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2000年代以降のグローバル化の深化

●グローバル市場のさらなる深化
⇒世界市場をめぐる多国籍企業間の競争の激
化（ポーター編1989，浅川2003等。世界市場で2
位以内の地位が必要！ byジャック・ウォルチ）
⇒日本企業では1990年代まで、世界市場で高い
競争力を持っていた自動車や電機等の産業にお
いても、他の先進国や新興国の企業との競争圧
力が働き世界市場におけるシェアの低下が深刻
化



グローバル化と現地化の葛藤

●世界市場で通用するデザイン・性能等を
備えた製品を開発・販売する必要性（例：
iphone）

⇔

●世界各国の市場と消費者の特性を理解
し、各国でそれに合わせた製品を開発・
販売する必要性（例：ガラケー）



グローバル化と現地化の両立が必要

●製品特性にもよるが、工業製品にはグロー
バル化と現地化の両立は必要。あるいは両
者の矛盾も。

・ある程度、規格が統一された製品を開発し
なければ、大量生産による「規模の経済」の
メリットを発揮できない。

⇔
・世界各国の市場と消費者の特性を無視し
ては、それぞれの国での市場シェアの増加
は見込めない。



日本の家電メーカーの事例

●日本の家電メーカーは「グローバル化」指向
が強い（ポーター1989）。⇒日本国内で売れ
ている製品を世界市場に展開。高性能では
あるが高価格⇒海外市場では売れない（丸
川2007）

●海外進出の際に、現地法人のトップに現地
人材を登用しない。

⇒現地の市場ニーズをつかめない。

⇒海外市場でのシェアの低下。



上海に進出したA社販売会社の事例

●元々、事業部制の伝統が強い会社であった
が、2000年代以降、本社が製品の企画・開
発・生産・販売に強い権限を持つ「グローバ
ル」型企業に変容。

●早くから中国に進出し、以前は中国市場で
高いブランド力を持っていた。

●調査を行った2012年頃は、激しい国際競争
にさらされ、2年連続で多額の赤字を出して
いた。



上海に進出したA社販売会社の事例

●同社の電子部品を扱う3つの部門（実質的
には、それぞれ異なる製品を扱う3つの販売
子会社）の管理職13名（日本人4名，中国人9
名）に対して，インタビュー調査と資料収集を
行った。



DEPARTMENT’S SALES STAFF BY NATIONALITY

AND POSITION

1st Dep. 2nd Dep. 3rd Dep.
日本 中国 日本 中国 日本 中国

Manager - − 1 1 1 —
Head 1 5 3 1 3 1(副)
Chief - 8 2 5 1 10
Employee - 42 - 32 - 25
Sum 1 55 6 39 5 36

Percentage of 
managers and 
chiefs

83.3% 33.3% 20.0%
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SALES BY CUSTOMER AND PRODUCT IN

2011

1st depart. 2nd depart 3rd depart

Sales by 
custome
rs

中国 日本
Othe

rs
中国 日本

Othe
rs

中国 日本
Othe

rs

67% 17% 16% 28% 40% 32% 3% 87% 10%
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現地化に成功した事例

●モーター部門（第1部門）
中国人人材を現地法人の実質的な
責任者に据えることで、中国市場での
売上げを伸ばす。
⇒ 最終的な製品価格の決定権など
は本社が持ちながらも、現地法人か
らのニーズに応えた現地市場向けの
製品の開発を行う。



現地化に失敗した事例

●抵抗器・コンデンサー等を扱う部門（第2
部門）
中国人人材の管理職への登用率は第1
部門より低く、中国企業への売上げも伸
びていない。
⇒現地法人からのニーズに応えた現地
市場向けの製品の開発も行っていない。
書類作成や会議が多いため、現地法人
からの本社に対する要望が届きにくく、
意思決定も遅れがちである。



現地化の成否が微妙な例

●半導体部門（第3部門）の場合

管理職に占める現地採用者の比率も、中国
企業への売上額の比率も低い。

⇒ただし、同部門が販売している半導体部
品は、同社が中国で生産している完成品の
部品として、あるいは他の日系企業向けとし
て生産されたものが多かった。



現地化の成否が微妙な例

●調査時点では、国企業向けの売上げが伸
びないのは、ある意味、やむを得ないことだっ
た。

⇒ 現地法人の管理職やスタッフの実質的な
仕事は「本社」からの指示に従って業務を行
い、その結果を説明・報告することが中心で
あった。



半導体部門の課題

●仕事量の割には、本社から派遣され
た日本人管理職（駐在員）が多すぎた
（人件費がかかりすぎ！）

●優秀な中国人現地スタッフを採用し
ていた割に、彼（女）らの活躍や昇進
の機会がない（大連にある211工程校
卒業のJ氏の場合→退職して日本の
九州大学に留学し、大手日本企業の
本社に入社）。



日本の家電メーカーの事例

実は異文化理解の前に「自文化を理
解すること」が必要では？

⇒P社では、本社に「各事業部門」との
連携を密にするための「全社サポート
部門」を設立（モーター部門のように最
終的な決定権は本社が持ちながら、現
地法人の要望を柔軟に汲み上げてい
くことを目指す）。



調査時点以降の状況

そのおかげかどうかは分からない
が2013年以降は、P社の業績は改
善している。



日系自動車メーカーの場合

日系自動車メーカーの中国市場での売上げ ⇒ ドイ
ツ・米国・韓国等メーカーに比べると販売台数の増加
は限定的（市場シェアの減少）

(関2013，西野2014)



中国市場での売上げ拡大は難しいの
だろうか？

客観的なデータをみると売上げの
増加率が低いことは事実だが、だ
からこそ自国（自社）の強みと現地
市場の現状を客観的に分析するこ
とが必要。



広汽トヨタ社の具体的な経営戦略

●内陸部の経済成長による需要の高まり
⇒しかし、いたずらに正規ディーラー数を増やして
はいない

●アフターサービスの充実のために
・単に接客態度等を向上するだけでなく
・純正の修理・メンテナンス用部品の供給
（中国では安い代替部品も多く出回っているが、
故障やトラブルの原因になるため）
・顧客に十分な説明を行った上での修理や部品
交換の徹底



中国市場でのアフターサービスへの
需要の高まり

● 近年、中国市場では、安心できるアフターサー
ビスやメンテナンスへの需要が高まっており、
サービス部門での利益率は高まっている（異文
化理解という側面）。

●その一方で、元々、トヨタ自動車は、充実したア
フターサービスに定評があり、その強みを中国
市場においても実現しているともいえる（自文化
理解という側面）。
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