に今は情報伝達のスピードがものすごく速いので中国に出て行か

なくても模倣されるのは時間の問題であり、勇気を持って早く出て行くべきだと進言し

た。 

 ちょうどその時先代社長が宜興の環境保護工業園のパンフレットを読んでいて私の話

と符合したことから、私と一緒に宜興を見に行こうということになった。宜興に来て、

いくつかの成功した日系企業を見て、これから中国の環境産業は伸びるので、すぐにや

ろうということになった。それが 2006 年 12 月のことだった。 
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 日本に戻ってから、翌年の 1 月中旬に先代社長は病に倒れた。病审で私は先代社長か

ら、「中国事業はお前がやれ」と言われた。私自身も自分が播いた種なので自分がやらな

ければならないと決意した。实際の開業は 2007 年 7 月だった。 

 日本の工場から基幹部品を輸入し、こちらの外注先で組立製造を行い、中国国内に販

売するという事業モデルである。 

 

Ｑ：その後は？ 

Ａ：当時中国にはヴァルート式脱水機は存在しなかったのでアドバンテージがあったが、

まだ中国で实用的かどうかは分からなかった。営業活動がうまく行かないと資金がなく

なってしまうことも心配して、会社の管理よりも営業活動を最優先で行わなければなら

なかった。技術的なことも勉強しつつ、2007 年 3 月頃から営業を開始し、第 1 台目が売

れたのは同年の 9 月になってからだった。その間、遠方の顧実からすぐに説明に来いと

言われたにもかかわらず飛行機の切符が取れず、十数時間立ったまま汽車に乗り駆け付

けたこともあった。中国での实績がなかったので、このような製品が良いと認識される

までなかなか受注を取るのは難しかった。 

 それでも、年々注文が取れるようになり、これまで汚泥処理設備業者等に累計 110 台

販売した。 

 

Ｑ：営業上の工夫は？ 

Ａ：私自身は今では営業に出ることはなくなっているが、12 人～13 人の営業スタッフを地

域ごとの担当に分けて顧実を回らせている。顧実の引き合いに迅速に対忚し、フォロー

することを心掛けている。 

 

Ｑ：技術流出の問題はなかったのか？ 

Ａ：設備投資を抑えるために、メイン部品以外は外注先に作らせたのだが、外注に出した

図面が販売されたりしている。3 年前にヴァルート式を意味する「叠螺」という言葉は

私が初めて使い、商標登録までしたが、今では中国の業界関係者は誰でも知るようにな

ってしまった。それほど模倣品が広がっている。外形も同じであり、同じような部品を

使って作られている。中国では汚泥の脱水機としてはまだヴァルート式は主流ではない

ので、模倣品業者が頑張れば主流になるのではないかという期待はあるが、それでもや

はり困っている。宜興は環境関連企業が集積しているが、その中の多くの会社がヴァル

ート式の脱水機を販売しているのが現状である。 

 

Ｑ：貴社製品は模倣品に比べ高いのか？ 

Ａ：当社製品は模倣品よりも品質はよいが、約 1.5 倍価格が高いので正直なところ競争力に

乏しい。当社には日本人従業員はいないので、人件費は中国企業並みだが、外注費のウ
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エイトが高いことがネックになっている。また、品質を維持するために価格を下げるこ

とができないという事情もある。 

 

Ｑ：今後どのように対処するつもりなのか？ 

Ａ：第一に当社は特許と实用新案を有しているので、これに基づき法的手段により 1 社か 2

社の販売を止めさせることを考えている。そうすれば模倣品製造企業を減らすことがで

きるのではないかと期待している。また、当社が本家であるということを知らせること

もできる。 

 第二に技術開発である。次世代のヴァルート方式の脱水機を親会社が開発したので、

これを中国で内製化して販売していきたいと考えている。日本からの基幹部品の輸入や

外注組立を止め内製化すれば、コスト競争力が出てくると考える。实は既に私の出身地

である福建省に工場用の土地を購入した。4,000 万元の資本金が必要になるため、本社

から増資してもらった。 

 

Ｑ：なぜ宜興に工場を作らないのか？ 

Ａ：宜興には 1 千社以上の水処理の企業があり、情報収集は行いやすいが、今後、新しい

図面に基づいて原価を下げ新しい脱水機を製造するとともに、乾燥機の製造も視野に入

れているので、大きな土地が必要となる。土地と人脈を確保するために、私の出身地で

ある福建省を選んだ。 

 

Ｑ：宜興の会社は廃止するのか？ 

Ａ：このまま残す。宜興には多くの環境設備企業が集まっているので情報収集と部材の購

買に当たってはメリットが大きい。 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するアドバイスは？ 

Ａ：日本の環境関連の中小企業は優れた技術は持っているが販路開拓に困っている。一方

で中国には資金が余っていて、不動産投機などが盛んに行われている。私はいつか不動

産バブルがはじけた時に中国の資産家は技術に回帰してくると見ている。その時日本の

中小企業の持つ技術が中国に輸出できるようになるのではないかと思う。 

 百事徳など中国で大きくなっている日系中小企業はある。百事徳には当社の代理店に

もなってもらっている。中国環境市場は大きいので、そのような販売ルートをうまく利

用して自分の製品を売っていって欲しいと思う。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 9 日） 
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日進 

 

会社名：昆山日進歯科材料有限公司 

所在地：江蘇省昆山市北門路 883号 

設立年：1996年 

資本金：1億 1,000万円 

従業員数：約 240人 

主な事業内容：歯科材料、歯科实習用模型・

材料の製造・販売 

日本親会社：株式会社ニッシン（京都府） 

インタビュー対応者：総経理 楊方氏 

 

Ｑ：貴社の事業概要は？ 

Ａ：当社は歯科医師が歯科治療を行う際の

差し歯、クラウン、ブリッジ等の材料、

歯科医師及び技工士の養成のための学

校教育用の模型・材料の製造・販売を

行っている。实習用の模型は实際の歯

の疾患等に近い状況をリアルに再現で

きるように進化している。日本では歯

科治療の際のインフォームドコンセン

ト用の模型も広く普及しているが、中

国ではまだサービス業としての医療の

考え方が広まっていないため、現時点ではそのような模型の需要はない。当社は、青海

省等一部を除きほぼ中国全域に代理店網を整備しており、そこを通じて大学、歯科医院、

技工士専門学校等に製品を供給している。中国の歯科医療界では日進のブランドは確立

しており、最近では模倣品の普及に悩まされているほどだ。 

 歯科材料については世界に何百社もあり競争が激しいが、实習用の模型については世

界で有力な企業が 4 社しかなく、ニッシンは中国では約 3 割、米国では約 4 割のシェア

を有している。カタログに出ていない商品が約 6 万点もあり、大量生産に適さないので

大手企業も関心を示さないのだと思われる。 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：ニッシンの先代の社長佐竹俊郎氏は、人口や経済成長率から見て中国市場の可能性を

評価するとともに、創業者である父親がかつて中国で従軍していたという個人的思いも

あって、中国で事業を行いたいという強い願望を持っていた。1996 年当時私は日本の某
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大手商社に勤めていたが、釣り仲間である先代社長から誘われて、そこを退職してニッ

シンに入社し、中国事業の立ち上げを行うことになった。私が上海出身ということもあ

り、松江、浦東、蘇州、昆山を視察し、人材獲得の容易性、上海からの近さ等を考慮し

てここ昆山に立地することに決めた。当時から 10 年後の会社の姿を想定し、人材の安定

性こそが重要であると考えていたところ、出稼ぎ労働者の多い上海ではその实現は難し

いと考えた。实際、当社の従業員はほとんどが地元採用である。 

 中国と日本では顧実のニーズが異なるということは当時から明らかだったので、日本

の製品をそのまま持って来てもうまく行かない、中国のニーズに合わせた物をこちらで

作ろうという考えであった。最初の 3 年～4 年間は親会社の技術者が技術指導に来た。 

 また、人材についてはできるだけローカル人材を使うというのが先代社長の考えだっ

た。ステージの上に立つのは現地社員であり、日本人はステージの陰で忚援すべきであ

る。そうしないと会社は長生きしないという考えだった。また、外の会社に勤めていて

その色に染まったような人は要らないという考えでもあった。これは、独資での進出を

決める以前に先代社長は中国企業との合弁の可能性を探り、いくつかの中国企業と付き

合ってみたものの、考え方が合わないという結論に達したことによる。このため、大学

卒の新人でよいので 10 年先を考えて育ててくれというのが先代社長の指示だった。实際、

第 1 期の社員が今では幹部として育ち、その他の職員も一旦当社を辞めて日本へ留学に

行っても、また当社に戻ってくる。これまで一部末端のワーカー以外は当社を一人も辞

めていない。 

 昆山のこの地は当時は田舎だったが、10 年後には市の中心部になるだろうと予想して

いた。その予想も見事に当たって地価も約 15 倍となった。開発区からの要請もあり、こ

こから 5 ㎞ほどの所に土地を確保し、近く移転する予定である。 

 1996 年に会社を設立し、日本から材料を輸入してこちらで加工して販売するというこ

とを始めた。当時私はまだ 29 歳だった。 

 

Ｑ：日本向けの輸出は行っていないのか？ 

Ａ：当社は中小企業なので資金力がない。開業 1 年で資本金があっという間になくなって

しまった。銀行から融資を受けることも検討したが、日本の工場の生産能力も足りなか

ったことから、こちらで製造した製品を日本へ輸出することにした。親会社にとっては

これによりコストダウンを図ることもできた。当社としては、親会社向けの輸出で上が

った利益を国内販売向けの投資に回すことができた。現在輸出の割合は約 4 割である。

輸出はここ数年横ばいで推移しているが、国内販売はここ10年で年率20％伸びている。 

 

Ｑ：ここまで成功できた要因は？ 

Ａ：大きく 4 つあると考えている。 

 第一に中国のニーズに合わせた商品開発を行ってきたことである。当社が中国の現場
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のニーズにあった規格等を抽出し、親会社の開発部門に委託して中国向けの製品の開発

を行ってきた。 

 第二に 10 年間かけてブランドの構築を行ってきたことである。今中国には歯学部のあ

る大学は 120 校ほどあるが、そのすべてで日進製の器材が使用されている。当社は利益

は大学に還元するというポリシーであり、48 の大学に奨学金制度を設けている。これも

ブランド構築のための種まきの一環である。 

 また、学校づくりも行ってきた。歯科医については、政府が大学の教育課程を整備し

ておりレベルも高いが、かつては实際に歯科材料を製作する技工士がおらず、また、技

工士を育成する場所もなかった。このため、日本の医学出版社から教科書の版権を買い

取り、それを中国語に翻訳して技工士育成のための教材やカリキュラムを作成してそれ

らを各大学に提供した。併せて、当社に教員を育成するための施設を設けて、教員の育

成も行った。各大学は場所を用意すればよいだけになったので、かつて全国に 1 校しか

なかった技工士養成学校が今では 98 校となり、そのうち当社は 55 校の設立に関与した。

技工士のレベルを競い合う「日進カップ」というコンテストも開催した。このような活

動の副産物の一つとして、技工士の就職の紹介も行うようになった。当社の顧実の大学

や歯科医院にこれまで 4 千人～5 千人の人材紹介も行った。このように日進がいないと

教育が成り立たないといわれるくらい支援することにより、当社のブランド価値が高ま

ることとなった。 

 歯を削る際の切削器の持ち方もドイツ人と日本人では異なる。中国と日本は同じ箸文

化なので、中国には日本の技術が合う。このため、日本の技術を広めようと日本の歯科

医療関係者も中国の教育レベルの向上に随分と協力してくれた。 

 さらに、以前は中国には歯科医師免許取得のための实技試験がなかったが、当社が中

央政府の衛生部と協力して試験課題を開発することにより、2 年前から全国統一の实技

試験が行われるようになった。本試験は毎年約 5 万人が受験するが、その試験用のジグ

はすべて当社が供給している。このため、当社には一般の従業員が立入禁止の作業場が

2 审あり、ここで秘密を管理しつつ試験用資材を生産している。試験用資材の販売自体

では利益は見込めないが、受験生のいる各学校における当社製品に対する需要が必然的

に増大することになる。米国では地域ごとの学閥が強いため、实技試験が 16 種類もある

が、中国では全国 1 つであるため、量産効果を出しやすい。 

 第三に独自の流通ルートを構築してきたことである。日本の歯科材料の流通では通常

顧実に製品が届くまでに 3 社程度の商社が介在するので、メーカーの出荷価格は抑えら

れてしまう。当社の場合、中国においては顧実との間には原則 1 社、それができない場

合には 2 社しか介在させないという流通網を築き上げている。全国約 800 の代理店があ

り、物流の確保と資金回収が課題となるが、資金回収率についてもそれほど問題のない

レベルになりつつある。また、全国レベルで販促活動を行うと生産能力が追い付かない

ので、毎年ターゲット地域を絞って販促活動を行うようにしている。中国では人件費、
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販促費、土地代等のコストが日本より低い上に、独自の流通ルートの構築により出荷価

格も高めに設定できるため、利幅は日本よりもよい。 

 第四に現地スタッフの活用である。日系企業は現地化がうまく進められないが、それ

は信頼関係を築こうとしないからではないか。現地スタッフを企業文化という村の中に

入れ込んでしまえば信頼関係も生まれうまく行くはずである。日本の最近の若者と異な

り、こちらの若者は「俺に任せてくれ」と仕事に対する意欲がものすごく強い。かつて

の日本でもそうだったと思うが、今の日本とは 2 世代くらい異なる印象である。中国の

若者は頑張れば何かできると思っているので、彼らのぼんやりとした夢を具体化して上

げるように努めている。言語力、技術力、コミュニケーション力においてどこまで達成

できていて、何が足りないかを教え、それらの向上を促している。また、私は毎年一週

間程度かけてどうもしっくりいっていないようだと見受けられる社員と半日ずつかけて

じっくり話し合うようにしている。その人の考え、悩みを聴き、会社の考えを伝え、そ

の人の人生のために会社として何ができるかを一緒に考えるようにしている。 

 当社の場合、設立当初から親会社との間で部門ごとの意思疎通はダイレクトに行うべ

きという方針を掲げ、各部門 1 人ずつ上海外国語大学日本語学科への 1 年間の留学を行

わせている。日本語検定試験も 1 級を取得すると毎月 3 千元の手当てを給付するという

ように給与とリンクさせているため、夜語学学校へ通う者も多い。会社の業務に関係す

る自己啓発のためであれば学習費を半分会社が援助し、目標が達成できれば残りの半額

も会社が負担するという仕組みも導入している。既に国際会計士の資格を有する者が 2

人おり、いつでも独立できるはずだが、当社のことが好きなため会社に残っている。日

本語が流暢に話せる人材も 15 人はいる。 

 最近では親会社もこちらの人材を欲しがるようになっており、会社の管理ソフトを開

発した IT 技術者を今 2 年契約で親会社に派遣している。 

 

Ｑ：中国での製品開発は行っていないのか？ 

Ａ：6 年前から開発人材も採用している。歯学部の博士や修士の資格を有している者もいる。

今は親会社と共同研究を行っている段階であり、単独で研究開発ができるようになるま

でにはあと 4 年～5 年はかかるのではないかと見ている。 

 いろいろと製品の流行はあるが、基礎研究、流通、人材というこの 3 つの根幹の重要

性は変わらない。中小企業には資源が限られているので、これら原点に資源を注力すべ

きだと考えている。 

 

Ｑ：設立当初から 10 年先のことを考えてブランド構築等に取り組むことができた要因は？ 

Ａ：やはりよい会社をつくりたかった。家族としての会社。従業員の生活の保障を考える

べきという企業文化が末端までに浸透している。また、親会社も随分助けてくれた。日

本からの出張者の費用の請求もして来なかったし、配当も請求して来なかった。長い目
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で「子供」の成長を見守ってくれた。 

 

Ｑ：コスト削減努力も行っているのか？ 

Ａ：当初日本から輸入していた材料を中国の日系メーカーの物に切り替えたり、实習用の

材料は中国製の材料を使用したりしている。やはり实際に人の口に入る材料の安全性に

ついては中国メーカーの材料では品質が务り、使用できる段階ではない。また、当初は

外注していた金属加工についても、2006 年から製造装置を購入し金型から内製化するよ

うにした。さらに海外からの医師の発注に基づく試作品の製作部門を設け、低コストで

迅速に試作品を供給できる体制を整えている。 

 

Ｑ：模倣品の流通には苦労しているのか？ 

Ａ：当社は大学に实習用装置を低廉な価格で納入し、その後継続的に受注が見込める实習

用の資材の供給により十分な利潤を確保するという事業モデルなのだが、その資材のコ

ピー品を製造している企業が 3 社～4 社いて困っている。デジタル技術の発達により、

实物があればそれを簡単に 3 次元コピーして作れるようになってしまった。例えば、当

社が中国第一のシェアを獲得している入れ歯用の材料「床用レジン」については、当社

と同じマークを張って、当社製と同じ価格で売られている。このため、色落ちがする等

のクレームが当社に来て、製品番号を訊くと当社製でないことが判明するという事態に

なっている。 

 中央政府の医療機器監督部門は取締りを行ってくれるが、实際の实行主体である地方

政府から立ち入り日程に関する情報が事前に漏れてしまったりして、事实上法的手段を

使うことは難しいというのが实感である。 

 最近、中国テレコムが発行する特殊なシールを張り、ユーザーが中国テレコムに電話

してシールの番号を伝えればその製品が本物かどうか確認できるという中国テレコムの

サービスを契約してみたら、その商品だけ売上げが 3 割伸びたので、尐しは効果があっ

たのかと思っている。 

 この 2 年～3 年の間、特に沿海部の一般消費者は商品の価格よりも信頼性を重視する

ようになっているので、模倣品の氾濫は一般消費者に不利益を及ぼすものである。また、

医師も治療後事故が起きないことを願っているので、安心できる製品を使いたいと考え

ている。チタン材料の一つ一つに本物であることを示すため番号を打つなどの対策もと

っているが、模倣品の問題は頭が痛い。薬事承認のため、これまで 10 年ごとに行ってき

た新商品の投入を 5 年程度に短縮化して、模倣品業者が追い付けないようにする体制を

整備することも必要と考えている。 

 

Ｑ：薬事承認の取得に苦労はないのか？ 

Ａ：当社の幹部の一人が中国の基準策定委員会の理事を務めており、基準策定作業を通じ
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て監督部門関係者との意思疎通も行うことができている。4 年前に賄賂に絡む大きな事

件があったこともあり、審査が厳しくなっているが、当社の場合、それほど問題なく認

可を得ている。 

 

Ｑ：従業員の発展空間をどのように確保するのか？ 

Ａ：現在は上海と北京にしか営業拠点がないが、華南や西部にも増やしていくことを考え

ている。ブランド価値の維持のためにはアフターサービスの充实が不可欠であり、歯科

医師に材料の使用方法等をきちんと指導することが重要である。当社に来るクレームの

約 9 割はマニュアルどおりに使用されていないことによるものである。また、メキシコ

や米国への進出計画もあり、活躍の舞台は広がってくるはずである。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：第一に世界への生産拠点としての实力を高めたい。東南アジア、アフリカ等日本から

は事業展開しにくい地域もあるので、そのような地域に供給する製品の生産拠点として

いきたい。私は親会社の常務取締役兼国際事業部長でもあるので、それらの地域へ行く

ことがあるが、想像以上に経済が発展している。ただ、メイド・イン・ジャパンが支持

されている地域もあるので、中国製がどこまで受け入れられるのか見極めなくてはなら

ないとは思う。 

 第二にデンタルヘルスケアの部門も強化していきたい。中国でもいずれ経済的な富裕

層が高齢者になっていき、それでも若く美しくありたいという需要はますます増大する

と見られる。日本でもこの部門は約 700 億円の大きな市場となっている。このため、昨

年日本の企業と組んで共進という会社を新しく設立し、中国国内のスーパーやドラック

ストアに製品を置いてもらい市場調査を行おうと今計画している。 

 第三に社内に開発センターを作りたい。今機械系、材料系合わせて約 40 人の技術者が

いるので、いずれ当社で製品開発を行えるような体制にしていきたい。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 4 日） 
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常熟山八 

 

会社名：山八歯材工業(常熟)有限公司 

所在地：江蘇省常熟市支塘鎮 

設立年：1992年 

資本金：200万ドル 

従業員数：約 300人 

主な事業内容：人工歯等の歯科用材料の製

造・販売 

日本親会社：山八歯材工業株式会社（愛知

県） 

インタビュー対応者：総経理 王耀雄氏 

 

Ｑ：貴社設立の経緯は？ 

Ａ：将来中国市場は伸びるであろうから、

これからのマーケットを開発しようと

いう方針で 1992 年日本親会社の遠山

公男社長が中国進出を決めた。当時中

国で最大シェアを有していた上海の人

工歯製造の国有企業と 50：50 の出資

比率でここに合弁会社を設立した。

1992 年当時から中国国内市場を狙っ

て進出を決めたというのは今から振り

返っても経営者としての勘の鋭さ、すばらしさを感じる。ただ、親会社としても实際は

どのように事業展開すればよいかは分からない状態だった。しかも实際始めてみると合

弁相手方企業は国有企業であるため仕事のやり方や考え方が全く異なっており、様々な

問題に直面した。相手側経営者は地元の人間でもあり強いので何でも相手方の言うこと

を聞かなければならなかったり、工場の現場従業員も縁故採用者が多くて効率が悪かっ

たりした。また、合弁相手方企業は別途ドイツメーカーと組んで仕事を始めていたので、

その販売ルートを活用することも全くできなかった。 

私は中国の大学で化学を教えた後、日本の大学院に留学し、その後、1994 年に日本の

山八に入社した。その後 2 年間開発の仕事に携わった後、1996 年に社長から中国の当社

の経営を任された。私自身工場経営の経験は全くなかったが、創業以来当社は赤字続き

だったので、中国の事情に精通する私で立直しを図ってみて、それで駄目だったら会社

を畳むのもやむなしというのが社長の判断だった。 
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Ｑ：その後は？ 

Ａ：就任最初は夜も眠れないくらい辛かった。まず、設備投資のための資金の確保と合弁

契約の解消が必要だった。親会社から資本金を積み増ししてもらおうとしたが、合弁相

手先は出資比率の対等性を維持する観点から、増資を嫌がり首を縦に振らない。そこで、

まず相手側経営者と友達になろうというところから始めて、6:4、7:3、8:2 と徐々に親会

社の出資割合を増やしていった。1999 年にはついに 100％独資化することができた。こ

の間、日本の親会社は私からの増資要請に快く忚じてくれた。 

 次に製品の品質を上げなくてはならない。当時は全量親会社向けの半製品を製造して

いたが、うち半数は親会社の品質管理部門から不良と判定された。これが赤字の原因で

あった。品質向上のためには現場の従業員を育てなければならない。日本の技術指導担

当者が来て丁寧に作らなければならないと言って指導しても、こちらの従業員は楽に物

を作りたいという意向が強く、技術指導担当者が日本に戻るとすぐにまた元の状態に戻

ってしまっていた。そこで、私は従業員の意識を変えなければならないと考えた。毎週

3 回約 1 時間ずつ朝礼を行った。良い物を作るためにはまずどのような物が良い物であ

るかを教えなくてはならない。このため、日本で不良と判定された人工歯をすべて鞄に

入れて持ち帰り、各自にそれらを配り、それぞれの歯がなぜ不良なのか一つ一つ説明し

た。このような製品では国際市場で通用しないということを理由付きで説明した。 

 また、1 年に 1 人～2 人ずつ親会社に派遣して研修を行った。これまで毎年行ってき

たので、今では当社には 30 人以上日本語ができる人材がいる。そうするとやはり人間は

変わるものである。日本に研修に出した者は今では現場の管理者となっており、現在当

社には日本人の技術者は一人もいない。日本に研修に出すのは当社としては結構な出費

だが、そうしないとメイド・イン・チャイナとメイド・イン・ジャパンの違い、どのよ

うな物が良い物なのかという感覚の相違が分からない。 

 こうして徐々に品質が向上し、1999 年頃からは本社検査も不要となり、完成品を輸出

できるようになった。今では、当社は 60 か国以上に製品を輸出している親会社の最大の

製造拠点となっている。今でも親会社の品質管理担当者は頻繁にチェックに来る。親会

社の品質検査は本当に厳しい。 

 

Ｑ：今でも親会社向け輸出は多いのか？ 

Ａ：昨年で見ると輸出が約 8 割、国内販売が約 2 割である。ただ、国内販売の方が最近の

伸び率は大きい。 

 

Ｑ：国内販売はどのように取り組んできたのか？ 

Ａ：2000 年から国内販売を始めた。当初から海外向けと同等な品質の製品を中国国内向け

に販売するというのが方針であり、製造もしっかりできるようになったので、国内販売

に取り組んだ。当時国内市場も拡大してきており、歯科医のレベルも向上してきていた。
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このため、歯科医の側からも当社のような平均よりも品質の高い製品に対するニーズが

出てきた。 

 当社はディーラー経由でなく、すべてエンドユーザーに直接販売しているのが特徴で

ある。ディーラー方式の方が短期間で売上げを伸ばすことができるが、私は時間がかか

っても直接販売方式がよいと考えた。なぜなら直接販売方式の方がメーカー側の利益率

が高くなり、かつ、エンドユーザーにとっても工場から安く仕入れ、利益率を改善した

いはずと考えたからだ。实際、直接販売を始めてみると、歯科医同士の口コミにより引

き合いが来ることが多い。しかも直接販売により一度当社のユーザーになると簡単には

当社から離れない。当社の営業員が直接エンドユーザーに当社製品の性能、特徴等を説

明している。 

 

Ｑ：中国は地域主義が強いので代理店方式でないと難しいと聞くが？ 

Ａ：確かに地域主義が強いので地方の言葉が話せる営業人材を優先的に雇っている。地元

の言葉が話せるとやはり顧実と近づきやすい。今は、北京、上海、深圳、成都に支店が

ある。成都支店は先日作ったばかりである。国内販売は毎年 20％～30％ずつ伸びている。 

 

Ｑ：医療業界ではバックマージンが要求されるとよく聞くが？ 

Ａ：私も営業担当者から相談を受けることがあるが、すべて断るように指導している。バ

ックマージンが常態化すると山八の名前が汚れてしまう。もっとも、最近の大学病院は

変わってきていてバックマージンを要求しない歯科医も多い。一流の国有病院に勤めて

いるような著名な医者は、よく自ら歯科医院も経営していることが多いので、まずそち

らで使用してもらい、気に入ってもらえると国有病院でも使ってもらえることがある。

すると病院内の他の医者にも当社製品の取扱いが広がることがある。 

 

Ｑ：アフターサービスにも力を入れているのか？ 

Ａ：当社は 1 本足りないと歯科医から言われればすぐに持って行くようにしている。サー

ビスもよいという評価を得ている。 

 

Ｑ：企業管理に当たって気を付けている点は？ 

Ａ：当社の企業管理は日本のやり方とは全く異なる。当社の場合高卒以下の者が現場従業

員の 2/3 程度占めるので、彼らを育てるように、またその人に合うように管理しなくて

はならない。社員の实力に忚じて給与が決まるので、隣に座っている者同士でも倍以上

の給与格差がある場合がある。それがこちらではむしろ平等と認識されている。私自身

もそれが平等だと考えている。この点については親会社の社長ともよく議論し、社長は

当社の給与格差が激し過ぎるのではないか感想を漏らすことはあるが、すべてこちらに

任せてもらっている。それくらい社長とは深い信頼関係がある。 
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 また、社員に希望を持たせることが極めて重要である。今の中国人は家が欲しい、車

が欲しいといった希望をたくさん持っている。頑張れば給与がいくらもらえると計算で

きるので、皆本当によく頑張る。例えば、当社の営業員は新しい実を何件獲得したか、

そのためにどの程度経費をかけたか等を数値で評価して給与に反映させている。営業員

が新規に獲得した顧実のその後のフォローは事務所の営業担当に引き渡されるので、営

業員はひたすら新規顧実を開拓し続けなくてはならない。このため、私は彼らに毎年新

しい運動靴を 2 足ずつプレゼントしている。歯科医院も中国ではどんどん新しく開業し

ているのできちんとしたリストは存在しない。このため自ら歩いて探さなくてはならな

い。体力的にもきつい仕事であるため、当社の 34 人の営業員はすべて男性である。 

 今当社の社員は皆やる気に満ちていて社内の雰囲気もものすごくよい。私自身は親会

社の社員であり、親会社から給与を得ているがこの会社が伸びるのがうれしい。皆と共

通の希望を持つことができる。今は朝礼は週 1 回に減らしているが、毎回のようにこの

会社で働くことが一番幸せと思えるようにならなければならないと社員に説いている。

当社の場合 7:30 開始で、16:00 に終業だが、その後社員は自主的に 2 時間程度残業を行

う。そうすると通常の時給の 50％増の残業手当が付く。土曜日も自主的な残業を行って

いて、その場合は 2 倍の手当てとなる。社員の 95％はこの工場の周りの地元の住民なの

で、ものすごく安定している。人が安定すると製品の品質も安定する。労働力が足りな

いということもない。福利厚生や給料も周りの会社よりもよく、業務量も年間を通じて

安定的である。このため、当社の人気は高い。当社はむしろ忚募してくる人材の中から

採用する者を選別している。 

 

Ｑ：大手企業との競争は激しくないのか？ 

Ａ：大手企業は怖くない。大手企業はディーラー方式をとるのでコストが高くなる上、管

理費用もかかる。コスト的に大手に負けることはないと見ている。 

 

Ｑ：中国の競合メーカーは脅威ではないのか？ 

Ａ：まだ脅威感はない。メーカーが安定した会社になるためには 10 年以上かかる。開発、

製造、販売を 10 年以上かけて軌道に乗せた企業は強い。ただ、そのような中資の競合企

業はまだ現れていない。 

 目先の利益を取ろうとして中国の品質レベルに合わせようとすると、短期的な利益は

取れるかもしれないが中長期的にはよい結果を生まないと考える。当社の場合も創業当

初品質の悪い製品を国内に販売していたら、今日の实績を確保することは難しかったは

ずだ。 

 

Ｑ：模倣品の問題はないのか？ 

Ａ：当社の模倣品はたくさん売られている。展示会でも当社製品とそっくりの箱で、住所
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も同一の製品が数多く出展されている。ただ、これを取り締まるのは本来政府の仕事で

ある。私が模倣品対策に力を分散してしまうと工場管理がおろそかになってしまう。関

係者は皆模倣品のような品質の悪い製品が山八の製品ではないことは分かってくれてい

る。時々当社にユーザーから苦情の電話が掛かって来るので、こちらからロード番号を

教えて欲しいと訊くと、そんなものは付いていないという。当社製の製品には 1 本 1 本

ロード番号を真似されにくい字体でレーザー刻印しているため、これがないと偽物であ

ることが一目瞭然である。 

 

Ｑ：直接販売方式は模倣品対策にも有効なのか？ 

Ａ：有効である。例えば工場直販で 100 円で買っている製品が知らない店で 50 円で売られ

ていたら、誰でもおかしいと気づくはずである。 

 

Ｑ：研究開発には未練はないのか？ 

Ａ：私は現在親会社の研究開発部長も兼任しており、12 人の研究者を指導している。人工

歯は口の中に入れる物なので、薬と同じような安全性、本物の歯のような物性、材料の

操作性、異物感のなさ等が求められ、まだまだ開発要素がある。人種等に合わせて様々

な種類の人工歯があるが、それらはすべて日本で開発し、日本で金型を作っている。 

 

Ｑ：今後の中国市場をどのように見ているか？ 

Ａ：これから中国のユーザーの要求水準が徐々に上がるのは確实である。高級品から低級

品まで市場には段階があるが、当社は平均より尐し上のレベルを狙っている。マーケッ

トがあるところを狙っている。 

 

Ｑ：労務コストの上昇は問題ないのか？ 

Ａ：当社の場合原料の 95％以上は欧州や日本から輸入しており、そのコストの占める割合

が大きい。このため、労務費の問題よりも、いかに不良品を出さずに効率よく製造でき

るかがより重要である。私は従業員に対しては会社の物はすべて自分個人の物と考える

ように大切に扱わなくてはならないと説いている。 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するアドバイスがあれば？ 

Ａ：やはり国、地域各地で文化が異なるので、地元の文化に合わせなければならない。上

海であれば上海の文化、北京であれば北京の文化に合わせなければならない。 

 私も失敗例を耳にすることがあるが、普通日系企業は技術は問題ない、投資するだけ

の経済力もある、しかし、文化が合っていないことにより失敗していると考える。失敗

しないためには地元で信頼できる人を見付けなければならない。中国に投資する前にそ

こで管理できる人がいるかいないか見極めなければならない。これが最も重要である。 
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 一方で、ずっと中国にいるような人間では日本の管理の仕方を理解することができな

い。私の場合も 1991 年から 1996 年まで日本にいて日本の製品や生活習慣を理解してい

た。だから親会社から言われることも理解できる。私の経験もあるので、毎年日本に研

修生を送っている。その世話には結構コストがかかるが、10 年くらいの目標を立てて会

社を作るためにはやはり日本への研修はやらなければならない。品質を第一にするとい

うポリシーは絶対に譲ることはできない。 

 今振り返っても親会社の社長が私を信頼して任せてくれたことがありがたかった。カ

ネからすべて任せてくれた。これはものすごく力になった。 

中国国内販売はこれからも確实に伸びる。社長からも国内販売に力を入れるように指

示されているので、残りの会社員人生、国内販売の拡大のためにもうひと踏ん張りした

い。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 11 日） 
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上海日本光電 

 

会社名：上海光電医用電子儀器有限公司 

所在地：上海市奉賢区環城北路 567号 

設立年：1990年 

資本金：2億円 

従業員数：約 120人 

主な事業内容：医療関係の電子計測機器の

製造・販売 

日本親会社：日本光電工業株式会社11（東

京都） 

インタビュー対応者：総経理 横山啓二氏 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：日本の日本光電は改革開放後の中国に

対しある商社を介し医療用の電子計測

機器を輸出していたが、国有企業であ

る上海医電廠からの誘いもあり、1990

年、日本光電、当該商社、上海医電廠

の 3 社合弁で当社を設立した。中国国

内市場と海外市場向けの安価な製品の

製造拠点、日本向けの部品の調達拠点

というのが当社の役割だった。心電計、

モニター、除細動器、血球計数器等を

製造・販売した。ただし、日本からの輸入品を中国国内向けに販売していた総代理店も

あったため、日本からの輸入品と当社製造品との棲み分けを図る必要があり、当社が製

造できる品目は日本での旧モデル品等に限定されていた。旧工場は莘庄にあったが都市

開発のため 2004 年にこちらに移転した。2006 年に独資化してもよいと政府規制が変更

されたのを受け、親会社主導で 2008 年 6 月に独資化した。それに伴い販売会社も独資

化し（尼虹光電貿易(上海)有限公司）、日本からの輸入品と当社製品を合わせて日本光電

製品を一元的に販売できるようになった。 

 

Ｑ：最近の状況はどうか？ 

Ａ：金融危機の影響により生産量が落ち、2009 年は冬眠状態だったが、2010 年から親会社

                                                   
11 中小企業ではない。 
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が方針を変え積極的に中国市場に打って出ようということになった。日本に中国事業の

統括本部を作り、一体的な取組が始まったところである。今当社では、心電計、モニタ

ー、血球計数器及びその試薬等を製造している。 

 

Ｑ：薬事承認の取得には問題がないのか？ 

Ａ：以前は法律はあるがいわばなあなあの世界だった。しかし、最近はなかなか許認可が

下りなくなっている。一つ一つの項目について確認されるようになっており、その確認

の度合いが世界一厳しいといわれるまでになっている。基本的には米国の FDA を参考

にしながら規制しているのだが、米国等で先に使ったデータを持ってくるとそれを規制

当局が理解するまでに時間がかかる。例えば、病院内で使用されるモニターは重症患者

用に用いられるので、誤診につながらないよう高い信頼性が必要とされる。このような

場合であっても日本では製品に新規性がない限り治験まで必要とされないが、中国では

原則として動物实験等の治験データが必要になる。中国の同業者も審査の厳しさに手を

焼いており、中国の業界団体とコミュニケーションをとりながら対忚している。 

 

Ｑ：中国の医療機器市場をどう見ているか？ 

Ａ：この 20 年で様変わりである。以前はまさに発展途上国であり、大病院であっても何も

機器を保有していなかったため、どんどん入り込むことができたが、今では中国の病院

もカネ持ちになってきた。また、地場企業の技術革新も進み、同じような製品を中資メ

ーカーが作るようになってきた。信頼性は务るが安価な製品が地方の小さな病院には入

り込み始めている。当社としては、地場メーカーとの競争において価格が追い付かない

状況になりつつあり、入札でも負けるようになってきている。ただ、中資メーカーは部

品を集めて来て、組み立ててしまえばよいという発想であり、品質はそれほど高くない。 

 

Ｑ：国内販売と輸出向けの割合はどの程度か？ 

Ａ：リーマンショック前は 50：50 だったが、リーマンショック後輸出向けが落ち、70：30

になっている。 

 

Ｑ：かつて元合弁企業の国内販路を活用できたことも国内販路開拓においては大きい要因

だったのか？ 

Ａ：それは大きかったと思うが、販売は別会社が行っているので詳しくはそちらに訊いて

欲しい。 

 

Ｑ：今後の課題をどのように認識しているか？ 

Ａ：日本に比べるとまだ同レベルのものづくりができていない。品質、コスト的にもっと

改善できると思う。コスト削減のためにはいかに安い部品を調達できるかが重要なポイ
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ントになっている。このため、電子基板の生産は大量生産を行う EMS に委託して、設

計と組立を当社で行うようなやり方にすることも検討しなければならないと考えている。

また、中国の人件費や物価はここ 10 年で相当上昇した。今はあまりコストメリットがな

くなってきており、中国でなく東南アジアからの部品の調達も検討しなくてはならなく

なっている。さらに、ローコスト製品の設計については、こちらの開発スタッフを使っ

て行い、ローカルメーカーに対忚できるようにならなければならないと考えている。 

 

Ｑ：貴社の 20 年の経験というものは大きいと感じるが、どうか？ 

Ａ：中国の場合営業許可証が細分化されており、製品ごとに一つずつ取得しなければなら

ない。この点、当社の場合 20 年やっているのでほとんどの営業許可を得ているのが強み

である。また、当社は専門大学との付き合いも深い。かつて中国には心電計に関する技

術はほとんどなかったので、医療機器の専門学校で当社の社員が教えたりしていた。こ

のため、当社は大学や業界とのコミュニケーションには強みを有している。 

 

Ｑ：中国人の技術スタッフはどうか？ 

Ａ：彼らは個人主義的であり、会社に縛れない。会社に対する忠誠心も乏しいため、同業

他社等に転職してしまう者も多い。誰でも対忚できるような生産体制をつくらなければ

ならない。 

 

Ｑ：労働者の確保に問題はないか？ 

Ａ：2010 年頃から労働者を集めにくくなった。当社は歴史が長いため、従業員の半数以上

は終身雇用対象者となっており、業績が悪くなっても経営サイドが一方的にその社員の

首を切ることは難しい。 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 1 月 19 日） 

 

＜販売会社への補足インタビュー＞ 

・会社名：尼虹光電貿易(上海)有限公司 

・インタビュー対応者：総経理 吉竹康博氏 

 

Ｑ：貴社の設立経緯は？ 

Ａ：2008 年 4 月に日本光電の製品を一元的に販売するために当社を設立した。それまでは

日本からの輸入品については商社と総代理店を経由しており、中国で製造した製品につ

いては 3 社による合弁会社が販売していたので、それらを一元化し、効率化することが

必要であった。 
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Ｑ：中国の医療機器市場をどう見ているか？ 

Ａ：ハイエンドの輸入品についてはトップレベルの医療水準を誇る 3 級甲病院向けが中心

であり、国産品はその下の 1 級病院、2 級病院及びそれ以下の病院が中心というのが基

本的構図である。中国には 70 社～80 社の医療機器メーカーがあり、その中から急成長

するところも出てきている。ミドルエンド、ローエンドは元々中資メーカーの牙城であ

ったが、GE やフィリップスは数年前からミドルエンド、ローエンドのボリュームゾー

ンを狙う戦略をとってきている。その背景としては、中央政府による農村部への手厚い

財政措置により、このような地域の病院、診療所における需要の伸びが著しいという事

情がある。 

 

Ｑ：貴社もボリュームゾーンを狙う戦略をとっているのか？ 

Ａ：大きく二つの戦略をとっている。まずはボリュームゾーンへの対忚だ。医療機器の場

合買い換え需要もあるため、ミドルエンドやローエンドで諦めてはいけない。このため、

上海の製造拠点での製造品目を増やすことにより、当社としてもミドル・ローといった

ボリュームゾーンへの斬り込みを図っている。第二に中国のハイエンド市場において急

速に IT 化が進んでいることに対忚して、日本光電の別のソフトウェア子会社であるメデ

ィネット光電医療軟件(上海)有限公司において、国内市場向けに IT 技術を活用して患者

ごとの各種データを一元管理できるシステム開発や機器開発を開始している。医療機器

の場合、レベルの高い病院で使用されるとそれが下の病院に広がって行く傾向が強いの

で、ハイエンドから攻めていくというのは鉄則である。また、先進国では当たり前のよ

うに使用されているのにこちらではまだ使用されていない機器もあるので、販売する製

品の品目数の増加にも取り組んでいる。当社は心電計では中国でトップシェアなので、

そのブランド力を活かして関連製品に横展開していきたいと考えている。 

 

Ｑ：販売に当たって困っていることはあるか？ 

Ａ：薬事承認をとるのに時間がかかる。他国では承認されているのに中国ではとれないと

いうものもある。規制が高度化する中で審査する側が追い付いていない感じもする。当

社の設立によりメーカーとして直に販売できるようになったため、マーケットのニーズ

に合わせた製品づくりも行いやすくなった。ただ、薬事承認が取得できないと新製品を

開発しても販売できないというのは辛いところである。 

 

Ｑ：日本の中小医療機器メーカーに対するアドバイスは？ 

Ａ：どことパートナーを組むかが最も重要である。当社も代理店を介して病院へ販売して

いるが、適切な代理店を選別、育成していくことが極めて重要である。その際、何層に

もなってしまう流通網をいかに簡素化するかということも課題となる。また、品質とコ

ストのバランスを確保することも重要な要素である。中国市場のニーズに合った価格設
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定とするためには相忚のコスト削減が必要となるであろう。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 2 月 10 日） 
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上海モリタ 

 

会社名：森田医療器械(上海)有限公司 

所在地：上海市松江区新橋鎮新効路 180号 

設立年：1994年 

資本金：2億円 

従業員数：60人 

主な事業内容：歯科治療設備の製造・販

売、歯科治療設備用部品

の調達・販売、歯科治療

設備の保守点検、補修修

理等 

日本親会社：株式会社モリタ製作所12（京

都府） 

インタビュー対応者：最高顧問 横江輝昌氏、董事 保住和夫氏、総経理 孫潮氏、副総

経理 田村純氏 等 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：20 年ほど前に日本のある大きな歯科

医院が中国の病院と合弁で上海に口腔

病院を設立した。この病院にはすべて

モリタ製作所の最高級の医療機器が納

入されていた。その機器のメンテナン

スのために日本から時々技術サービス

員が上海に出張していた。その後、

1992 年頃モリタ製作所の社長が京都

商工会議所・経済同友会の中国視察団

に参加したこともあり、中国での歯科医療機器の製造・販売を目指し、工場を上海近郊

につくりたいとの指示があった。我々の経営理念とする「質の高い医療の普及のため、

最良の製品・サービスを提供し、社会に貢献する」ことがひいては中国の方々の健康に

奉仕することとなるとの考えの下、中国進出を決意した。 

そこで、中国の将来性を様々な方面から検討し、上海近郊の開発区を調査したところ、

ここの新橋鎮政府が誘致活動に極めて熱心だった。新橋鎮へは近い将来上海市内から高

速道路が建設される計画があり、その出入口近くの優良な土地を確保することができた。

                                                   
12 中小企業ではない。 
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今でも当時の新橋鎮の副鎮長だった方とは中国の老朊友の一人として付き合いをさせて

いただいている。实際の操業は 1996 年 1 月からだった。 

 当初は、日本から部品を送りこちらでセミアッセンブリをして日本の工場に戻すとい

う委託加工を行っていた。これは今でも一部残っているが、2004 年頃から根管長測定モ

ジュール等の小型機器を中国国内向けに製造・販売するようになった（累計 5,500 台）。

2007 年には委託加工は限界であると感じ、中国国内市場向け生産へと大きく方針転換を

行った。今では 8 社の国内販売代理店網を整備し、北京市、上海市等を含むほぼ全市省

に対し、薬事承認を得た小型機器を多数販売している。また、歯科教育实習用機器につ

いては、途中段階までの製造をここで行い、日本で最終組立を行った後、日本から中国

の主要な大学病院に累計 380 台納入しており、こちらでメンテナンスサービスも行って

いる。現在、治療用ユニット等の大型機器の製造・販売も検討しており、薬事承認待ち

の段階である。 

 

Ｑ：貴社の強みは何か？ 

Ａ：日本のモリタ製作所は、世界で初めて、医師が座り患者が水平に寝て治療をするとい

う水平治療を实現した歯科治療用ユニットや患者が座った姿勢で撮影できる歯科・頭頚

部用コーンビーム CT を開発するなど歯科治療に係る最先端の技術開発を行っている。

他社よりも一歩先の製品を製造し続け、世界約 120 か国に輸出をしており、歯科機器に

関しては世界有数のブランドの一つである。 

この上海の会社については、日本から中国に輸出されたモリタ製作所製歯科医療機器

のメンテナンスを行えるというのが最大の強みである。医師は機械部品の欠品等を最も

心配する。当社の場合、日本からトップレベルの技術人材を派遣しており、その者が病

院へ行って機器の修理等を行うことにより医師の信頼を得ることができている。 

 

Ｑ：貴社独自製品の現地調達率はどの程度か？ 

Ａ：製品によって異なり、現地調達率 100％近い物もあれば、20％程度の物もある。コス

ト削減が必要なので、現地調達率をいかに引き上げていくかが今後の課題の一つである。 

 

Ｑ：中国製部品をどのように評価しているか？ 

Ａ：医療機器としての信頼性を確保することが第一なので、製品に求められる品質基準か

ら中国製部品を使うことをためらう製品もある。また、当社製品の場合、部品メーカー

にとっては尐量生産品に当たるため、取り扱ってくれない場合も多い。このため、取引

先の方々と信頼関係をつくり、十分な品質を確保することが重要でなる。ある取引先か

ら、SARS 流行やリーマン・ショックの際に他の取引先からの受注がゼロになったが、

当社からの受注は安定していたため、当社との取引を行っていてよかったと言われたこ

ともある。 
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Ｑ：薬事承認は容易にとることができるのか？ 

Ａ：基本的に規格は同じであるが、規格の解釈に日本と中国で相違があるため承認をとる

ことは簡単ではない。上海で实際に試験評価を行っている担当官と話したことがあるが、

彼らも試験評価に関するノウハウを完全に持っているわけではないので、お互いの計測

方法を確認し合いたいと言われ、ぜひ一緒にやりましょうと答えた。このような業務協

力により、結果的に当社の製品も承認取得が容易になればよいと思う。 

 

Ｑ：中国の販売市場をどのように見ているか？ 

Ａ：日本の最新機器など世界のトップレベルの治療機器が既に中国の主要な病院には導入

されており、中国政府が熱意を持って歯科治療水準の向上に注力しているのが理解でき

る。また、5 年ほど前から個人開業医が増えており、例えば上海市では約 350 の個人歯

科医院が登録されている。それでも中国では病院の中に歯科診療科があるのが一般的で

あり、個人歯科医院は極めて尐ない。中国人の歯に対する意識も変わってきており、歯

を白くするなど歯の審美に関する意識も高くなっている。モリタ製品は中国でもトップ

レベルのブランドなので、大学病院等のトップレベルの病院や歯科医院が主なターゲッ

トである。 

 

Ｑ：国内市場はどのように開拓しているのか？ 

Ａ：实際の販売は代理店が行っているが、その際、当社の営業担当も同行したりしている。

中国での営業活動は、言葉の問題というよりもニュアンスの問題に近く、相手との微妙

なやりとりが必要となり、これは中国人でないとできない。このため、当社の総経理は、

国内販売強化のため 2009 年以降日本人から中国人に代え、総経理自らも販売促進活動

を行っている。中国の場合、顧実との交流を通じて互いに理解し合わないとビジネスが

進まないが、地域ごとに価値観が異なるため、全国一律の代理店では難しく、地域ごと

に販売代理店を分けている。そして販売代金の回収もまず交友関係をつくってからであ

る。 

 

Ｑ：中国の競業他社をどのように見ているか？ 

Ａ：北京及び上海のデンタルショーに毎年出展しているが、年を追うごとに中国中堅メー

カーのものづくりの水準が上がっていると感じる。デザインも洗練されてきており、近

くから見ても海外製との区別が分かりにくくなっている。当社もマーケティング調査を

より重視し、中国のユーザーにどのような物が望まれるのかを調べ、この国に合ったス

ペックの物にしていかなければならない時代になったと感じる。このため、ハイスペッ

ク製品とミドルスペック製品の両方の商品構成が必要と考えている。 
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Ｑ：模倣品の流通等の問題はないのか？ 

Ａ：日本から欧米諸国に輸出している製品が真似されてこちらで流通していることがある。

デザインもそっくりであり、モリタと同じようなマークが付いていたりする。当社でも

これから大型製品を製造・販売していきたいが、技術流出につながらない製品が対象と

なる。調達等に当たって技術情報が外部に漏れることがないようこれらの管理は特に重

要である。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：現在、中国向け製品は、日本の図面に基づき、現地部品メーカーの要求をぎりぎりま

で採り入れている。次の段階として、中国市場に合わせた製品を作るために、一部構造

を変えてこちらで図面を描く予定である。そのため、設計や薬事業務のスタッフの技術

力を向上させている。 

 また、現在、一人屋台生産方式でものづくりを行っているが、更なる品質と生産効率

の向上のため、取引先を含めた品質基準の更なる明確化、従業員のスキルアップ、作業

の標準化等のすべてにわたる「ものづくりシステム」の見直しと、人が入れ替わっても

品質が確保できるよう、一つの作業を複数の作業員でカバーする体制整備を進めている。 

  

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 1 月 20 日） 
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上海三機サービス 

 

会社名：上海三機大楼設備維修有限公司 

所在地：上海市浦東新区浦東大道 2123号 2201室 

設立年：1998年 

資本金：30万ドル 

従業員数：約 30人 

主な事業内容：業務用空調設備のメンテ

ナンス、飲食店の進出支援

サービスの提供 

日本親会社：株式会社三機サービス（兵

庫県） 

インタビュー対応者：総経理 許展鴻氏 

 

Ｑ：中国進出の経緯は？ 

Ａ：親会社の三機サービスは日本でビル、商業施設等の空調のメンテナンスサービス等を

行っている。1996 年頃から社長とともに何度か主張で上海に来て、高層ビルが多く立ち

並んでいる状況を目の当たりにし、ここで空調設備のメンテナンス事業を行うことにな

った。1998 年に当社を設立し、当初は私一人が赴任した。 

 

Ｑ：当時の中国の市場はどのような状況だったのか？ 

Ａ：当時の中国には空調設備のメンテナンスという概念がなかった。各ビルには工程部と

いう部署があってビルの設備管理を行っていたが、空調設備の清掃をすれば効率がよく

なるという認識もなく、設備が故障した場合にはメーカーの技術サービス員を呼んで修

理してもらうという対忚だった。空調設備のメンテナンスが重要という認識が普及して

きたのはここ 5 年～6 年くらいである。 

 

Ｑ：そのような状況下で顧実を獲得できたのか？ 

Ａ：最初の契約を取るまでに約半年間もかかった。つてを頼ってビルのオーナーを訪ねた

り、飛び込みでビルの工程部を訪ねたりして、日本での实績等の説明を行った。人脈を

つくるのに半年は必要であった。最初の契約が取れてから日本から技術者を呼び、メン

テナンス作業を行った。 

 

Ｑ：顧実の反忚はどのようなものだったのか？ 

Ａ：機械も故障なく動き、クレームもなかった。ビル管理者は、メーカーの技術サービス

員は十分な人数がいるわけではないので空調設備が故障した際に呼んでもすぐに来てく
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れないという不満や修理した後もゴミを散乱させたままで帰って行くので掃除をしなく

てはならないという不満を持っていた。この点、当社の場合、呼ばれたらすぐに駆け付

けるし、修理後もきちんとゴミを回収してから帰るので、だんだんと顧実の高い評価を

獲得できるようになった。 

 

Ｑ：非日系企業向けの取引の割合はどの程度か？ 

Ａ：一部日系企業の工場の空調設備のメンテナンスを行っているが、約 90％が非日系企業

向けである。浦東新区政府関係の建物の空調設備のメンテナンスはすべて当社が担当し

ており、その外にもテレビ局、病院、銀行、商業施設等の顧実がいる。 

 

Ｑ：なぜこのように順調に事業を拡大できてきたのか？ 

Ａ：決して順調というわけではなく、親会社の社長からは上海の成長スピードの 3 倍のス

ピードで成長しろと叱咤されている。まず、上海では営業活動が重要だ。この点、何回

も顧実の所に顔を出すという日本的な営業手法を实践している。5 年くらい通ってやっ

と獲得した顧実が 1 年間当社のサービスを受けてみた後、別の業者に代えてしまうなど

ということもある。その場合は、現場で担当者がトラブルを起こしていたということが

後で明らかになることもあるので、その再発防止策を講じなくてはならない。また、技

術者の管理も重要だ。技術者の育成には最低でも 2 年程度の時間がかかる。せっかく育

てた技術者が辞めてしまうのはショックである。技術者はそれなりに頭もよくプライド

も高いので、彼らが気持ちよく働けるような職場づくりが重要である。例えば法定日数

よりも休日を多く認めるなど彼らの要望を汲み取って居心地のよい職場にしないと彼ら

は付いて来てくれない。 

 

Ｑ：技術関係では今でも日本から支援者が派遣されているのか？ 

Ａ：今は藤原伸也副総経理が来ており、中国人スタッフと一緒に現場を回ったりしている。 

 

Ｑ：技術的には日本と中国で何か相違があるのか？ 

Ａ：中国のビルは大きいものが多く、1,000 冷凍トン以上の大型設備はすべて欧米系メーカ

ー製である。加えて、中国にはフロン規制が適用されていないため、大型設備にはフロ

ンを使用する装置が採用されており、これはすべて欧米系メーカー製である。このよう

な機械に対忚できる技術者は日本にはいないため、元欧米系メーカーの技術者を雇って

対忚している。 

 また、日本では一定のまとまりを持った部品が流通しているため、故障した部分を丸

ごと交換できるが、こちらではそのような部品が十分流通していないため、配電盤の回

路等にまで遡って原因を突き止め、細かな電子部品を交換したりすることが必要になる。 
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Ｑ：価格競争は激しいのか？ 

Ａ：空調メーカーもメンテナンスに力を入れつつあり、競争は厳しくなっているが、価格

を下げても結局はサービスの質が落ちてしまうのでできるだけ価格競争には陥りたくな

いと考えている。一方で、元メーカーの技術者が独立し自らメンテナンス会社を興して

参入してくる事例も多い。彼らは元々会社員として得ていた収入よりも尐しよくなれば

よいという考え方なので、安価で受注する。ただし、通常大きい法人は信用問題が生じ

ることをおそれ個人企業とは契約をしたがらないので、いずれそのような小さな会社は

淘汰されていくのではないかと見ている。 

 

Ｑ：営業員の育成に当たって工夫している点は？ 

Ａ：当社は物を売るわけでなく、目に見えない技術を売っているため、営業員であっても

技術のことを理解することが必要となる。このため、新たに営業員を 10 人採用しても、

1 年後には 1 人しか残らないくらい育成は難しい。同時に、管理者や技術者が営業員を

サポートすることが重要であり、私自身も 1 日 24 時間で緊急時出動ができる態勢をと

っている。 

 インセンティブ策に関しては、新規契約を取ってきた際の報奨金だけでなく、契約を

継続した場合にも報奨金を出すようにしている。固定実を逃さないように努力すること

が顧実満足度を高める上でも重要である。 

 当社の場合、これまでの点検記録をすべて保存しているだけでなく、毎年顧実に報告

書を提出し、その中で、技術サービス員が部品の交換等の提案も行うようにしている。

当社ではこれを「サービスマン営業」と呼んでおり、一人当たりの提案目標数を設定し

て、それを達成できないとボーナスを減額するという仕組みも導入している。 

 基本的には、例えば熱い最中に冷房が止まったらオフィスで働いている人やそこを管

理する人はどのような思いをするかと想像して顧実の立場を考えて対忚することが大切

である。实際、5 年ほど前の暑い日にあるビルの空調設備が故障してしまい、予備機が

なかったので修理する間オフィスで働く人たちはひたすら暑さに耐えなければならなく

なったことがあった。その際、私は扇風機をたくさん買い込み、しばらくこれで我慢し

て下さいと扇風機を配りながら各オフィスを回った。 

 

Ｑ：資金回収の問題はないか？ 

Ａ：場合によって尐し支払いが遅れることはあるが、全く問題はない。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：上海だけでもまだ十分な市場があると見ている。とても各メーカーで対忚できる規模

ではない。最近当社は三洋電機製の空調設備の華東地域の独占的サービス店に指定され

た。当社はまだ上海以外に拠点を持っていないので今は上海地域しか対忚できないが、
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いずれ華東地域の他の都市にも拠点を設けてメンテナンス事業を展開していきたい。 

 また、日本で行っている省エネルギーサービスについても、本年から中国で展開して

いきたいと考えている。 

 さらに、当社はエレベーター設備のメンテナンスに関する資格も持っているので、い

ずれそちらにも進出していきたいと考えている。エレベーター設備のメンテナンスは法

律上義務付けられており、ビルのオーナーから見れば空調設備と同じ事業者がメンテナ

ンスをした方が面倒でないはずなので、需要はあると考えている。 

 この外、5 年前から日本の飲食店の中国進出の支援を行っている。物件の選定・確保、

法人設立手続き、店舗の内装工事等を総合的に行うものであり、既にいくつかの实績も

ある。これは空調設備メンテナンスの業務を行っているうちに店舗物件に関する情報が

入ってくるようになり、それを日本に紹介するうちに始まった。浦東の和食・鉄板焼店

「楓雅」には当社も出資しており、開店当初私が総経理を任され慣れない仕事で大変な

思いをしたこともある。親会社の行っている 24 時間コールセンターサービスの顧実には

飲食店も多く、それらの上海への進出に関するニーズも高いため、本年から親会社に専

門の営業担当を 2 人置くことになり、当社としてもそこと連携をとりながらこの事業も

拡大させていきたい。 

 

Ｑ：上海の物件は価格が高いと聞くがどうか？ 

Ａ：既に東京以上である。東京は人件費が高いが家賃は低く、上海は人件費は安いが家賃

が高いという状況だ。上海ではよい物件は 1 週間で借主が決まってしまう。日本とはス

ピード感が異なるので、日本での意思決定を素早く行うことが重要である。 

 

Ｑ：開業以来 13 年になるが、御感想は？ 

Ａ：経済の伸びているいい時代なので、ここで仕事ができることを幸せだと感じている。 

 

Ｑ：日本の中小企業に対するアドバイスがあれば？ 

Ａ：中国に出てきた以上は現地の人を信じてやったらよいと思う。総経理を任されている

中国人を何人か知っているが皆うまく行っている。日本人の意見も取り入れて管理する

ことはよいと思うが、日本人が管理するとどうしても認識の違いが出てきてしまう。こ

こに適した管理方法を取り入れた方がよい。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 2 月 16 日） 
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ヴィラグランディス上海 

 

会社名：和美婚慶礼儀服務(上海)有限公司 

所在地：上海市楊浦区營口路 699号 

設立年：2007年 

資本金：650万ドル 

従業員数：約 85人 

主な事業内容：貸し切り婚礼サービスの

提供 

日本親会社：株式会社かづ美（石川県） 

インタビュー対応者：董事長 谷口和弥

氏、中国地区総支

配人 石晴磊氏 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：日本では尐子化が進行し、今

から対策を打ち効果が出たとし

ても、新生児が結婚適齢期にな

るまでには約 30 年かかってし

まう。私(谷口)は北陸 3 県で貸

し切り結婚式場を経営している

が、そのような日本市場に対す

る閉塞感から、約 6 年前に上海

の市場調査を行った。その結果、

以下のようなことが分かった。

①結婚するカップルが 9 万 2 千

組（当時）と多いこと。②披露宴の平均単価が 40 万円～50 万円であり、5 年くらい経

てばそれが 100 万円程度になると予想され、そうなれば事業的にも成り立つと考えられ

たこと。③建物の建設費が日本の 1/4 程度と聞いたこと（实際の建設費はそれ以上かか

ったが。）。④当時一人っ子政策が始まって 26 年目であり、上海の女性の平均結婚年齢が

27 歳ということだったので、一人っ子のために両親も披露宴にカネをかける時代になる

と予想されたこと。⑤中国にも御祝儀の文化があることから、高額の披露宴に対する需

要があると考えられたこと。实際、知り合いの女性が「弟が結婚するときには私の全財

産をプレゼントしたい」と話していたのを聞いて、これは可能性があると感じた。⑥若

者の披露宴に対する熱意が高いと考えられたこと。实際に知り合いの女性が「どんなに

好きな相手でも披露宴をしなければ結婚しない」と話していた。⑦こちらでは披露宴プ
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ロデュース業が独立して発達しており、新郎新婦はそこと会場のホテル等と別々に契約

しなければならないが、貸し切りの総合結婚式場であれば、1 本の契約で済むため、実

にとっても便利であろうと考えられたこと。以上のようなことから、上海に貸し切りの

総合結婚式場を建て、運営することとした。2007 年に外資独資で会社を設立し、2008

年 4 月にオープンした。日本と同様にヴィラグランディス・リゾートというコンセプト

にした。 

 

Ｑ：会社の立ち上げは順調だったのか？ 

Ａ：外資独資で会社を作るのは本当に大変だった。ここの建物を建てるのに实際約 1 年か

かった。特に厳しかったのが区政府の衛生環境部門や消防部門への対忚である。日本の

式場と同じくデザイン会社と設計会社に発注したのだが、日本の設計会社が中国の法律

を知らないので不安だと言うので、中国の設計会社とも契約して上海市の法令に適合し

た図面を描いてもらったはずだった。しかし、实際には建築しないと法令に適合してい

るかどうか検査してもらえず、例えば、厨房の隣にトイレを作ったら、それは法令に反

するので、移動しろと言われた。トイレを別の所に作り直すためだけでも約 2 千万円の

出費を余儀なくされた。当社の上海の担当者から問題と指摘されたのでどうしたらよい

かと私(谷口)の指示を仰いできた項目の件数を数えてみたら、1,000 件はあった。途方も

ない数である。どのような建築物であれば法令に適合するのかということが関係者に知

られていない上に、図面段階で規制当局が十分な審査をせず、实際に建設した後に平気

で大幅な施工変更を求めるという運用がまかり通っている。 

 

Ｑ：独資で進出した理由は？ 

Ａ：私(谷口)は持論として、人間は欲望が強く、利益や負債の分配で必ずもめるので共同経

営はうまくいかないと考えている。また、融資元の日本の金融機関が中国企業との合弁

会社の設立を支持しなかったという事情もある。 

 

Ｑ：事業を開始してみて反響はどうか？ 

Ａ：当社の認知度も高まってきて貸し切りの結婚式場ということを説明しやすくなった。

高級路線という当社のブランディング戦略も成功している。当社の挙式料金は上海の一

流ホテルよりも高いくらいなので上海でも高所得者層がターゲットとなる。实際、2009

年の中国のブライダル協会主催のコンテストのハウスウェディング部門で第 1 位に選ば

れた。昨年 10 月には約 30 組の挙式を行ったが、他とは差別化された結婚式を目の当た

りにした招待実の中に自らの婚礼をここで行いたいと即決して予約を申し込んで来た人

も数人いた。上海にはまだハウスウェディングの会場が尐ないので待っていても予約が

入ってくる状態である。 
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Ｑ：市場調査の段階と比べて予想が外れたところはあるか？ 

Ａ：披露宴の平均単価は事業を始めた段階で既に 100 万円を超えており、予想よりも早か

った。また「私人婚礼会所」（プライベート結婚式場）という新しい概念を当社が考え広

報しているのだが、2009 年から上海の約 10 か所の施設が同じ言葉を使うようになった。

日本ではこれまで約 20 年かけてホテルでの挙式→互助会制度に基づく会館での挙式→

ハウスウェディングという流れで流行が推移してきたが、上海ではハウスウェディング

への変化がより速いと感じる。昨年末には当社と全く同じ名前を名乗る業者が現れてお

り、現在法的措置をとろうとしているが、一方で、物真似が出るということは、市場に

おいてはそれだけ当社の存在が認められたのだと思う。 

 

Ｑ：結婚式場も併設しているのか？ 

Ａ：普通中国では披露宴は行うが、結婚式は行わない。建物を設計する際に式場を作って

も使われないかもしれないという思いも一部あったが、やはり結婚とは何かという深い

理念、哲学が大切であり、関係者参列の下、宠誓を行う厳粙な儀式の場が必要と考えた。

实際営業を開始して以降、100％の顧実が式場を利用して式を挙げている。やはり新郎

新婦にもそのような儀式が必要という意識があったのだ。当社の取組が上海の社会に影

響を及ぼしつつある。2009 年頃には上海に専門の結婚式業者が現れ、昨年からは上海市

の民政局が 3 つの区に式場を設け、婚姻届の受理に合わせて儀式を行う事業を行ってい

る。 

 

Ｑ：日本では神式、キリスト教式、人前式とあるが、こちらは？ 

Ａ：すべて人前式である。 

 

Ｑ：婚礼サービスは特に質の高さが求められるので、不安はなかったのか？ 

Ａ：事業を始める前は、従業員にサービスというものを十分理解してもらえるか半信半疑

であったが、今では、サービスがなぜ必要かということを指導すればそれが定着すると

いう確信が持てるようになってきた。その背景には北京オリンピックや上海万博という

大きな国際イベントが社会意識の変化に寄与した面もあると思う。もともと中国人はた

くさんの料理で実人をもてなしているように人をもてなすという気持ちはある。だから、

仕事の中で顧実をもてなすためにどのような振舞いが大事かということを教育すれば分

かってもらえる。例えば、結婚式当日に新郎新婦をつきっきりで世話するアテンダント

という職種があるが、カメラに映らないようにするため、アテンダントは常にしゃがん

で仕事をしなくてはならない。ところが、初めの頃、あるアテンダントの従業員は、人

がたくさん見ている前でしゃがんで仕事をすることは自分のプライドが傷つけられるの

で嫌だという反忚だった。それでも指導してしゃがみながら仕事をさせ、披露宴が終わ

った後、新郎新婦から「よくやってくれて本当にありがとう」と熱烈に感謝されると、
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アテンダント本人も感激して、今では当たり前のこととしてできるようになっている。 

 

Ｑ：サービスの指導は日本人従業員も行っているのか？ 

Ａ：やはりまだサービスの改善の余地があるので、今日本から二人の従業員を派遣し、指

導に当たらせている。また、例えば、中国では調理人の身だしなみが乱れているのが一

般的だが、今年は調理人の身だしなみを整えることに取り組む方針である。そうすれば

自ずと作る料理も変わってくるはずである。 

 

Ｑ：競合する中資系の貸し切りの婚礼業者には脅威感はあるか？ 

Ａ：まだない。今後も当社がよりサービスの質を高めていけば問題ないであろう。競合相

手が単なる安売り競争を挑んできても、質を伴っていなければさほど怖くはない。 

 

Ｑ：何か日本的な趣向を押し出しているのか？ 

Ａ：日本から上海に来た会社であるということは案内しているが、特に日本的なものは強

調していない。他業種でも日本式を押し通すことにより失敗している例もあるので、当

社では、例えば、新郎新婦をスターにすることなどできるだけ上海の文化を尊重して演

出を行っている。ただ、挙式、食事、写真、衣装、スタイリング等の一体感のある総合

的なサービスを提供することは譲れない点なので、そのような理念は押し通すようにし

ている。このため、当社では、飲食物等の持ち込みの禁止、婚礼のない日における施設

の別目的利用の禁止等の主義を貫いている。 

 

Ｑ：石総支配人は以前婚礼業界を経験したことがあるのか？ 

Ａ：石は婚礼業界に従事したことはないが、13 年間日本にいたこともあり、中国だけでな

く日本の文化や考え方も理解しており、かつ、組織のトップを張ることのできる能力が

あるので、総支配人として起用した。現在、浦東のフランチャイズ店を直営店にする事

業についても彼が責任者として対忚している。 

 

Ｑ：成功できた要因をどのように認識しているか？ 

Ａ：まだ成功しているとは思っていない。ただ、あえて挙げれば、海外のやり方に合わせ

て日本の技術を組み合わせるという基本的な考え方を持っているところだと思う。谷口

社長はできるだけ中国人従業員の意見を聴いた上で判断している。 

 

Ｑ：上海の新郎新婦に対する印象は？ 

Ａ：上海は急激に発展しているので、一生に一度の結婚式をもっと派手にやりたいという

強いエネルギーは感じる。 
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Ｑ：日本の中小企業に対するメッセージがあれば？ 

Ａ：こちらで事業を始めるに当たって、一番びっくりしたのは白酒である。私(谷口)自身そ

れほど酒には強くないので、あのような強い酒の連続の一気飲みは体に堪える。また、

飲食店を日本では経営しておらず上海で初めて始めた事業者の中には経営的にうまくい

っていないところも多いと聞く。私自身会社を興すのに本当に苦労したので、实は中国

への進出はあまりお勧めしない。ただ、多くの問題に耐えられる人がやり抜けば成功す

る可能性は大いにあると思う。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 4 月 18 日） 
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 上海花寅 

 

会社名：上海花寅实業有限公司 

所在地：上海市水城南路 51 弄鉆石公寓 9 号

103室 

設立年：2007年 

資本金：300万円 

従業員数：約 30人 

主な事業内容：生花の販売 

日本親会社：株式会社花寅（静岡県） 

インタビュー対応者：総経理 河上耕一郎氏 

 

Ｑ：貴社設立の経緯は？ 

Ａ：そもそものきっかけは、1999 年に昆

明で花の博覧会があり、1 か月ほど昆明

に滞在した際、年間を通して気候のよ

い昆明は、多くの花が育成し、欧米に

も輸出する花の生産基地となっている

ことを目の当たりにしたことである。

中国は人口も多いため、花卉産業が将

来の国の基幹産業の一つになるだろう

と实感した。そこで、中国に進出しよ

うと考えた。 

 フラワーアレンジメントの文化は日本の方が進んでいるため、文化的に進んでいて日

本の感覚を受け入れる可能性の高い上海に出店することとした。それが 2007 年である。

今では店舗で一般消費者向けに花を販売するとともに、高級日本料理店や結婚式場にも

花を納めている。 

 

Ｑ：中国は花の価格が安いと感じるが、どうか？ 

Ａ：当社の商品も日本よりは安いが、地元の花屋の商品はそれよりも安い。価格競争では

地元の花屋に絶対に勝てないので、クオリティを上げて顧実の高い要求に忚えられる物

を作るようにしている。花の寿命、デザイン等が一般の花屋とは異なるということを説

明し、差別化を心掛けている。花だけを売らない、デザインと技術を売る店でありたい

と思う。 

 

Ｑ：ローカルの花屋の水準をどう見ているか？ 



- 148 - 

 

Ａ：こちらに来た当初は束売り（花をただ束ねた物）しかなかったが、最近は欧州や日本

のデザインの入った物ができつつある。そのような意味では技術的にはレベルが上がっ

てきている。一方で、このことはデザインのよい物が一般消費者に受け入れられるよう

になってきたことを意味しており、うれしく思っている。 

 

Ｑ：開業当初は日本人向けの販売だったのか？ 

Ａ：そのとおりであり、最初の主な顧実は日本人駐在員だった。その後、日系の結婚式場

やプロデュース会社に取引が広がり、最近は、複数の中資系の結婚式場とも取引を行っ

ている。 

 

Ｑ：一般の中国人も買っているのか？ 

Ａ：当然一般店で売られている花の値段を知っているので、最初はこの価格でこんなにボ

リュームが尐ないのかという反忚だったが、徐々に当社の花のよさが分かってもらえる

ようになり、だんだんと広がっている。結婚式に参加してデザインがよいと感じたから

買いに来たという実もある。 

 

Ｑ：中国人の好みのようなものはあるのか？ 

Ａ：以前は赤い花を入れないと駄目という傾向はあったが、最近はパステルカラー、白、

グリーンを好むなど急速に変わってきている。言い方を変えると、そのようなデザイン

を好む顧実が当社の商品を求めている。 

 

Ｑ：デザインが模倣されるようなことはないのか？ 

Ａ：原料が生ものなので、季節によっても農園によっても種類や形が異なる。このような

原料の中からどう選び取り、それらを組み合わせるか、その感覚の違いや経験が重要に

なってくる。このため、そう簡単には模倣できるものではない。 

 逆に言えば中国市場には、こちらでは真似できないもの、例えば、細やかさ、手の入

れ方、日本人らしいこだわり、そこまでやるのかと思われるくらい配慮するものを持っ

てこないと難しいと思う。 

 

Ｑ：花の小売業の難しいところは？ 

Ａ：ローカルの花屋は捨てるくらいなら安く売ってしまえと考えて安売りに走るが、当社

の場合、良い商品を販売しているのだから安売りはできない。花は生ものなので売れ残

ればその分ロスが発生してしまう。そのロスをいかに減らすかが花の小売りの難しさで

ある。 

 

Ｑ：非日系企業向け販売はどの程度か？ 
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Ａ：中資系の結婚式場や一般中国人消費者に対する販売は約 6 割である。日系の結婚式場

に納めた商品もそのエンドユーザーは中国人なので、エンドユーザーで見れば約 9 割が

中国人である。 

 

Ｑ：中資系の結婚式場はどのように開拓したのか？ 

Ａ：日系の結婚式場の評判を聞きつけたりしたようで、向こうから引き合いが来た。 

 

Ｑ：中資系の結婚式場と付き合ってみて、日本との相違はあるか？ 

Ａ：やはり商売の駆け引きには厳しい。また、ローカルの花屋との競争も激しい。ローカ

ルの花屋は価格とボリュームの闘いを挑んでくるが、当社は品質の良さと他には真似の

できないデザイン力を主張する。この会場にはこのようなデザインの花が必要だという

説明をしている。結婚式を挙げる当事者がローカルの花屋では気に入らないという理由

で挙式直前にこちらに発注が入ることもある。直前の変更は中国的だと感じる。 

 

Ｑ：中国市場をどう見ているか？ 

Ａ：広い市場であり、まだまだ伸びると思う。無限の可能性がある。このことは中国に進

出する前にも思っていたが、こちらに進出して来ても更に強く思う。日本人の商売がこ

ちらで成り立つと实感している。日本の技術、経験、文化を持って中国に来れば、競争

に敗れるものではないと感じている。ただ、価格や量で妥協してしまうと、価格と量の

競争に巻き込まれてしまう。そのようにしなければここで生きていけると強く感じてい

る。 

 

Ｑ：それはハイエンドでも十分市場として成立するということか？ 

Ａ：市場はどんどん伸びている。日系企業だけでパイを奪い合うような小さなものではな

い。当社の結婚式場の事業はこちらの中の上くらいの階層を対象にしている。今後は、

最上位への進出もしていく。例えば、日本スタイルの和の世界、花数本で空間を決める

ことができるような商品は、ローカルの花屋ではまだまだ真似できない。そのような当

社でしかできないような商品を強く打ち出して行きたい。 

 

Ｑ：そのために何か課題はあるのか？ 

Ａ：人材が不足している。和のテイストを持ったサムライを探しているが、なかなか中国

に来てくれない。先日も日本にリクルートに行ったが、なかなか中国に行って名を揚げ

るという意気込みを持った若者と出会わない。 

 

Ｑ：よく中国人は良い物を知らないので、まず良い物は何かを分からせなければならない

と聞くが、どうか？ 
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Ａ：中国の一般消費者は花に関しても良い物をあまりよく知らない。ただ、良い物を見せ

ていくとだんだんと分かってくる。そうすると全体の水準が上がってきて、我々の得意

とする市場が膨らんでくる。当社一社だけで見せても厳しいので、日本の複数のデザイ

ン力の高い花屋がこちらに来て全体として良い物を広めていければよいと思う。分かっ

てくれる顧実は必ずいるはずである。 

 

Ｑ：花屋を営むに当たってこちらの環境はどうか？ 

Ａ：今一番欲しいのは中国産でクオリティの高い花である。輸入花はコストが高い。国産

でグレードの高い物があればもっと良い商品を提供することができる。そのためには日

本の農業関係者もぜひこちらに出て来て欲しい。 

 また、中国の国内輸送は商品の取扱いがひどすぎる。花が野菜以下の扱いにされてい

る。当社は関係会社が産地にあるので、クオリティの高い花を作ってもらおうとするが、

生産者から見れば結局輸送でボロボロになってしまうから、無駄であると言ってなかな

か作ってくれない。もっと多く日本の花屋が出て来てくれれば、専用の輸送ルートを構

築することができるかもしれない。良い店が高い価格で花を売るという出口を作れば、

生産者もきっと良い物を作ってくれるはずだ。 

 

Ｑ：中国人従業員の育成に当たって気を付けている点は？ 

Ａ：日本でも中国と同様に人を使うのは難しいが、こちらの人はカネを稼ぎに来ているの

が明らかなので、成功報酬という意味で分かりやすい面はある。ただ、せっかく育てて

も競合会社に引き抜かれてしまうこともあるので、ここにいた方が儲かると思わせなけ

ればならない。中国社会は实力社会なので、従業員は力があると思う人には付いて行く。 

 ここ数年は人材も育って悪くない環境になっている。給与とコミュニケーションには

気を遣っており、仕事が楽しければ仕事が続くはずなので、従業員の満足する給与水準

というのはどの程度なのか探りながらやっている。 

 

Ｑ：日本人は何人くらいいるのか？ 

Ａ：7 人である。中国人従業員と複数のチームを組んで、複数の現場で商品を納めている。 

 

Ｑ：日本人は必要なのか？ 

Ａ：チームのリーダー格として必要である。日本人に代替できる感性と経験を備えた現地

人材はまだ育成できていない。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：日本人らしさ、丁寧さ、こだわりといった自分たちの強みを発揮できるステージを作

っていきたい。そして、さらに我々を中国の方々に認知してもらって、尐しずつ自分た
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ちのこだわりが分かってくれる市場を広げていきたい。それは中国の一般消費者に分か

ってもらえるという实感がある。 

 

Ｑ：上海以外での展開は考えないのか？ 

Ａ：現在、蘇州の結婚式場とも組んでいるが、中国各地から引き合いが来ている。上海は

ビジネスの最先端であるため、関係者はまず上海を見に来る。そして当社を見付け出し、

オファーをしてくる。自分たちのこだわりを広めることができるのであれば、どこへ行

ってもやってみたいと思うが、人材育成のスピードが間に合わない。人がいないのでそ

のような要望にはなかなか忚えることができていない。 

 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 3 月 16 日） 
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上海大鶴 

 

会社名：上海大鶴蛋品有限公司 

所在地：上海市浦東新区鹿園工業園区鹿吉

路 96号 

設立年：2005年 

資本金：15万ドル 

従業員数：22人 

主な事業内容：鶏卵の生産・販売 

日本親会社：個人（大嶋正顕氏） 

インタビュー対応者：董事長 大嶋正顕氏、

総経理 趙朝利氏 

 

Ｑ：会社設立の経緯は？ 

Ａ：私(大嶋)は日本で「蘭王」「龍のたま

ご」といったブランド名で販売してい

る鶏卵を生産している。 7 年くらい前

にその卵を中国で売りたいという台

湾人が私に会いに来た。調べてみたら

鶏卵を中国に輸出することはできな

かったので、私自身が中国で会社をつ

くることにした。元来生卵を食べる習

慣がないという中国の食習慣を変え

てみせたいと考えて、2005 に会社を設立した。 

2006 年 3 月に「蘭王」の商標登録を申請したが、同年 5 月に却下されてしまった。当

時は気付かなかったが、後で調べてみると、その台湾人が私の申請を見越して、その尐

し前に「蘭王」の商標登録を申請していたのだ。その後しばらくその台湾人と協力して

卵の販売を行っていたが、1 年後に交渉が決裂し、先方が商標権に基づく損害賠償を請

求する裁判を起こしてきた。その後、5 年間にわたり北京の最高人民法院に至るまで計 8

回の裁判を行った。結果的には先方の請求が却下され、2010 年 3 月に当社への商標権の

帰属が確立した。 

 

Ｑ：貴社の商品の特色は？ 

Ａ：当社は卵の大きさ等に忚じて、「蘭王」「蘭皇」「蘭妃」「草蘭」「王様」というブランド

名で販売しているが、いずれもおいしい。子供が最も敏感に反忚する。黄身の柿色もき

れいであり、卵特有の臭さもない。これは鶏に食べさせる餌を工夫しているからであり、
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良い餌を食べれば良い卵を産む。餌に様々な材料や栄養素を配合するため、コスト的に

は高くなってしまう。上海では 500ｇ(約 8 個)4 元程度で卵を買うことができるが、例え

ば当社の蘭王は 1 パック(10 個)25 元で販売されている。それでも一度当社の卵を食べた

らあまりにもおいしいので顧実は他の卵に戻ることはできない。当社は年率 30％売上げ

が伸びており、春節等には全く足りなくなってしまうくらい人気がある。消費者が待っ

ている状態である。 

 当社は、自社で配合した餌を契約農家に提供し、そこで産まれた卵を買い取り、当社

で製造年月日の印字や箱詰めを行い、百貨店やスーパーに販売している。日本の鶏卵農

家でも自ら餌を作る人は尐ない。ほとんどの場合、餌業者が餌を製造している。当社の

餌は私が日本で長年研究・開発してきたまさに技術そのものである。 

 また、私は日本で初めて HACCP 認証を取得した者であり、こちらでも同様に検疫局

の抜き取り検査等に対忚したり、すべての検査記録を保存したりして万全の安全対策を

とっている。实際、当社は上海万博で唯一認められた卵納入業者であった。逆に言えば、

国際的な大イベントで食中毒を起こしてはならないと考えた政府当局は、当社の卵しか

万博会場での使用を認めなかったのである。 

   

Ｑ：貴社の卵はどのような所で販売されているのか？ 

Ａ：上海、北京、成都、青島等の日系、中資系、その他外資系の百貨店やスーパーで販売

されている。 

 

Ｑ：非日系企業向け販売比率はどの程度か？ 

Ａ：90％以上を非日系の小売店や飲食店に販売している。 

 

Ｑ：非日系企業向け顧実はどのように開拓したのか？ 

Ａ：台湾人と業務提携を行っていた 1 年目は販売をほとんど先方に任せていたため、当社

独自の販売ルートは全くと言ってよいほどなかった。そのような中、2007 年に提携関係

が決裂した際には、3 か月間集金がなくなったのみならず、販売先を失い在庫の山が積

み上がってしまった。とにかく毎日どんどん卵は産まれるので在庫を捌かなくてはなら

ない。そこで、私(大嶋)は趙総経理に対し、勿体ないので知り合いにでも配りまくれと

指示した。この会社の近所の人たち、親戚、門衛、農民工向けの弁当業者等に卵を配っ

た。中国の一般の人たちに当社の卵の存在を知ってもらいたかったのだ。また、上海市

内のあちこちの中資系、韓国系スーパーを回り、1 パック買えば追加の小型パックをプ

レゼントするという販促活動も行った。あの頃はもう後がないというところまで追い詰

められて苦しかった。 

 在庫がたまって仕方なくやったことではあったが、結果的にはよい宠伝になった。し

かも消費者は味の違いを分かってくれ、中資系スーパー等との取引も始まった。弁当業
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者からは割れた卵はすべて買い取りたいと言われたりした。日系スーパーでも競合品が

ある中で実の反忚により当社製品の販売比率が高まっていった。商標権の帰属が確定し

てからは、蘭王しか取り扱いたくないとして当社との取引に切り替えてくれる中資系小

売店もあった。 

 私(大嶋)はつくづく思う。いい物を作れば言葉は要らない。商品自身が自らを宠伝す

る。当社は広告・宠伝活動は全く行っていない。 

 商標裁判についても、多くの金銭的費用を費やし、相当な精神的苦痛を味わった。利

益を出すのにも 5 年かかった。でも、すんなりと行かなかったことがこの会社を強くし

たのだと今では思う。 

 

Ｑ：中国の消費者はどうか？ 

Ａ：日本の消費者よりも味や食の安全性に対して敏感である。中国人は自分が食べてうま

いと感じた物はカネを出しても買う。日本人の方が宠伝に左右されやすいと思う。中国

人は日本人以上に味にシビアであり、実が多く入っている中国の飲食店は間違いなく味

がよい。 

 

Ｑ：技術ノウハウの流出を防ぐ工夫をしているのか？ 

Ａ：餌の配合方法は私と当社の配合責任者しか知らない。また、配合部門に勤務する者は

当社幹部と多尐血縁関係にある者を充てるなどして機密保持には細心の注意を払ってい

る。これはノウハウが漏れた事例ではないが、以前、当社が提供する餌の量と納入され

る卵の量を比較して、明らかに納入される卵の量が尐ない農家があった。偵察のため職

員を派遣したところ、商標訴訟を起こした会社のトラックに卵を積んでいた証拠をつか

んだ。その農家の言い分は向こうの方が高く卵を買ってくれるからというものだったが、

その餌は当社が提供していたのだから、結局その農家との契約は破棄した。 

 

Ｑ：今後の展望は？ 

Ａ：規模の拡大に走れば利益は大きくなるだろうが、それはあまり考えていない。中資企

業から技術提携をしたいという申し出もよく受ける。私(大嶋)は中国人を判断できない

ので、常に趙に信頼できる相手かどうか判断させるが、彼はいつも首を横に振る。中国

人の趙が信頼できない相手であれば提携することはない。 

 今、5 万羽程度の規模でよいので直営農場を持ちたいと考えている。やはり信頼性を

より高めるため当社の旗を掲げられる直営農場を持ちたい。その他は今の契約農場方式

でよいと考えている。今土地を探しているが、周辺への環境影響もあって上海では許可

が下りそうにない。 

 また、おいしい牛肉や豚肉もこちらで作ってみたい。餌をよくすれば肉もうまくなる

はずであり、おいしいものであれば中国では必ず売れると思う。 
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Ｑ：日本の中小企業に対するメッセージは？ 

Ａ：中国に進出する企業にとって一番大切なことはいかによいパートナーを見付けるかで

ある。私(大嶋)も貿易の仕事をしていた趙朝利と日本で出会わなかったら中国に会社を

設立しなかった。5 年にわたる裁判を闘い抜く姿を見て、中国人・趙朝利の絶対に譲ら

ないという生き様を見た。私は趙と会社をつくる際に一つだけ約束をした。それは「喧

嘩をしない」というものだった。カネの奪い合いにつながる喧嘩だけはしたくなかった。

自分が全財産をプレゼントしても悔やまないようなパートナーと出会えるかどうかが最

も重要である。 

 第 2 番目は、現地化の徹底である。当社の場合も「技術面は俺(大嶋)がバックアップ

するから、経営はお前に任せる」と趙に言って始めた。そういう役割分担がうまく行っ

ているから会社がうまく行っているのだと思う。 

 これに加えて、技術的な裏付けがあれば、中国では必ず成功すると思う。 

 ただし、私(大嶋)は「和僑」として中国人になり切るつもりで中国に出て来ないと成

功しないとよく人に話している。实際中国は難しい。ほとんどの日本人がこれまで出資

金を回収できずに二束三文で日本に戻っている。儲けようと思うとまず 100％失う。こ

の国のために何かをしようという気持ちがなければ中国に出てくるなと言いたいくらい

だ。 

 

Ｑ：よきパートナーを見付けるためにはどのようにすればよいのか？ 

Ａ：自分が相手にとってよきパートナーと見做されるようになるしかない。自分の体から

出るエネルギーが相手に訴え掛けるようにならなければない。また、相手に裏切られて

も悔やまないという気持ちになれるようになるためには、そこまで自身が人間として成

長しないと駄目であろう。 

 

Ｑ：趙総経理はこれまでを振り返って、どんな感想を持つか？ 

Ａ：まずは、大嶋社長に感謝の気持ちで一杯である。卵事業に素人であった私(趙)によき道

案内をしてくれた。これからは、当社を大きくというよりもより強くしたい。安全安心

な卵を生産するというこの企業の任務を忘れずに、良心的な商品をこれからも作ってい

かなければならないと考えている。そしてここの社員が幸せに仕事をし、生活していけ

るようにするのが理想である。 

Ｑ：大嶋会長はどうか？ 

Ａ：趙とは「この会社は俺の孫とお前の孫の会社にしよう」とも話している。そのくらい

中長期的な繁栄を目標としている。そのような信頼できるパートナーに出会えたのは私

の幸せである。 

（以上） 

（インタビュー实施日：2011 年 4 月 15 日） 
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おわりに 

 

 

 中国経済の発展に伴い、製品やサービスの質で勝負する日系企業の求める市場も広がっ

てくるであろう。一方で、今回のインタビュー調査においても明らかなように中資企業の

供給する製品やサービスの質はますます向上している。しかも、中国市場には欧米系、韓

国系、台湾系等の企業も多数参入している。このような競争の激しい市場において、経営

資源の乏しい日本の中小企業が成功するためにはどのような戦略を立てればよいのか。そ

れは、それぞれの事業者の業態や置かれた状況、市場の様相によって当然異なってくるで

あろう。 

このため、本報告書においては、様々な事業者にインタビューを行い、その結果をでき

るだけ詳細に掲載することにより、日本の中小企業関係者が事業戦略を立案するに当たっ

て、何らかの参考となるべき情報、いわば「考えるための材料」を提供することを目指し

た。このような意味において、本報告書の中心はⅣ．のインタビュー記録にあり、Ⅲ．の

分析と考察については、そのような見方もできるという程度の一つの仮説に過ぎない。た

だ、その仮説を要約すれば、変化の速い中国市場に対忚して開発－生産－販売・提供とい

う経営サイクルを有効に循環させるためには、現地法人への権限委譲及び日本親企業の経

営トップの適切な関与が必要であり、その前提として、中国の人々や社会のためになる事

業を行うことにより現地のよきパートナーを見出すことが重要であるというものである。

この仮説の外にも、読者におかれては、インタビュー記録に基づき、中国におけるものづ

くりの現状、労働力事情、一般消費者の意識の変化、ブランド構築や口コミの重要性、会

社における家族的雰囲気の醸成等の様々なテーマに関し何らかの仮説を立てることができ

るのではないかと思う。 

 

 日本人・日本企業に最も足りないもの、それは異文化・異国の地で自らの夢を实現しよ

うという勇気ではないだろうか。中国市場には「無限の可能性がある」と語る上海花寅の

河上耕一郎総経理は日本で人材を獲得しようとしても「なかなか中国へ行って名を揚げよ

うという意気込みを持った若者と出会わない」と嘆いている。一方で、中国で自らの夢を

实現しているのは必ずしも本報告書において御紹介した方々だけではない。武漢市でケー

キを作り店舗展開を拡大させている向野正義氏、成都市で日本式の幼稚園を運営し保護者

から高い評価を得ている吉原マキ氏、中国人従業員と共に寝起きし手料理を振舞いながら

彼らを育て実との対面方式の精肉店を上海市で展開している梅村美智明氏については、既

に通商弘報131415において紹介した。彼らはほんの一部に過ぎないが、中国という異国の地

                                                   
13 http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/biznews/4cff413f33838 
14 http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4d51e253cb5e8 
15 http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4d4a4625d13a8 
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で自らの夢を实現しようとする起業家精神にこそ我々は学ぶべきではないだろうか。その

際、自らの夢の实現には「中国の人々や社会のためになる事業を行おう」という意識やそ

の意識の共感に基づく現地のよきパートナーとの協働を欠かすことはできないであろう。

「この国のために何かをしようという気持ちがなければ中国に出てくるなと言いたいくら

いだ」と上海大鶴の大嶋正顕董事長も語っている。 

 

 最後に、本報告書は、インタビュー及びその結果の公表に無償で忚じてくださった各社

の皆様の御協力によって成り立っている。これらの方々はそれぞれ相当な御苦労をされ、

中には廃業の危機に直面したところも複数あった。私はインタビューを続けて行くうちに、

このような各社の「生き様」に惹き込まれ、これら企業及び個人の苦難と成功の歴史を記

録にとどめたいという思いに次第にとらわれていった。当方からのインタビュー依頼に対

し、必ずしもすべての企業が忚じてくれたわけではない中、快くインタビューに御協力い

ただいた各社の皆様には改めて心から感謝申し上げたい。皆様の言葉の端々から、日本の

中小企業のために何か役に立てることがあれば協力したいという御厚意を感じた。そのよ

うな皆様の御厚意は、東日本大震災により傷つき、未だ苦しみのただ中にある日本の中小

企業関係者の心にもきっと届くはずと信じる。 

 

（2011 年 5 月 23 日 ジェトロ上海事務所次長 川合現） 


