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対中ビジネス苦難の歴史（授業用資料） 

 

園 田 茂 人 

 

一．はじめに 

 

二〇〇五年、大連の日系企業にストライキの嵐が吹き荒れた。 

同年の七月二七日、大連東芝社で五〇〇人強の従業員が生産ラインを止め、賃上げを要

求、一時騒然とした事態となった。 

労働争議が日中間の懸案となったのは、これが最初ではない。一九九三年の三月、広東

省・珠海に位置する日系企業で大規模なストライキが発生した。数百もの管理職・一般従

業員が参加してのストライキは、賃上げをめぐるトラブルが原因とされている。珠海全体

の給与水準が前年度に比べて三〇％上昇していたため、従業員が同程度の賃上げを要求し

たのに対して、会社側が過大な要求であるとして拒否したことが、ストライキの直接の原

因となった。自体を重く見た市政府は調停に乗り出し、ストライキは三日で終結した[梶

田・園田一九九六、一四四頁]。 

その後、ストライキが増加する傾向は見せなかったものの、日系企業で働く従業員が賃

金に不満な状態を持ち続けていたことは、各種データを見ても明らかである。それどころ

か、筆者たちの調査グループが一九九二年と二〇〇七年に行った結果を比べてみると、中

国の日本企業で働く従業員たちは、給与及び給与の上がり方に強い不満を持ち続けてきた

ことがわかる（図１参照）。 

――――― 
図１挿入 
――――― 

振り返ってみれば、二一世紀に入ってからというもの、中国は２ケタ成長を続けてきた

が、こうした成長率の高さが、日本を含む多くの外資系企業の中国進出を加速化させてき

た。それどころか一九九二年の鄧小平による南巡講話以降、日本企業は着実に中国進出を

果たし、二〇〇八年時点では二八〇〇社近い現地法人が中国で活動している。事実、その

数は二〇〇五年にＡＳＥＡＮを抜いてからというもの、世界第一位であり続けている（図

２参照）。 

 
――――― 
図２挿入 
――――― 

一九九〇年代まで、多くの日本企業は中国に安い労働力を求めて進出していた。ところ

が中国経済の成長とともに、日本企業は中国を市場と見なすようになる。世界の工場から

世界の市場へと中国が変貌する中で、日本企業もその進出目的を変えていく。そして、中

国人スタッフを活用した国内市場の開拓を大きなミッションとし、その活動内容も生産か

ら販売・マーケティングまで幅広いものとなっていく。 

事実、二〇〇八年にＪＥＴＲＯが行った、アジア地域に進出している企業（製造業）を

対象にした調査でも、日本企業が中国を中長期的に市場としての潜在性が最も高い国と見
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なしていることが明らかになっている（図３参照）。 

――――― 
図３挿入 
――――― 

中国に進出し、中国人スタッフと協働する機会が増える中で、日本のビジネスマンは日

本とは異なるビジネス文化―本章では、企業を運営・管理する際に前提とされる行動原理

をビジネス文化と定義する―に対峙してきた。実際、日本企業の中国進出は、多くの摩擦

を引き起こしてきた。 

もっとも、日本人ビジネスマンの目に映じた、異文化としての中国ビジネス文化の中に

は、この二〇年間の市場経済の発展とともに変化してしたものもあれば、さほど大きな変

化をしていない―それゆえ現在でも日本人ビジネスマンが悩まされている―ものもある。 

筆者は、一九九一年から現在にいたるまで、日本人ビジネスマンを対象にしたインタビ

ュー調査や質問票調査、現地従業員や大学生を対象にした質問票調査など、中国研究と社

会学研究、企業研究がオーバーラップする領域で数多くの調査を行ってきた〔園田一九九

八；二〇〇一ｂ；二〇〇三；二〇〇八〕が、本章では、これらのデータをもとに、日本人

ビジネスマンが見た企業内摩擦の状況を歴史的に通観してみたい。 

 

 二．変わる中国のビジネス風土――社会主義の後退が生み出す変化  

  

 衰退する社会主義の悪弊 

外資系企業の本格的な進出が始まる前の一九八〇年代、日本企業は一様に中国における

社会主義の悪弊に悩まされてきた。 

ビジネスパートナーと話をつけても、監督官庁のお墨付きがもらえないと動きが取れな

い。経済活動を行おうにも、依拠すべき法律が整っていないから、どうしてよいのかわか

らない。従業員を雇用しようにも縛りが多く、自由な採用ができない。進出のための交渉

も長引くばかりで、なかなか結論が出ない。市場経済が整備される前にあっては、さすが

の日本企業もなすすべがなかった。 

不都合は、企業の中にもあった。 

人事考課を忌避するどころか、その意味さえわからない管理職。退社時刻のはるか前に

帰宅の準備を始める従業員。生産ラインをリニューアルしようとすると、「今の製品でも売

れているのに、なぜ新しいことをしないといけないのか」と抵抗する現場の労働者。「お金

持ちにサービスしてやる必要はない」と信じているホテルのボーイ。納品時間を厳守する

よう要求しても、「何でそんなに急ぐのか」と暖簾に腕押しの現地の取引先。客が来ても無

視し続けるレストランのウエイトレス。みな、市場経済の何たるかを理解していなかった。 

 たとえば、天津市で一九八〇年に操業を開始したＡ社の場合、 

 

「操業を開始した当初は、三年間は給与を据え置き、メリハリのある査定もご法度でし

た。したがって当時は、誰も働きたがらず、大変苦労しました。私たちとしても、これ

では会社の機能を果たさないと思い、交渉の結果、毎年昇給する制度を導入することに

しました。ただ、査定の結果については各従業員が敏感で、『どうしてこうなのか』と説

明を求めてくるケースが多くみられました」 
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 一九八一年から福建省福州市で操業を始めたＢ社の場合、もともと部長クラスの人に査

定権が認められていなかった。インタビューを行った一九九三年の段階でも、「査定分は小

遣い程度」で、「査定の方法は、基本的にマイナス方式をとっていた」。 

ところが、一九九二年の鄧小平の南巡講話以降、特に華南地域の経済が急速に発展する

中で、社会主義の悪弊は市場経済の広がりの中で徐々に後退していく。 

インタビューを行った一九九五年当時、広州に事務所をもつ日系総合商社のＣ社には、

きわめて優秀な人材が集まっていたというが、その理由を情報提供者である日本人ビジネ

スマンは、「働きがいのある職場の条件を備えていたから」だという。 

この日本人ビジネスマンによれば、高い給与と豊かな生活の保障、安定した職場環境が

働きがいのある職場の三条件だというが、この時期、労働条件に敏感な現地従業員が生ま

れ、よりよい職場環境を求めて移動を開始するようになる[園田二〇〇五]。 

 

年功賃金制度をめぐる評価の変化 

実際、日本企業の年功賃金制度は、九〇年代の半ばくらいまで、現地従業員に比較的好

意的に受け入れられていた。中国国内でも国有企業の中で年功序列的賃金体系となってい

たため、これと大きく違わない日本企業の管理手法が歓迎されていたのである。 

筆者を含む調査グループが、一九九一年から九二年にかけて、中国国内の一一都市、三

七の日本企業で働く一〇〇〇名強の中間管理職を対象に行った質問票調査の結果によると、

年功賃金制度を「自国に役立つ」と回答した者は七六・一％（「わからない」「無回答・誤

回答」を除く）。給与の高さや福利厚生などでは欧米企業にかなわないものの、日本企業は

雇用の安定性で優れていると、従業員から肯定的な評価を受けていた。 

 しかし、経済発展が華南から長江デルタ、沿海部一帯へと拡がる中で、長期安定雇用と

年功序列賃金制度も評価を下げてゆく。欧米企業や台湾・韓国企業の急速な中国進出と、

優秀な人材獲得合戦の激化。中国国内における私営企業の台頭と、独立自営がもつ魅力の

増加。国有企業におけるリストラの断行と、大胆な成果主義の導入による体質改善の試み。

ビジネスチャンスの拡大と転職の可能性の広がり、それに人々の労働観・価値観の変化が

複合的に絡み合う中で、雇用の安定性を重視する日本企業のもつ強みが、徐々に弱みへと

変わってゆくのである。 

 事実、上記調査の一五年後に、ほぼ同じ質問票を用いて行った調査によると、二〇〇七

年の時点で年功賃金制度を「自国の役に立つ」と回答した者は五四・八％にすぎなかった。

一九九二年から一八ポイント近く低下したことになる（図４参照）。 

――――― 
図４挿入 
――――― 

 

 「業績主義指向・リスク非回避型」若年層の台頭 

 中国人従業員による年功賃金制度への評価の低下は、業績主義的評価への期待の高まり

と表裏一体であった。そして、業績主義的価値観をもつ若年層が新規採用者として企業の

中に入り込む過程で、徐々に日本企業もその変化を意識せざるをえなくなってゆく。 

 以下の表は、筆者を中心にした研究グループが二〇〇三年に中央大学（日本）の学生四



 

 

4 

 

一八名、上海大学（中国）の学生三九八名を対象に行った質問票調査の結果の一部を示し

たものだが、資本主義の日本よりも社会主義の中国の方で学生が「実力のみで評価される

職場で働きたい」、「自分で事業を興し、独立したい」、「できる限りの出世をしたい」と考

える傾向が強い「反転現象」を示している。 

――――― 
表挿入 

――――― 

 業績主義的価値観への転換は、世代間で徐々に進行していった。国有セクターの勤務経

験をもつ親の世代も、改革開放とともに金銭指向を強めるが、その子どもの世代は経済的

な停滞を知ることなく育ったこともあり、みずからの能力を高く評価してもらえる企業を

渡り歩くことを厭わない傾向が強い。 

図５は、筆者の学生たちが、日本（早稲田大学）、韓国（延世大学）、中国（復旦大学）

で学ぶ学生とその親、三〇〇ペアを対象に、二〇〇六年に実施した意識調査の結果を示し

たものだが、中国（子）できわめてリスク回避志向が小さいことがわかる。このスコアは、

「私はハイリスク・ハイリターンの仕事よりもリスクが低く安全性の高い仕事を好む」「私

はリスクを回避しようとする比較的慎重な人間である」「私は仕事を選択する時や、会社を

選ぶ際に、リスクが高いものを選びたくない」「私は、より良いキャリアのために仕事を変

えていくことをいとわない」の四つの質問に対する回答の平均値を示したもので、スコア

が高いほどリスク回避型のパーソナリティであることを示す。 

――――― 
図５挿入 
――――― 

 日本の組織は総じてリスク回避的な特徴をもっているが、中国で「業績主義指向・リス

ク非回避型」の若年層が台頭してきていることは、中国に進出した日本企業にとって、Ｏ

ＪＴによって育成した優秀な人材が流出する危険性が高まったことを意味していた。 

  

 強まる欧米企業指向 

それだけではない。「業績主義指向・リスク非回避型」の若年層のメンタリティーは、欧

米企業の組織文化と親近性をもっていることもあり、中国の若年労働者は、就職先として

欧米企業を理想視しやすい。雇用の安定性や年功賃金制度といった国有企業と似た雇用政

策ゆえに、日本企業に対する高感度が高かったのが、「業績主義指向・リスク非回避型」若

年層の台頭により、日本企業への高感度が低下し、反対に欧米企業の高感度が増していっ

たのである。 

 証拠を二つ挙げよう。 

 図６は、筆者を中心にした研究グループが二〇〇八年にアジア六カ国のエリート大学で

学ぶ学生を対象に行った質問票調査の中で、中国のデータのみを抽出し、その卒業後の就

職企業先を示したものだが、北京の大学で自国系企業への指向が強くみられるなど、地域

的な違いが見られるものの、どちらもアメリカ企業への指向が日本企業への指向を圧倒し

ている点で共通している。 

――――― 
図６挿入 
――――― 
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 こうした欧米企業への評価の高まりは、日系企業内部でも進行した。 

 図７は、日系企業で働く中間管理職に見る企業指向の時系列的変化を示したものである。

設問は、「労働条件が同じだとした場合、あなたはどちらの企業で働きたいと思いますか」

とあるものの、欧米企業における労働条件のよさを想像してのことであろう、この一五年

ほどの間に「どちらも可」と「日本企業」という回答が減った分、「欧米企業」と回答する

者が増えている。 

――――― 
図７挿入 
――――― 

 このように、日本企業の内部であれ外部であれ、雇用の安定性に代表される日本企業の

魅力が中国人に評価されなくなっていったことは、日本企業にとって大きな衝撃だった。 

 いずれにせよ、こうした事情を理解して初めて、北京にある日系電子部品メーカーＤ社

に勤めるある女性従業員が、二〇〇二年のインタビューの際に以下のような発言をした真

意を理解することができる。 

 

「日本企業は国有企業の『大鍋飯』のようで、頑張っても頑張らなくても大した差がな

い。契約してきても、それが給料に大きく反映されることもありません。しかし欧米系

企業は違います。業績があると、すぐ給料に反映される。ここの営業マンの給料は七割

が固定給で、残りの三割が業績給。つまり、目標を達成すると、その三割を全部もらえ

るわけ。やはり欧米のやり方が中国に向いていると思います」。 

 

 激化する個人ベースの競争 

 当然のことながら、日本企業の中にも中国における価値観の変化を敏感に察知して、人

事評価のシステムを現地の実情に合わせているところもある。 

 たとえば、一九八八年に上海で操業を開始した、日系電子部品メーカーＥ社の場合、一

九九〇年代の半ばから、毎年優秀な業績を挙げた従業員を顔写真入りで顕彰し、香港旅行

をご褒美にするなどのインセンティブを与えるようにしたところ、飛躍的に生産性が上が

り、現在でもこの施策を続けているという。 

 また、香港をベースに深圳に一九九三年に進出した、日系化学品メーカーのＦ社の場合、

オフィスレベルの離職率がゼロに近いというが、その秘訣は「思い切った実力主義の導入」。

極端な場合、日本人のマネジャーを降格させ、そこに中国人をもってきて給与を倍増させ

たこともあるというが、日本人駐在員よりも給与が多い香港人マネジャーも尐なくないと

いうから徹底している。 

 しかし、そこまで大胆な施策を打ち出せている日本企業はそう多くない。それどころか、

これほどまでに極端な実力主義を「企業内の和を乱す」として忌避し、日本的な雇用慣行

を、ほぼそのまま導入している企業がほとんどである。 

 こうした日本の企業にとって、旺盛な転職意欲をもつ「業績主義指向・リスク非回避型」

従業員は、「自分勝手」な存在と映りやすい。 

 広東省東莞市に位置する日系鉄鋼関連メーカーＧ社の日本人駐在員によれば、 

 

 「日本人は、よいか悪いかは別として、特徴として、会社を優先して、個人を犠牲にす
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る傾向があると思うのです。ところが、中国では、個人を優先して会社は後ろへ回るの

です。そういう文化風土の違いがあります。だから、会社の経営が苦しいときに、個人

は尐し我慢して、会社を優先しましょうというやりとりをするときに、違和感がありま

す」 

  

 もっとも、個人を優先する中国人従業員イメージは、一九八〇年代にもあったし、現在

も存在し続けていることからも、時間とともに変化しにくい中国ビジネス文化の一要素と

みなすのが妥当である。 

 では、この四〇年ほどの間に変化したとはいいにくい、対中ビジネスの際の「摩擦」は

どのようなものか。筆者はこれを、「関係主義という中国社会の基本原理と集団主義という

日本社会の基本原理の対立・軋轢に起因するもの」と解釈しているが、以下で、その具体

的な顕現を論じてみたい。 

 

 三．変化しない中国のビジネス環境――関係主義という「文化の型」  

 

 上海駐在外国人ビジネスマン調査の示す事実 

 まずは、図８を見てほしい。この図は、二〇〇一年と二〇一〇年に、筆者を中心にした

研究グループが、上海と蘇州を拠点にしている日本人駐在員調査、それぞれｂ七六人と八

四人）を対象に行った質問票調査の結果の一部を示したものである。今まで中国とのビジ

ネスに長く従事してきた日本人ビジネスマン、二〇〇名以上を対象にインタビューを積み

重ねてきたが、彼らが口にしていた中国人の特徴を形容詞としてまとめ、「こうした形容詞

は中国人を形容するものとして正しいか」と聞いた結果の一部を示したのが、この図であ

る。 

――――― 
図８挿入 
――――― 

 「自己中心的」という表現は、日本ではあまりよい形容詞とは思われていないが、この

種の質問票では曖昧な回答をしがちな日本人ビジネスマンの四分の三が「そう思う」と回

答しているのには驚かされる。 

 

 個人責任を中心に成り立つ職場 

 では、日本人に映じた中国人の自己中心性は、どのような形でビジネスの現場に現れる

のか。 

 第一に、日本企業が求めている集団作業―特に生産現場を抱える製造業では、こうした

集団作業が求められる傾向が強い―に対応できず、あくまで個人の権限・責任で行動する

中国人従業員の姿に、日本人ビジネスマンが驚くといったシーンで現れる。 

 一九九三年に、遼寧省大連市で操業を開始した電子関連の日本企業Ｈ社で働く日本人ビ

ジネスマンに、一九九六年にインタビューしたところ、次のような発言が得られた。 

 

 「一般従業員の働きぶりをみていると、さまざまなところに日本と中国の違いが見えて

きました。たとえば日本の場合だと、工場の現場でチームを作っているのが 40 歳程度
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のおばさんたちですが、彼女らは自発的にリーダーを決め、そのリーダーを中心に仕事

の分担をした上で作業にとりかかります。ところが中国の現場を見ていると、こうした

リーダー格の人がいません。各自がバラバラに作業をしているだけです。個人として見

ると一生懸命仕事をしているのですが、とにかく組織だっていないのです」 

 

 北でも南でも、日本人ビジネスマンは似た感想を持つようだ。一九九八年に深圳の日系

化学メーカーＩ社の日本人ビジネスマンを対象にインタビューを行った際、次のような発

言が得られた。 

 

 「中国人従業員は、････個人プレーが多く、『団結』といった言葉がいろいろなところで

貼られていますが、実際に『団結』することは相当に不得手です。また、会社が大きく

なれば個人も大きくなるといった発想はありません。もっとも、絶えず政治的な変動を

経験してきた人たちに、このような発想を持てといってもむずかしいかもしれませんが」 

 

 もちろん、集団作業の訓練を受けてこなかったといった事情や、社会主義体制のもとで

個人を単位にした管理がなされてきた過去の経緯も関係していよう。図７にあるＥ社の表

彰のあり方は、職場で失敗した場合の責任の取らされ方を示唆するものでもある。 

 事実、江蘇省連雲港市にある日系食品メーカーＪ社の日本人ビジネスマンによれば、 

 

 「日本の工場とは異なり、部品がなくなったら、この部品をなくした従業員が給料から

その弁償をするシステムになっていました。普通、日本の工場の場合、最初からある程

度の予備部品を買っておき、絶えず部品不足にならないような態勢を敷きます。そして、

不足した部品の数をいつもチェックしておき、その数を減らすよう集団として努力する

システムになっていますが、中国では、あくまで個人の責任で部品の管理が行われてい

ました」 

 

 こうした状況に直面して、多くの日本人ビジネスマンは日本的な集団活動の限界を感じ

やすい。図３から判断する限り、現地人中間管理職は「ＱＣサークル」などの日本的な集

団経営を「自国に役立つ」と思っているが、日本人の側は、中国に日本的な集団活動を導

入することがきわめて困難だと思いがちである。 

 実際、細かな罰則規定を決めたり、個人の権限の範囲を明確にしたりすることで、職場

で発生するトラブルを開始しようとするケースが多いが、こうした状況を日本人は「中国

では性悪説に基づいた経営がなされている」と表現し、一段低い管理手法とみなす傾向が

強い。 

 遼寧省瀋陽市の日系化学メーカーＫ社の総務担当者は次のように述べ、日本的な管理方

法が中国で通用しなかったと当時の状況を回顧していたが、こうした状況は現在でも中国

の日本企業で広く見られている。 

 

 「工場を建設してからまもなく、多くの工具類がぽつり、ぽつりなくなっていきました。

ドライバーやペンチなど、日本人からすればたいしたことのない工具類であっても、こ
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れがなくなることは無秩序が拡がることを意味していましたから、私も事態を憂慮して

いました。そこで一計を案じて、『あとでこの工具をあげるから、盗まれないように見張

っていてくれ』と指示を出しました。すると、盗難事件が生じなくなったどころか、別

の従業員も、『私も監督役をやりたい』と言い出すほどでした」 

 

 自らの失敗を認めたがらない現地従業員 

 個人責任が強調される職場にあって、自らの非を認めることは他者からの非難を受ける

ことを意味するが、こうした状況を避けるために、現地従業員はなかなか失敗を認めたが

らない。そのため、日本人ビジネスマンには中国人のプライドの高さが、時に我慢ならな

いものと映る。 

 深圳の電機メーカーＬ社の日本人総経理によれば、 

 

 「中国人も香港人も、総じて仕事をやって失敗しても、決して自分のせいだとは言いま

せん。『自分はできない』とか、『自分のせいで失敗した』とは決して言わないのです。

それだけ彼らのプライドは高いのですが、そんな時、日本と同じように、相手を責める

ことをしてしまえば、大変なことになります。これも、日中の大きな違いでしょう」 

 

 あくまで集団的な責任を重視し、個人の失敗を包み隠さず報告することが善とされる日

本企業と、個人責任を基本にするために、自分のミスを秘匿しがちな中国人従業員。日本

人側に、こうした彼我の違いに対する理解がないと真剣に犯人探しをし、これが職場の雰

囲気を悪くするばかりか、現地従業員による暗黙の抵抗を生み出すケースも尐なくない。 

 江蘇省蘇州市で二〇年以上、工場経営をしている日本企業のＭ社では、以下のようなエ

ピソードが存在したという。 

 

 「以前、夜中に突然呼び出され、『機械が故障して動かなくなった』という報告を受けま

した。わが社の場合、二四時間フル稼働の態勢をとっていましたから、いつ事故が生じ

るとも限らない状況にありました。そこで、眠い目をこすってラインに入ってみると、

確かに機械が動いていません。『誰の責任だ』と問いただしても、誰からも答えが返って

きません。それどころか、『機械の調子がもともと悪かったのだ』と言い出す始末で

す。････どんなにこちらが悪意をもって犯人探しをしようとしているのではないといっ

ても、ダメでしたね」 

 

こうした状況に遭遇し、多くの日本人ビジネスマンは「中国は個人主義の社会だ」と考

えがちである。本章の図４にある個人主義スケールを見ると、中国では親も子も、そのス

コアが日本のそれに比べて高くなっているが、これも彼らが、「人は、集団で働くよりも、

個人で働いた方が良い」「個人は、集団でおこなった仕事の成功や失敗の責任をとるべきで

ある」といった意見に賛成しがちだからである。 

 

 人間関係が重視されるビジネス風土 

 もっとも、中国でのビジネス経験が豊富な者は、「個人主義」とは一見矛盾する、「人間
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関係の重要さ」を中国のビジネス文化の特徴として指摘する傾向がある。 

再び上海・蘇州駐在外国人ビジネスマン調査によると、「ビジネスにとって人間関係は重

要である」という文言について、中国、日本、韓国、台湾で、それぞれどの程度当てはま

るかを五ポイントスケールで評点してもらったところ、日本人ビジネスマンの中国に対す

る平均ポイントは二〇〇一年に一・三四、二〇一〇年には一・三六と似たスコアを示し、

日本や韓国に対する平均ポイントより〇・八弱低くなっている。この十年ほどの間に、日

本人ビジネスマンの中国における「人間関係の重要さ」への眼差しは、ほとんど変化して

いないのである（図９参照）。 

 ――――― 
図９挿入 
――――― 

では、人間関係の重要さは、具体的にどのような形で中国ビジネスに現れるのか。今ま

でのインタビュー記録を読み返してみると、以下の三つくらいのパターンがあるようだ。 

第一に、誰がビジネスパートナーになるかによって、ビジネスの成否がまったく異なる

点。特に合弁事業の場合、日本側をどの程度信頼し、どのような形で企業内での分業体制

を敷くかは、一にパートナーの性格・資質による。パートナーに恵まれていた者にせよ、

恵まれていなかった者にせよ、日本人ビジネスマンは異口同音に、「中国ではよい人に巡り

あえるかどうかが、ビジネスの成否に大きな影響を与える」と述べている。 

第二に、情報の共有が、特定の人間関係のラインによって行われる傾向が強い点。この

人間関係が企業の外にある場合、極端な場合、企業の重要情報が外部に漏えいすることに

なるが、日本の企業は知的財産権の保護を含め、こうした情報の管理に敏感になっている。 

そして第三に、企業内に特定の人間関係を媒介にした「親分―子分」関係が存在してお

り、そこでの感情的結びつきから利益の共同化が、企業の行動に大きな影響を及ぼしてい

ている点。中国語で「圏子（quanzi）」と呼ばれる一種の派閥が企業の内外に存在してい

て、こうした人間関係を無視しては、ビジネスはむずかしいというわけだ。 

 上海郊外に位置する化学メーカーＮ社の日本人技術者によれば、 

 

「そもそも、会社組織といった考え方があまり中国人にはなじみのあるものではありま

せん。彼らにとっては、個別の「親分‐子分」関係か、実際の血縁・地縁関係が重要な

のであって、特定の人間に対して忠誠を誓うといったことの方がもっと自然なことなの

です。たとえば、自分を雇用してくれた人の言うことはききますが、これは会社内での

指揮系統を超えることもあります」 

 

 地方政府との濃密な付き合い 

 人間関係の重要さは、総じて、企業内より企業外、とりわけ地方政府との関係で言及さ

れることが多い。特定の人間と知り合いになれば、政府関係者しか知りえない情報を得る

ことができるばかりか、さまざまな特権にありつけるというわけだ。 

 上述の日系化学メーカーＫ社は、以下のようなエピソードを紹介してくれた。 

 

 「ある時突然、公害局の人が私たちの会社も排水している箇所の水を調べ、『公害を発生

させているから罰金を払え』と言ってきました。『私たちところ以外の会社も排水を流し
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ているのだから、本来ならばどこの会社の出した排水が問題を起こしているのかを詳し

く調べる必要があるのではないか』とこちらが主張しても、『罰は罰だ』の一点張りでし

た。その後、関係当局の人たちと懇親を重ね、人間関係を深めるうちに、『今度はいつ調

査に行くから』といったことが事前に知らされるようになるなど、事態は完全に変わっ

てしまいました」 

 

 また、浙江省杭州市に位置する化学メーカーＯ社の日本人副総経理によれば、 

 

 「中国で仕事をするには、必ず手みやげが必要で、最近では、このコストもバカになら

なくなっています。時にタバコ一本で十分に事が処理される場合もありますが、そうで

ないケースも増えつつあります。そういえば、こんなケースがあります。ある日、緊急

の用事でタクシーを利用して移動することになりました。しかし、鉄道の踏み切りは降

りたまで、遮断機は一向に上がる気配がありません。私はタクシーの運転手にタバコケ

ースを渡し、『うまくやるように』指示を出しました。運転手は、踏み切りを管理してい

る者のところへ行き、話をつけて戻ってきました。事実、一時的に遮断機が上がり、私

たちが通り過ぎた後に、また遮断機が降りたのです。運転手にタバコを渡したかと尋ね

ると、『三本で十分だった』といいます。つまり、三本だけ渡して、残りは自分のものに

したのですね。たったこれだけで無理が通るのですから、いかにも中国ですよね」 

 

 これら二つのエピソードは、一九八〇年代後半のものである。その後、地方政府に蔓延

する腐敗に憂慮した中国共産党は綱紀粛正を呼びかけ、贈収賄に厳しい目を光らせるよう

になったが、現在でもこうしたエピソードは広く見られる。 

中国ビジネスに関する筆者のスピーチを聞いた後に、広東省の現地工場へ派遣された電

気部品メーカーの総経理は、二〇〇八年三月に筆者によこした電子メールの中で、「最初、

こうしたエピソードを聞いた時には『まさか』と思いましたが、現地に赴任してから似た

ケースを経験し、『なるほど』と思いました」と言ってきたが、それだけ地方政府との「関

係」が中国ビジネスにとって重要な要素であり続けているのである。 

 

 問題解決の手段としての「関係」 

 人間関係を利用した、各種資源の調達。こうした傾向を社会主義体制の「欠乏経済」に

起因するものだと考える立場もある。市場経済が成熟し、人々の意思決定が合理的になれ

ばなるほど、特殊個別な人間関係＝「関係（guanxi）」を利用したビジネスは衰退してゆ

くといわけだ。 

 ところが筆者がインタビューした日本人ビジネスマンで、今後「関係」の重要性が低く

なる可能性を否定しなかったものの、日常的なビジネスで「関係」が不要だと言い切った

者はいなかった。遠い将来、「関係」が意味をもたなくなる状態がやってくるかもしれない

が、尐なくてもそれは近い未来のことではない、というわけだ。 

 実際、筆者が行ってきた各種調査の結果からは、今後とも中国のビジネスで「関係」が

重要であり続ける可能性が高いように思える。 

 例を挙げよう。 
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 図 10 は、一九九七年から九九年にかけて、筆者を中心にした研究グループが天津、上

海、重慶、広州の四つの都市、合計四〇〇〇名強の市民を対象に行った意識調査の結果を

示したものだが、「求職の際にコネを使うことをどう思うか」との質問に「当然だ」と回答

した割合は、二〇歳代の若者の方で高い。市場経済に慣れ親しみ、大卒比率も高い若者の

方で求職の際に「関係」を利用することに抵抗感がないとすれば、今後とも「関係」を利

用したビジネス行為が続いていくと考えられる。 

――――― 
図 10 挿入 
――――― 

 

 関係主義的ビジネス風土の中の「不信」 

 個人を中心に多くの責任が配分され、誰とパートナーシップを組むかによってビジネス

の成否が大きく異なる環境。組織的な情報共有を図ろうしても、あくまで個人的な人間関

係を通じて情報が流れてしまう企業のあり方。政府の役人とのパイプの有無によって、企

業の利益が大きく変わってくる状況。日本人ビジネスマンは、こうした「不安定な」状況

に中国ビジネス文化の大きな特徴を見出している。 

 もっとも、これも単なる異文化として理解される程度のものであれば実害はない。しか

し現実には、日本人ビジネスマンが、こうした「不安定な」状況を生み出す中国側のビジ

ネスパートナーに信頼が置ききれない状況が存在している。 

 図 11 は、再びの上海・蘇州駐在外国人ビジネスマン調査結果を示したものだが、これ

からも、日本人ビジネスマンが中国人ビジネスパートナーを信頼し切れておらず、しかも

この点で大きな変化を示していない事実を窺い知ることができる。それどころか、「信頼で

きない」「まったく信頼できない」とする回答が一〇ポイント近く増加していることからも、

事態は悪化しているともいえる。 

 ――――― 
図 11 挿入 
――――― 

 

 特定の人間関係に依存せざるをえないために、組織的な信頼を置きにくい状況こそ、日

本人ビジネスマンにとって中国でのビジネスが困難である最大の理由がある。 

強い社会的自我＝「面子（mianzi）」と強力な「関係（guanxi）」指向によって成り立つ

中国の「関係主義」は、場の力が強く作用する「集団主義」に慣れ親しんできた日本人ビ

ジネスマンにとって[園田二〇〇一ａ]、必ずしも心地よいビジネス環境とはなっていない。

この点、同じ中国系社会といっても、台湾で働く日本人ビジネスマンがこうした感覚をも

たずにいるのとは、きわめて対照的な状況である[園田二〇一一]。 

 

 四．おわりに  

 

 欧米のビジネス書を読むと、しばしば日本と中国のビジネス文化の親近性が指摘されて

いる。両方とも、人間関係が重視される collectivism の社会であって、individualism に

よって出来上がっている欧米のビジネス文化とは異なっているというのである。そしてそ

れゆえ、「中国進出にあたっては、日本の企業とタイアップするのが望ましい」といった主
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張がなされることにもなる。 

 しかし、筆者が長年行ってきた日本人ビジネスマンを対象にしたインタビューからは、

こうした「日中ビジネス文化の親近性」はほとんど聞こえてこない。「一衣帯水」とは言い

ながら、実は日本と中国とでは異なるビジネス文化が見られるとする意見が一般的で、こ

の両者が似たものになるだろうという予想を、彼らが口にすることはほとんどない。 

 もちろん、本章の前半部で指摘したように、「異なるビジネス文化」と思われていたいく

つかの要素は、市場経済の成熟とともに消滅しつつあり、社会主義制度を背景にしていた

異文化としての中国ビジネス文化の一部―「そもそも中国人には勤労意欲がない」などと

いった誤った一般化を含め―は、すでに過去の遺物になりつつある。しか、中国のビジネ

ス文化は、依然として日本人ビジネスマンにとって異文化であり続けている。 

 中国経済の高い成長率と、市場としての潜在性に魅せられ、次々と進出する日本企業。

そこで働く日本人ビジネスマンは、「グローバル化がもたらすフラット化」の恩恵を受けつ

つも、中国という異文化の中で、日々ビジネス活動に従事しているのである。 

 

 

＊注 本章は[園田二〇〇九]をもとに、新しいデータを用いて大幅にリライトしたもので

ある。 
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園田茂人「日本企業にとっての中国ビジネス文化；その歴史的変化と継続性を中心に」二

〇〇九年成均館大学現代中国研究所国際シンポジウム用提出論文、二〇〇九年 

園田茂人「台日企業大陸投資聯盟之心理基礎─以江蘇、上海台日企業於 2001-2011 之歴時

分析」二〇一一年国立政治大学「台日商策略連盟與拓展大陸内需市場：経験、案例與実

務」 シンポジウム提出論文、二〇一一年 
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図１ 日系企業の従業員にみる満足度：1992-2007 年 

 

出典） 

 

 

 

図２ 日系企業の海外現地法人数の変化 

 

出典）http://www.jbic.go.jp/ja/investment/research/report/pdf/2008-growth.pdf 

 

 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

給
与
の
額

有
給
休
暇

福
利
厚
生

昇
進
の
可
能
性

雇
用
の
安
定
性

給
与
の
上
が
り
方

1992年 2007年



 

 

14 

 

 

図３ 中長期的（５～10 年）に市場として潜在性が高い国・地域（単位：％） 

 

出典）JETRO2008 年度在アジア日系企業経営実態調査（製造業），N=436 

 

 

 

図４ 日系企業で働く中間管理職による日本的経営に対する評価（単位：％） 

 

注）数値は「自国に役立つ」と回答した者の割合を示す。 

出典）園田（2008:164）より作成。 
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図５ 日中韓における世代間の価値観の違い（単位：ポイント） 

 

注）ポイントは５点スケールで、ポイントが高いほどこれらの価値観が強く見られることを示す。 

出典）2006 年海外ゼミ（早稲田・復旦・延世比較調査）  

 

表 日中大学生に見る望ましい職場条件（単位：％） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

出典）菱田・園田（2005:129） 

 

 

  

 日本 中国 

実力のみで評価される職場で働きたい 1.9 69.2 

自分で事業を興し，独立したい 11 25.3 

仕事の能力向上のためにはプライベートな時間を使っ
てでも勉強したい 16.6 56.7 

賃金の低い仕事はやりがいのない仕事だ 5 20.2 

外資系の会社で働きたい 12.6 41.7 

できる限りの出世をしたい 36.1 49.7 

最初に就職した会社でずっと働きたい 25.9 10.3 
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図６ エリート大学生に見る企業指向 

 

  出典）2008 年アジア学生調査。各大学で 200 程度のサンプルを集めている。 

 

 

 

図７ 日系企業で働く中間管理職に見る企業指向 

 

出典）園田（2008:169）より作成。 
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図８ 中国人は自己中心的である 

 

      出典）2001 年・2010 年上海・蘇州駐在外国人ビジネスマン調査 

 

 

 

図９ 「ビジネスにとって人間関係は重要である」（単位：ポイント） 

 
 

  注）横軸にある「中国、日本、韓国、台湾」は地域を示す。また、ポイントは５点スケールで、ポイ

ントが低いほど回答者が賛成していることを示す。 

出典）2001 年、2010 年上海・蘇州駐在外国人ビジネスマン調査 
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図 10 求職の際に「関係」を利用することは必ずしも悪いことではない： 
1998-2006 年 

 

注）スコアは１から５まで。数値が低いほど同意していることを示す 

出典）1998 年、2006 年四都市調査 

 

 

図 11 中国人ビジネスマンへの信頼度 

 

出典）2001 年上海駐在外国人ビジネスマン調査 
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