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ビジネス

ロシアビジネスの変遷と経済発展の潜在力
国立高等経済学院
（ロシア）
企業・市場分析研究所長

アンドレイ・ヤコブレフ

（ペーパー参加）

劣悪な産

自由に動かせる企業が経済成長の新たなモデルの基礎と

業環境、市場経済を運営するために必要とされるスキルや

なった。しかし、成功するためには投資への意欲が不可欠

知識の欠如、レントシーキング（見返り利益の追求）
、利権

であった。

ロシアの1990年代の現実はどうであったか？

といったものが広汎な国家の収奪、資産剥奪、所有権の大

2008年以前は国内外の市場が、ロシアのビジネス環境の

規模侵害、物々交換、不払い、税の滞納、経済停滞、財政

劣悪さにもかかわらず、投資と成長に対する十分なインセ

危機を引き起こした。

ンティブを提供したが、2008年以降は経済政策に対する不
安定感と確信の低下が支配した。短期的には、社会的歳出

1998年の金融危機は1990年代のレントシーキングの帰結
であった。それは財政危機のみならず政治的な危機でも

が大きく増加した。次の課題は経済発展の新モデルの模索、

あった。1991年以後初めて共産主義者たち
（プリマコフ政

即ちビジネス界との対話と「2020年戦略」
を作成することに

権）
が政府に登場し、この脅威が、より適切な経済政策を模

あった。

索するエリートの主要グループ間での会話の前提となった。

2009年から2011年にかけていくつかの試みが実行に移さ

急激な税制改革、関税の低減、中小企業規制の簡素化と

れた。刑法典の自由化、規制影響評価の導入、戦略イニシ

いった2000年代初期の自由化に向けた改革は、
「交渉による

アティブの創設である。最も包括的なのは2012年にプーチ

制度改変」と見ることができる。ロシア産業企業家同盟、

ンが発表した
「国家起業イニシアティブ」
である。ビジネス

実業ロシア、アポーラといった先進的なビジネス団体は、

環境ランキングにおけるロシアの地位向上を目指したもの

こうした国家ビジネスの交渉において重要な役割を果たし

で、様々なロードマップの作成、企業へのオンブズマン導

た。

入、地方政府の知事の活動評価基準の刷新、WTOへの参

「ユーコス事件」と油価の上昇によって、国家とビジネス

加構想などである。しかしこうした試みとは裏腹に、経済

の間のバランスが変わった。しかし、それは2000年代の社

のトレンドに変化はなかった。低成長、資本の逃避、投資

会的・政治的な安定と経済成長の好機となった。その結果、

の減少である。その主要な要因は経済政策の矛盾と、2011

2000年代には「新しいビジネス」の発展を見ることができ

年以降、経済主体にとって非常に大きな不安定感があった

た。国内需要の高成長がもたらした機会をうまく利用し、

ことにある。

成功した中規模の企業がそれである。2008年の金融危機以

2011年春のアラブ諸国における一連の政治変動は、ロシ

前のロシア経済において、年商1000万ドルを超える約5000

アの政治エリートにとって大きな「外的ショック」になっ

社の中規模企業が、20％以上の年間売上増を維持しながら

た。2011年12月のモスクワにおける大規模な政治抗議を背

活動していた。こうした企業は特に建設と販売業において

景にして、エジプトあるいはシリアのシナリオと並んで、

顕著であったが、実際上あらゆる経済分野にわたってい

ロシアでもありうる事態の進展への恐怖は強固な保守的反

た。

応への引き金となった。この反応は様々な形をとった。ビ

同時に、こうした企業の所有者たちはロシアにおいての

ジネス環境の改善努力の継続、公共部門の賃上げ
（2012年

み自分たちは高い社会的地位を手中にすることができると

５月の法令）
とならんで、汚職への戦い
（官僚主義に対する

考えていた。そのため、こうした企業は投資環境を変える

より強固な圧力）
、政治的反対勢力に対する圧力（過激派の

ために集団活動に参加するようになった。最初は2008〜

逮捕、
「外国エージェント」を規制する法令等）
、反米政策、

2009年の危機の後、実業ロシアを通じてそうした活動が行

軍事費や法制強化費の増大である。しかし、これらは将来

われた。ロシア市場に精通し、資金とマネージメント層を

に対する新たな明確なビジョンのない、ほとんど
「防御的
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豊かさをロシアの重要な潜在的利点と明確に考えている。

この政策の主要な問題は、経済主体にとって矛盾するシ

・経済の大きな構造的歪み（ソビエトの計画経済から受

グナルであった。何故なら、同時に軍事費を増大させよう

け継ぎ、過去25年にわたって克服されていない）
。多くの

とする政府には、公共部門への資金を増大させるだけの財

企業にとってこうした歪みは、将来何年にもわたって成長

源がないことは2012年に既に明らかであったからである。

のチャンスがあるニッチ市場があることを意味する。

このような着地点を絶えず声明することは、経済政策の全

・教育水準の高い労働市場。外国企業の評価によると、

体的な的確さとマクロ経済の安定性を維持することに疑問

ロシアの労働者の能力は他の発展途上国の平均より依然と

をもたらした。そのために、国外への資本逃避が増大する

して高い。これはロシアに高度技術の生産基地を配置する

ことになった。過度の一貫しない規制のもとで反汚職を目

機会を与える。

的に官僚機構への圧力を強化したことにより、官僚たちが

・高い都市化水準。高い教育水準と高所得を有する圧倒

何らかのイニシアティブを発揮することへのリスクが増大

的多数の都市住民が大規模な高度あるいは中程度の消費財

し、結果として経済発展につながる適切な環境を形成する

に対する需要を産み出す。

ことへのインセンティブを後退させた。

こうした諸要因が一体となって、2014年までは年率５～

クリミアのロシア編入に伴うウクライナ危機、ロシアに

６％の比率で経済が持続的かつ長期的に成長する機会が与

対する国際的な制裁、ロシアの食料品輸入規制、これらは

えられていた。ロシアのこうした潜在力が、不適切な経済

経済政策に対する不安定さのみを増大させた。最近の出来

政策とビジネスの国家に対する不信によって実現されな

事（シリアにおける軍事行動、トルコとの新たな緊張）は、

かった。しかし、先進国との今後の避けがたい緊張関係、

経済政策が外交政策のターゲットに従属していることを再

ロシア企業の制約された資本と技術へのアクセス、油価の

度示した。同時に現在の危機は農業、化学産業、冶金のよ

下落にもかかわらず、前述の諸要因の効果が消失する訳で

うないくつかの分野に新たなチャンスを生み出している。

はない。ロシアには発展の潜在力がある。しかし、それを

長期的視野に立てば、恐らく外国の投資家はロシアを魅力

実際に実行するためには構造的な内部のコンフリクトを解

ある市場と見なし続けるであろう。外国企業は、ロシア市

決し、エリートと社会の間で新たな
「社会契約」を形成する

場のメリットとして、以下のような点を指摘している。

とともに、エリート内部の中枢グループ間で新たな合意を

・天然資源の存在（原油に加え、金属、木材、農業用地

作ることが必要である。こうしたプロセスはエリートと大

等）
。ロシアの自由主義的専門家に特有な「資源の呪い」に

衆が共有する新たな国家発展戦略を策定すること無しには

関する思考とは対照的に、ビジネス界の人々は天然資源の

不可能である。

中国の経済と企業戦略における
「新常態」
長江商学院
（中国）次席院長

周立

中国の経済がハードランディングすると思っている人は

過熱を避けることが目的である。しかも、適切な戦略を

多いのではないだろうか。ハードランディングとは急激に

もってスローダウンさせている。

落ち込むことであるが、私は、中国の経済はソフトラン

最近、
「新常態」ということが言われ、様々な定義が与え

ディングで大丈夫だと思っている。また、中国の経済のス

られているが、私の理解をお話したい。中国の経済成長は

ローダウンが言われるが、2015年の中国経済は6.9%の成長

確かに下がってきている。中国は従来のメード・イン・チャ

を続けており、非常に大きな絶対額がある。中国が意図的

イナから今後、ソールド・イン・チャイナに変わっていく

に経済を停滞させているということもある。2008年以降、

と思う。中国は低賃金の国から上方に移り変わってきてい

中国の経済は過熱していた。それに対応するために、意図

る。これを先ず念頭に置く必要がある。もう一つの重要な

的に少しスローダウンしているということである。経済の

側面として、資本の流れがある。従来、中国は他の国から
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投資を誘致してきたが、今は中国が他の国に投資する時代

る。最後に、インフラ建設能力の輸出が強化されよう。
「一

になっている。また、産業も製造業からサービス業へと中

帯一路」が掲げられ、中国は国外でもインフラ建設を手掛

心が変化してきている。経済の高成長の場所も沿岸部から

け、民間企業が大きな牽引役になっていくだろう。

内陸部に広がってきている。
「新常態」の中心はこうした点

非国有企業について、私は４つの世代に分類できると思

にある。

う。第１世代は、早期に活動を開始したレノボや華為

2015年第３四半期までの推移をみると、経済のスローダ

（ファーウエイ）といった企業である。これらの企業は今、

ウンの中で、過剰生産設備が増大している。大きな問題は、

グローバル化とイノベーションを行っている。特に、レノ

資金がないことではなく、企業の受注量が減少してきてい

ボはグローバル化を実施したパイオニアである。レノボは

ることである。製造業は減少してきており、成長も鈍化し

かなり以前にIBMのパソコン部門を買収し、グローバル化

ている。一方でサービス業は2012年から増加に転じ、現在、

を実行し、イノベーションも活発に行っている。華為はグ

製造業よりも多くなっている。

ローバル化を別のやり方で進め、有機的な形で成長してい

私の学校の学生達は中国のビジネス・リーダーであり、

る。同社の75％のレベニューは海外から稼いでいる。通信

科学的なリサーチなどをやっている。学生達はこれまでの

機器のプロバイダーとしてはナンバー１に成長した。レノ

伝統的な経済の話だけでは満足せず、新しい経済の話をし

ボは他企業の研究開発部門も買収し、華為は自前の研究開

なければならない。例えば、非常に多くのインターネット・

発を行っている。私は、華為は恐らく軍隊のような組織で、

ユーザーが出現しており、ここに大きな機会がある。中国

製造事業を大規模に展開し、イノベーションはなかなかや

のマーケットがどういう状態になっているかと言えば、消

らないと思っていたが、私の予想は間違っていた。華為は

費とサービス・セクターで今最も台頭目覚ましいのが資産

現在、特許の出願でナンバー１になり、モバイル・サプラ

の管理である。日本は資産管理に関し大きな経験を持って

イヤーとしてもナンバー１になっている。

いるが、中国でもこの分野が発展してきている。海外旅行

次は、復星
（フォーサン）
などの第２世代である。他の企

も増加してきている。これが現在の中国の経済の状況であ

業の幹部の年齢は60～70歳代であるが、復星あたりから幹

る。

部の年齢が若くなってきている。第３世代、これはミレニ

次に、中国の企業に関して報告したい。中国の企業には

アム世代の会社である。その一例がDJIである。この会社

特徴がある。先ず、国営企業があるということである。但

はドローンを製造しており、深圳にある。創業者は35歳と

し、国営企業の重要性は低下してきている。大企業は国営

いう若さである。前世代の企業と異なり、この会社は最初

企業であり、フォーチュン誌の世界の500社に入っている

から販売の多くの部分が海外向けだ。世界の民生用ドロー

中国企業もすべて国営企業である。保険や金融の企業が多

ン市場の70％のシェアを持っている。将来的に中国の会社

い。しかし、国営企業は効率が高くないという欠点がある。

はこういう形になっていくのではないかと思う。中国人も

投資をしてもリターンが小さいという問題を抱えている。

イノベーティブであり、オリジナリティーを持つことがで

国営企業は今後どうなっていくのだろうか？

私は、国

きる。第４世代にどういう企業を入れるかは悩んだが、

営企業は無くならないと思う。しかし、国営企業には改革

ディディ・クアイディ（Didi Kuaidi）を入れた。これは自

が必要で、政府も改革の導入を考えている。昨年末、政府

家用車やタクシーの配車会社である。外国では全く事業を

は国営企業のカテゴリー分けを実施しようとした。最初の

行わずに、120億ドルを稼いでいる会社である。この会社

グループは商業企業で、普通の会社である。もう一つのグ

の創立者は私の学校の卒業生で、他のクラスメートの会社

ループは電力会社などである。私が考える限り、今後のス

を買収した経緯がある。私の生徒たちのつながりがあった

テップは統合を行っていくことであろう。小さな国営企業

ので、この会社を第４世代として選んだ。

は大きな国営企業に吸収され、実績のない企業は解消して

次にグローバル化について話したい。中国は他の大国に

いくこともあると思う。これまでの刺激策とは異なり、国

比べ、まだ海外投資が少ないレベルにある。これまでの投

営企業であっても生き残らなければならず、業績が悪いと

資は国内に集中し、その多角化は特に進めてこなかった。

閉鎖されることになろう。民営化も行っていくべきと思う。

金融危機もあったので、海外での投資を控えたということ

ただし、それは完全な民営化ではい。民間企業の投資は増

もある。現在は中国の経済が停滞していることもあり、海

えるかもしれないが、完全に民営化する訳ではないであろ

外での投資額はまだ低い。但し、中国企業の海外投資は最

う。次に、ガバナンスの重要性が高まってくる。プロの経

近変わってきている。かつて、中国の開発の中心は製造業

営者も導入されるであろう。シンガポールのような形であ

であった。しかし2009年以降、中国は世界の市場に変貌し、
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中産階級が成長してきた。中国はかつて、資源や原材料を

きたかを話したい。創立後まだ13年しか経っていないが、

求めて海外に投資を行ってきた。2009年以降、中国の対外

私たちの学校は着実にグローバル化している。40名以上の

投資はバリューチェーンの上流に行くための投資となって

常任教授がおり、世界のトップクラスの教育機関から終身

いる。魅力的な価格を求める投資である。また、外国為替

教授の資格を得た人達が20名以上いる。卒業生の半分以上

の規制もあり、かつての主要な投資主体は国有企業であっ

が企業の会長あるいはCEOである。著名な卒業生として、

た。2009年以降も国有企業がインフラ分野で海外投資を

アリババグループ創業者の馬雲、TCL会長の李東生など

行っているが、民間企業も活発に海外投資を行うように

がいる。日本では、本間ゴルフを買収したり、160年以上

なった。以前の主要な投資対象国はアフリカなどの途上国

の歴史のある日本茶の名店と協力したりしている。私たち

であったが、今は先進国にも途上国にも投資が行われてい

の学生は先端的なビジネスもやっており、３Dプリントに

る。

進出しているものもいる。こうしたことが行われているの

私たちのようにグローバル・ビジネスを扱っている者が

もグローバル化の結果である。もちろん国内でも技術開発

よく直面する問題であるが、中国では人材の不足、グロー

を行っているが、アメリカの西海岸など海外からもさまざ

バル感覚がない、異文化を理解できないといった問題があ

まな技術を取り入れている。私たちの学校では世界の様々

る。海外への投資は増えているが、人材が足りない。中国

なパートナーと協力を行っている。例えばコロンビア・ビ

がユニークなのは、情報の非対称性という問題である。中

ジネススクール、ハーバード・ケネディスクールなどがある。

国の外にいる人たちが持っているイメージは必ずしも正し

英 語 の コ ー ス も あ り、 ヨ ー ロ ッ パ のIMD（International

くなく、かなりの誤解が海外にある。海外での政治・社会

Institute for Management Development）と も 協 力 し て い

に対し、中国のビジネスマンが不慣れという問題もある。

る。

ここで、私たちの教授陣がまとめた復星集団のケースス

中国は日本の25年ぐらい前の状況にある。ただ、中国の

タディを紹介したい。同社の全体の構造を見ると、海外で

起業家精神は非常に高いと思う。また、強い成長の原動力

の保険会社の買収や中国国内の成長分野に幅広く投資を

を保持しているとも思う。中国政府も起業家精神を植え付

行っている。また、同社は中国の中産階級をまずターゲッ

けようと努力している。もともと中国人は起業家精神を

トにしている。昨年末の契約により、同社はクラブメッド

持っており、いま推進されているさまざまな改革が行われ

の筆頭株主になり、星野リゾートトマムの100％の株式も

れば、企業家の人たちがもっと支援を受けることが可能に

取得した。

なり、中国はさらに成長していくと思う。

次に、私たちの学校がどのようにしてグローバル化して

ロシア経済の最新の状況と日ロビジネスの方向性
日露経済交流コンサルタント

朝妻幸雄

本日は、制裁問題などいろいろな変化が起こっているロ

る意味でそういう宿命なのかもしれない。

シアの経済の現状、その延長線上で、日本とロシアの経済

そもそもバッシングや制裁とは何か？ これをイメージ

関係をより活性化させるためにはどうすればよいか、とい

として眺めてみたい。プーチン大統領に対し
「貴様は何を

う観点から話す。

している？」
、それに対し
「私が何かしましたか？」
「とぼけ

今後、世界経済が多極化していくことは間違いなく、そ

るな、クリミアを取り込んだりすることは国際法上許され

の中でロシアが軸になっていく部分が相当あると思う。但

ない、制裁だ」というようなことから始まった。プーチン

し、これはロシアにとって決して良いことではないだろう。

大統領もただ黙って見ていた訳ではなく、対抗措置として

ロシアが政治的に目立てば目立つほど、その背景と理由を

報復と反制裁を始めた。そもそも、制裁にはいろいろな側

問わず、常にバッシングされる対象になりがちである。あ

面がある。政治的には、NATOとロシアの対決であると私
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は思う。ウクライナ問題が起こる前から、ウクライナ西部

させる面もあるが、現状ではその影響は軽微である。これ

はNATOと旧東側の国境線である。ソ連崩壊後にNATOに

以上続くとロシアのマクロ経済はやはり疲弊してくるであ

加入した国々もある。ロシアにとって、緩衝地帯は最後の

ろうが、欧州が受ける打撃の方がもっと大きいであろう。

砦であり死守したかった地域である。
「窮鼠猫を噛む」とい

影響を受けないのはアメリカである。もともと、アメリカ

う諺を模して
「旧ソNATOを噛む」
と言えなくもない。

とロシアの貿易額は微々たるもものであった。影響がまっ

制裁の結果、いまロシアでは何が起きているだろうか？

たく無いと言えば嘘になり、石油・ガス関連の資機材のロ

経済面では、アメリカの制裁によっていわゆる負のスパ

シア向け納入ができなくなっているというダメージはあ

イラルが起こっている。ルーブルが非常に落ち込み、その

る。世界経済にとって制裁は百害あって一利なしというの

結果、ロシアが今まで輸入に頼ってきたいろいろな商品の

は私の個人的意見であるが、賛同する方も多いと思う。

値段が激しく上昇している。当然、インフレが進む。その

原油価格について、プーチン氏が大統領に就任して以来

結果、資本が逃避し、株価が下落する。こうした悪循環が

の推移を見ると、プーチン大統領の時代だけ石油価格が上

いま起こっている。加えて、ロシア経済の大黒柱でもあっ

がってきた。今回は、さすがのラッキーボーイ・プーチン

た石油の国際価格が下落している。また、従来から関係の

大統領もひどい値下げに初めて遭遇したことになる。これ

深い欧州の景気低迷の影響も出始めており、資本流出が進

にロシアのGDP成長率の推移を重ね合わせると、石油価

行している。エネルギー資源の輸出が減り、その収入も

格の推移に一致する。つまり、ロシアの経済成長は石油価

減っていく。全体として経済成長が鈍化し、いわゆるスタ

格次第であったし、今後も石油依存は変わらないと思われ

グネーションと言われる状況である。

る。私はロシアの人達に、あなたの国はじっと寝ていても

マクロ経済のこうした状況に対し、ミクロ経済はどう
なっているだろうか？

食べ物が上から落ちてくる国、そういう国はやはり近代国

私は去年６回、モスクワとサンク

家とは言い難い、と敢えて申し上げている。できるだけ速

トペテルブルグを中心にロシアを訪問し、現地の状況をこ

く経済構造を変えて欲しい、経済回復への自助努力を加速

の目で見るとともに、ロシアの経営者、経済学者、輸入業

しないと駄目、という意味である。2008～2009年のリーマ

者などいろいろな人達の話を聞き、モニタリングを継続し

ンショックの時も、今回の制裁でも、ロシアの経済が打撃

ている。その結果、マクロ経済は確かに悪化しているが、

をこうむるたびに、石油への依存度が大きいと感じざるを

消費経済、即ちミクロ経済は意外と大丈夫であった。1990

えない。喉元過ぎれば熱さを忘れる、いわゆるイノベー

年代もモスクワにいて経済の変化をこの目で見てきたが、

シ ョ ン が ど こ か に 置 き 忘 れ ら れ て い る。Sanction is

その当時から比べると現在はさほど大変な状況ではない。

motivation of innovation であるべきである。

ロシアの人々もそういった感覚である。消費生活への影響

懸念材料には石油依存と、貿易を中心とする西欧依存が

はもちろんあるが、金持ちはほとんど海外に預金しており、

ある。さらにこの２つの依存構造に加え、政治要因がある。

ルーブルの下落からあまり影響を受けていない。問題は中

プーチン大統領はトップダウンで非常に強い政治をやって

間階級、それ以下の人達で、彼らは財布の紐を締めざるを

いるが故に、今のロシアの経済はもっていると思う。プー

得なくなっている。こうしたことの結果として、日本のロ

チン大統領体制が崩れるようなことになると、原油価格の

シア向け輸出には大きな影響がでている。今後ルーブルが

問題もあるが、ロシア経済は恐らく持ちこたえられないで

どこまで下がるのか、あるいはこのまま止まるのか、それ

あろう。これはエリツィン時代からプーチン時代への移行

によって大きな違いが出てくる。関連指標を見ると、2014

を想起すれば分かることである。

年まではほとんどの指標が横ばいだったが、2014年後半か

ロシア経済の今後についてだが、2016年の予算が15年秋

ら小売売上高や実質賃金が下がり始め、2015年に入ると極

に決定され、この１月に再発表されている。その時点で、

端に落ち込み始めている。

基本シナリオ、楽観シナリオ、リスクシナリオという３つ

制裁の被害者はロシアだけなのだろうか？

いろいろな

のシナリオが作成されている。その中の基本シナリオで予

側面があるが、この制裁によって被害を受けているのはロ

算は採択されたが、そこでの原油価格は北海ブレンド・

シアだけではない。制裁を課した側の欧米、特に欧州諸国

ベースで50ドルであった。今現在の原油価格は30ドルであ

はひどい状態になっている。もちろん、その背景にはロシ

る。プーチン大統領は50ドルなどあり得ないと予算見直し

アが報復措置をとったこともある。経済制裁がウクライナ

の指示を出しており、今後、見直しは避けられない状況に

問題の解決に効果があるのか、という問いに対し、まった

なっている。つまり国家歳出をもっと抑えるということに

く関係ない、と私は思う。制裁措置はロシア経済を弱体化

なっている。これは2016年から2018年の経済改革に影響を
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るより輸入を増やす、今まで検討対象にしていなかった輸

今後の日ロ経済関係については、2013年に安倍首相が就

入アイテムをもっと探して見るというアプローチもある。

任して以降、すぐにプーチン大統領と会い関係改善が図ら

ロシアでは不動産、労働力が非常に安くなっている。従っ

れてきた。ただし、日ロ貿易は2014年から日本の輸出が大

て、輸入アイテムを探すのと同時に、現地での生産を考え

きく落ち込んでいる。制裁の影響があり、2015年も下がっ

てみることも可能である。いくつかの企業がすでに始めて

てきている。まだ通年の統計は無いが、前年比50％位にな

おり、前向きに考えていく必要があると思う。

るのではなかろうか。

第３番に隙間編がある。ロシアの市場にはいろいろな隙

しかし、ビジネスに関しては逆に、今だからこそやれる

間がある。ヨーロッパが自ら課した制裁事態によってロシ

ことが多い。傾向と対策という観点から話したい。まず輸

アとの貿易ができなくなり、ヨーロッパが撤退している分

出については非常に厳しい。ひどいルーブル安に加えて、

野がある。プーチン大統領は敢えて反制裁対象から日本を

18～25％というロシアの高金利のもと、ロシアの輸入業者

外している。これは特別なメッセージであり、日本はこれ

は資金調達ができなくなっている。その対策としては、決

を利用すべきである。空いた隙間を狙ってビジネスをやら

済方式などいろいろな方法がある。高金利に対しては、日

なければならない。もう一つは、ロシア政府が何をしよう

本の金利に変え、つまり値段に反映して輸出を行う方法が

としているかということを良く見ていくことだ。ロシア政

ある。その場合は、相手方の信用が重要であり、これもい

府主導でやっていることをしっかり見て、その方向に沿っ

ろいろな方法がある。

たプロジェクトなりビジネスをやっていくことが重要であ

重要なのは、ルーブル安の時期だから、無理して輸出す

る。ロシアでの生産のための進出を考えるのは今しかない。

中国企業家の性格と行動様式
中央大学大学院戦略経営研究科教授

服部健治

中国企業家の思考や行動を考える際、その枠組みを形成

の受入などだ。
「第２の開国」
は、1992年に鄧小平氏が『南巡

している中国企業の発展について説明しなければならな

講話』でもっと市場経済をやれとハッパをかけ、
「社会主義

い。1980年代半ばに中国経済を視察した小宮隆太郎東大教

市場経済」という新政策が導入された時である。
「第３の開

授が「中国には企業がない」という言葉を残した。公司とい

国」
は、2001年のWTO加盟であり、国内の規制緩和、流通、

う組織はあっても、それは「単位」であって、本来的な企業

物流、金融分野の開放が進展し、所有制構造の改革によっ

活動をする組織でないと看破した。戦略の自主的決定、自

て私有制度も容認し、民営企業の強化も本格化してきた。

立した運営ができないゆえに、そこには「経営」
がないと見

WTO加盟以降のポイントは、企業競争力をどう高める

た。共産政権ができて以来、公司はモノを作り売っていて

かにある。なぜなら市場経済の中核は企業活動であり、中

も、国家政策の命令で作業をしているにすぎず、経営者は

でも民間企業であることが分かったからだ。これには４つ

生まれてこない。しかし、改革・開放が進展し、21世紀に

の段階がある。第１段階は、WTO加盟による貿易の自由

入ってようやく現代的な企業が成長し、同時に本格的な企

化や国内市場の規制緩和によって、企業を国際競争にさら

業人が誕生してきた。

すことによって鍛えることにした。第２段階は2002年11月

1979年に実質的な改革・開放が始まって以来、中国には

の共産党第16回党大会で江沢民が提唱した
「３つの代表」と

３つのエポックがあり、それを私は「開国」と呼んでいる。

いう方針で、民営企業を評価、重視することになり、民営

「第１の開国」は毛沢東時代の２つの経済セクターである農

企業家の入党を許可した。第３段階は2004年３月の第10期

村部の「伝統経済」と都市部の「統制経済」の解体である。そ

全人代第２回会議で私有財産権を容認し、その不可侵を認

れは改革政策では人民公社の解体、国営企業の改革、開放

め、憲法改正まで行った。それは企業資産の尊重に繋がっ

政策では特区や開放区の設置、合弁企業の認可、外国借款

た。第４段階は2007年３月の第11期全人代第１回会議で物
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こうした中国企業の成長の中で、中国人企業家も進化を

されるようになった。

遂げてきた。そこには２つの社会的要素がある。一つは中

日中の高度経済成長期を比べると、日本の70年代、80年

国の長い文化的伝統・慣習からくる対人関係術である。そ

代が中国の2000年以降の第２回目の高度経済成長期に当た

れが企業家の思考、行動に影響している。もう一つは 中

る（図１）。これは企業競争強化の時期である。貿易も2000

国も新興国であり、新興国が持っている一般的な性質が反

年代に入って目覚ましく成長する。今世紀に入ってモノの

映している。多くの新興国は契約社会でなく、非近代的な

生産も飛躍的に伸び、その代表は粗鋼生産量の急拡大であ

制度、法律の制約がある。それを学問的には
「制度のすき

り、1996年に日本を抜き今や６億トン以上、日本の６倍に

間」
（institutional void）と呼ぶ。具体的には、市場運営の

もなっている。

非効率性や未熟性、不完全な法秩序
（人治支配）、非公開の

目覚ましい中国経済の発展を支えているのは、実は民営

政策決定過程、クローニー経済
（縁故経済）
などがある。

企業でなく約２万の国有企業である。市場経済といいなが

ここで中国の労働市場の特色を見たい。１つは巨大な労

ら、中核の産業は国家が掌握していた。具体的には、銀行、

働力を有していることだ。勤勉で忍耐強いが、集団性が弱

保険などの巨大な金融機関、石油・天然ガス・電力などの

い。最近は労働者、行政機関ともに権利意識が急速に強く

エネルギー、さらに建設、交通、通信といった産業を国が

なり、その反映として労働紛争が頻発している。また高い

支配している。こうした状況を“国家資本主義”と称する研

離職率が特色で、労働市場の流動性が高い。そのため企業

究者も多い。同時に2000年以降の大きな特色は、中国企業

の求人は旺盛だが、マッチングの効率性が低い。一方で高

の海外投資が積極的に進められたことで、中国語で“走出

い失業率、他方で人手不足といった現実が存在している。

去”（Zouchuqu）と言う。

もう少し踏み込んで、中国人ビジネスパースンの気質を

ちなみに2014年のFortune Global 500には、中国企業が

４つの枠で述べたい。第１は面子にこだわることである。

95社、ベスト10にはアメリカを抜いて３社（中国石油化工

非を認めず、見栄が強い。評価されたら本気で頑張るとい

集団（Sinopec）、中国石油天然気集団（PetroChina）
、国家

面もある。面子の問題は国家間でも敏感である。

電網公司）も入った。

第２は自己中心的なことである。他人への迷惑を考えな

各産業分野でも有力な企業が台頭している。例えば、自

い人が多く、ある企業が行った就職試験の性格テストの結

動車の上海汽車や第一汽車、家電量販店では蘇寧電器、国

果から、自己中心的な人は攻撃的特性も併せ持つ性向があ

美電器、家電ITのハイアール、レノボ、TCL、ハイセンス、

ることが分かってきた。自分の利益が優先なので、会社に

華為、ビールの雪花、燕京、青島、製薬の三九、製鉄の宝

対する忠誠心は薄い。しかし、上昇志向が強く、よく勉強

山鉄鋼、インターネットの百度、阿里巴巴
（アリババ）
、テ

する。また、割り切りが速く、簡単に会社を辞める。これ

ンセントなどがある。多くは国営だが、民間企業も力を付

が離職率の高さに関係があるのだろう。

けてきている。

第３はタテ社会の強く影響を受けている。他人を信用せ
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ず、しかし親戚、学縁、職縁、同じ地方の方言同士の信用

れてきている。それぞれの地元で成長してきた30歳代後半

のネットワークは大事にする。中国は基本的には学歴社会

から50歳代の若手経営者である。その行動原理はいくつか

で、組織の上からの指示はよく聞く。そのため常に上を気

の共通項がある。それは強烈な上昇志向、迅速な決定・行

にする性向がある。古くからの王朝文化の名残なのか、権

動力、現実的・合理的思考、世界一流の経営管理・技術・

力の乱用は普通で、企業でもささやかな
「職権」を得ると、

ノウハウを学ぼうとする貪欲さ、競争原理導入による効率

それぞれの立場で「職権の乱用」が始まる。

経営、厳格で迅速な評価、信賞必罰の実践といったことで

第４は人治社会の影響が強く、法律での解決は苦手なこ

ある。

とである。公共意識の教育が弱く、公と私の区分の観念が

中国では近年、毎年700万人近い大学生が入学し、40万

薄い。法律よりも人間関係を重視する。中国の教育は自己

人以上の学生が留学している。そうした中1980年代、90年

責任を追求する傾向があり、逆に日本は連帯責任の教育が

代生まれの世代は
「八〇后」
「九〇后」
と言われ、彼らの思考、

強いと言える。

ライフスタイルは年配の中国人と異なり、今後のビジネス

以上のような気質の中で、中国の企業家の業務姿勢はど

社会に影響していくであろう。

のような特色があるか述べたい。まず人に対する見方は、

最後に一つのワッペンを示す
（図２）
。これは2012年９月

根源的に性悪説であろう。仕事の姿勢は常に戦闘モードで、

の反日暴動が中国全土で吹き荒れた時、青島の黄島地区に

交渉においては自分の実力をアピールするきらいがある。

あるイオンの中国人店長が作ったものだ。２階建ての広い

交渉の仕方では“相手を殺さない”範囲で勝敗をつけ、相手

店舗は暴徒に完全に破壊され、11月の再開の時、230数名

が恐れたり困ったりする弾を打ち出して譲歩を迫るやり方

の従業員に胸に付けさせ、客を迎えた。このスーパーは日

が多い。その基本にある行動原理は、勝つか負けるかにこ

本企業であるが、日本のためにあるのでなく、黄島の住民

だわるため、ロジック、裏付け、証拠よりも、情報戦を徹

のためにサービスするためにあるのだと説得した。そのよ

底して展開し、相手を打ち負かそうとする。意思決定は

うな精神をもった中国人企業家も今、たくさん生まれてき

アップダウンで、組織的行動より、ある人をリーダーにし

ている。同時に、京セラ稲盛氏の稲盛塾も大盛況なのがい

て彼を中心に動く傾向がある。また、直接上の上司よりも、

まの中国である。

もっと上の権限のある上司と接触したがる。全般的に言え

イオン黄島店のワッペン

図２

イオン黄島店のワッペン

ることは、共通の利益のためには結束するが、そこでも人
２０１２年９月の反日暴動
による破壊のあと、李店

間関係が優先する。日本と違い、幹部が前面に出て采配を
長の指導のもと㻞㻟㻜数名
の中国人従業員は一致
振るう傾向がある。特に新規事業をする時などは、人前に

よく出てくる。

団結して㻝㻝月の再開にこ
ぎつけた。その裏には地
元住民の支援があった。

そのような業務姿勢の特色を有する中国人ビジネスパー
スンが一番悩むのは、日本企業の人事制度だ。日本企業の
人事は秘密主義だが、中国人はオープンを求め、年功序列
でなく実力重視を求める。合理的な理由や評価を欲しがる
傾向がある。

「災難を前にして、決してあきらめず、初めからやり直そう！」

最近の動向を見ていると、従来とは違った経営者が生ま

災難を前にして、決してあきらめず、
初めからやり直そう！

討議

2

モデレーター（ERINA酒見健之）
：

中国の政府はあまり投資を行っていない。実質的に経済支

報告が一巡したので、それを踏まえ各報告者から補足や

援にはなっていないということである。中国政府はもっと

追加をいただきたい。その際、日本としてどう対処すべき

財政出動した方がよいと思っている。

かをいう視点を加えていただければ有難い。

中国や途上国に関連して
「中所得の罠」
ということが言わ
れる。中所得の罠を脱出する国は所得格差が小さい。日本

周：

も韓国もそうだ。中国の所得格差はアメリカと同じように

先ほどは中国の経済、特に製造業について紹介したが、

差がある。ジニ係数をきちんと見守り、対策を行うことが
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必要だ。

シアがビジネス対象国として適切ではない状況にあるとい

会社のオーナーに関する服部氏の指摘はまったく正しい

うものが多く、ビジネスを控えている人が多い。しかし、

と思う。私の理解では、中国のビジネスパーソンはアメリ

輸入ビジネスではいろいろなことができると思う。ロシア

カのビジネスパーソンのような考え方をしている。

の労働者に関しても、日本では誤解されている面が多い。

ビジネスパーソンは、ビジネスだけではなく、もっとい

ロシアの労働者達はレベルが高い。いろいろな工場を見学

ろいろなことを勉強しなければならない。私たちの学校で

し、日本企業の皆さんの話を聞いていても、ロシアの労働

は人文科学をカリキュラムの一部にしている。中国人より

者のレベルが高く、前向きで意欲的であるという話をよく

も日本人の方が孔子の教えを学んでいる、ということを教

聞く。

えている。東洋のビジネス哲学を欧米にも広めていきたい、

最後に、ロシアへの輸出について、否定的に見るのでは

と生徒たちに言っている。日本人は利益だけではなく、利

なく、一つの例をお話したい。ロシアで繊維関係の店舗を

益以外のこと、ビジネス倫理にも気を配っているし、社会

出店している企業がある。昨年12月にサンクトペテルブル

のことも考えていると教えている。ビジネスはもっと社会

グで第１号店を開いた。モスクワでは既に８号店まで開い

的責任を果たしていかねばならないと思う。

ている。サンクトペテルブルグの１号店は、開店の日とそ

私たちの学校では、英語によるグローバルプログラムを

の翌日の売上高で、同社の世界2000弱の店舗の中で何と６

持っている。日本の企業とも、かなり早い段階から協力し

番目に食い込んだ。ロシア経済が滅茶苦茶になっていると

ている。しかし、私たちのプログラムにはロシアと韓国か

思われている昨年12月初めのことである。ヨーロッパでは

らの学生はいるが、日本からの学生はいないし、モンゴル

第２位で、パリのオペラ座の横にある大きな基幹店と比べ

からもいない。中国人と日本人の違いは、次のような点に

ても遜色なく、店舗面積当たりの売上高にするとヨーロッ

あると思う。中国では、もし誰もやったことが無いこと見

パで第１位だった。それほどロシアの購買力はあるという

つけると、自分が最初にやると言う。日本人に聞くと、他

ことを申し上げたい。ロシア市場は捨てたものではない。

に誰もやったことがないのであれば、自分もやらないと尻
服部：

込みする。中国人は起業家精神が強すぎるかもしれないが、
日本人も起業家精神を高め、経済を成長させていけば良い

マクロ経済とミクロ経済の視点から補足したい。中国は

のではなかろうか。起業家精神は経済を推し進めていく牽

2010年にGDPで日本を抜き、世界第２位の経済大国になっ

引役になる。それによって日本の経済もまた繁栄すると思

た。購買力平価のIMFの統計ではアメリカを抜いていると

う。

言われている。しかし日本、韓国、台湾、香港、東南アジ
アのビジネスマンに、中国から学ぼうとか中国を尊敬しよ

朝妻：

うという気持ちが起こるかというと、残念ながらそれはな

ロシアのビジネスマン達の仕事に対する姿勢、その変化

い。なぜなら、一つにはあまりにも腐敗しているからだ。

について補足したい。私は、ソ連時代を含めロシア滞在歴

汚職・失脚という局面に加え、偽物を作る、食の安全がなっ

が28年になり、その間にロシアのビジネスマンは随分変化

ていない、などの問題もある。南沙諸島の人工島でも、一

してきた。ソ連が崩壊してから四半世紀が過ぎ、未成熟で

体何を考えているのだという感情を持っているビジネスマ

はあるが国際ビジネスマンとして成長をしている人達がい

ンが多い。日本人だけではなく東南アジアのビジネスマン

る。信頼できる企業がたくさんあることを申し上げたい。

にも多い。巨大な中国市場を活用しようとは思っているが、

ロシアのビジネスマンのプラス面は、国際ビジネス慣習

そこから学ぼうという意思は起きてこない。かつて1968年

に習熟していること、ビジネスに対し非常に意欲的で前向

に日本がドイツを抜いて世界第２位の経済大国になった時

きであることがある。日本とのビジネス関係においても、

は、アジアの国々は日本から学ぼうとした。日本は地下資

日本人のロシアへのビジネス姿勢とは反対と言ってもいい

源も農産物資源もほとんどなく、戦争に負けてわずか20年

くらい、積極的にビジネスをやりたいと日頃から強く志向

ぐらいでそこまで発展したからだ。

していると思う。マイナス面は、個人によって差があるが、

しかし、私は中国から学ぶ点があると思っている。全部

自己中心的な点がかなり見られる。孫子の兵法「敵を知り

で５つある。最初は、周氏が言われたバイタリリティであ

己を知れば百戦危うからず」のように、ロシアとのビジネ

る。起業家精神と言ってもよい。これは今の日本ではまっ

スはさほど怖いものではないと思っている。

たく欠落している。次は、スピードである。意思決定が速

ロシア経済の現状を新聞、テレビなどで見ていると、ロ

い。日本は遅すぎる。第３は女性の活用である。中国は女
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性が頑張っている。日本でも女性活用を進めようとしてい

の経済活動には市場経済の枠組みを公平な、あるいは平等

るが、まだまだである。第４は、フレキシビリティである。

な形にしいていくことを阻害している要因が二つある。一

融通性というか、中国は厳しいことを言いながら、急に姿

つは国有企業の存在であり、もう一つは地方政府である。

勢を変え、友好的になったりする。こうした芸当は日本人

それらが今の中国共産党と結びつき、利権集団化している。

にはできない。最後に、戦略である。中長期的に何を獲得

習近平主席はそれを理解しているので、何とか切り離そう

するか、といった発想である。これもやはり中国から学ぶ

としている。国有企業の問題は単に経営の問題ではなく、

べきことだと思う。

中国の政治経済構造に係っている。

次にミクロの視点、経営レベルの問題から話したい。中

こうした中にあって、日本も含めた外資企業は、公平な

国は市場経済と言いつつ、実際にはまだ市場経済の枠組み

競争、平等な法律等を求め、要求していくべきだと思う。

がしっかりできていないという問題がある。それがどこに

そうでない限り、中国がいかに発展しても、やはり危ない

現れているかというと、平等な競争原理を提供していない

市場とみられてしまう。これは中国にとって大きな損失で

という点にある。一例を挙げると、中国はWTOに加入し

ある。

て10年以上経つにもかかわらず、自動車産業、スクーター、

周氏が指摘したように、中国はイノベ－ションをやろう

単車などは、まだすべて合弁である。基幹産業は合弁にせ

としている。これまでの30数年間、中国は一言でいえば巨

ざるを得ないという発想で、トヨタもホンダも皆、合弁で

大な労働力と外資・国内資本を含む巨大な投資の２つに

ある。第２に、中国では法律が守られない。中国なりの社

よって発展してきた。抜けているのは、付加価値、いわゆ

会、中国的特色というものは理解すべきだが、やはり法律

るイノベーションである。日本の戦後の発展過程は、付加

があって物事が判断されなければならない。しかし、いま

価値の形成の歴史である。中国はまだそれが弱い。中国で

だそれが出来ておらず、結局、人間関係で決められていく

は今後、民間企業が中心になり、そのような方向で頑張っ

という問題がある。第３に、企業の社会的責任がまだでき

てもらいたい。

ていない。徐々に変わっていくことを期待したいが、中国

セッションD

ビジネス（要旨）

このセッションはロシアと中国のビジネス環境をテーマ

クリミア編入後の情勢は経済政策に対する不安定さのみ

に、現在にいたるこの四半世紀の両国のビジネス環境の変

を増大させた。一方で、ロシアの天然資源、ニッチ市場の

遷、ビジネス・マインドの変化と現状などを検証すること

存在、高い教育水準、高い都市化水準はロシア市場のメ

にあった。報告者４名の発表内容の要旨を以下で紹介す

リットであり、外国投資家が長期的にロシアを魅力ある市

る。

場と見なし続ける要因になっている。こうしたロシア経済
の潜在力を引き出すためには、構造的な内部のコンフリク

（１）国立高等経済学院（ロシア）企業・市場分析研究室長

トを解決し、エリートと社会の間で新たな合意を形成し、

アンドレイ・ヤコブレフ

エリートと大衆が共有する新たな国家発展戦略を策定しな

ロシアが市場経済国に移行した1990年代初頭は劣悪な産

ければならない。

業環境やレントシーキングなどが支配し、資産剥奪や所有
権の侵害といった経済の混乱を引き起した。2000年代には

（２）長江商学院
（中国）
次席学院長

周立

ロシア産業起業家同盟などのビジネス団体が国家との交渉

中国の
「新常態」
が経済や中国企業の戦略にいかなる意味

において重要な役割を果たし、成功する中規模企業も出現

を持っているかを検討する場合、考えるべき多くの異なっ

した。この時期、ロシアのビジネス環境の劣悪さにもかか

た側面がある。短期的な追い風によって、既得権益などの

わらず、投資と成長に対する十分なインセンティブが提供

反対勢力によって繰り返し先延ばしされてきた改革が加速

された。その後、2008年の金融危機を迎え、それ以降は経

される。今後の中国の経済発展の主たる原動力になるのは

済政策に対する不安定感と確信の低下が支配した。その結

消費である。特に発展余力のあるサービス分野における消

果、低成長、資本の逃避、投資の減少に歯止めがかからな

費である。中国企業は、グリーバリゼーションとイノベー

かった。

ションにより、テンポは遅いが確実にバリューチェーンを
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作り出している。中国の経営者と企業はビジネスにおいて

（４）中央大学大学院戦略経営研究科教授

グローバル化しつつあり、時として非常に高価に付くこと

服部健治

中国では21世紀に入り、ようやく現代的な企業が成長し、

もあるが、ますますグローバル化するビジネス社会を体験

本格的な企業人が誕生してきた。2001年のWTO加盟後の

している。中国の学生と研究者は他国における研究、仕事、

過程は、企業競争力をどう高めるかが重視された。市場経

生活を経験し、新たな習得技術をもって母国に戻ることに

済の中核が企業であること分かってきたからである。しか

よって、中国の発展に重要な役割を果たしている。

し、中国経済の発展を支えてきたのは、実は民営企業でな
く国有企業であり、市場経済といいながら中核産業は国家

（３）日露経済交流コンサルタント

朝妻幸雄

が掌握してきた。

日本では一般に、ロシアが腕力で強引にクリミア半島を

中国人企業家は中国の長い文化的伝統・慣習からくる対

自国の領土に組み入れ、ウクライナ東部の分離派による不

人関係術と、新興国が持つ一般的な性質という２つの社会

当な反ウクライナ政府を支援して、世界の平和秩序を乱し

的要素の影響を強く受けている。

ていると考えられている。ミンスク合意を順守しないロシ

中国人企業家の気質には４つの特徴がある。第１はメン

アが経済制裁を受けるのは当然だと理解されている。しか

ツにこだわる。第２は自己中心的。第３はタテ社会の影響

し、国際間の揉め事は双方の言い分を聞いてみないと分か

で常に上を気にする性向がある。第４は人治社会のため法

らない。いずれにしても、ウクライナ問題をきっかけにロ

律での解決が苦手なことである。

シアと欧米の関係は一層悪化し、その後の中東の問題を背

中国企業家の業務姿勢はいくつかの特色を有する。人に

景に、かつての安定していた冷戦時代より情勢は不安定に

対する見方は根源的に性悪説であり、仕事の姿勢は常に戦

なった。

闘モード、交渉では自分の実力をアピールするきらいがあ

ロシア経済は、制裁に加えて、ほぼ同時に始まった国際

る。交渉の仕方は“相手を殺さない”範囲で勝敗をつけ、相

石油価格の下落の直撃によって、当初予想されたよりもは

手が恐れたり困ったりする弾を打ち出して譲歩を迫るやり

るかに長期間にわたって厳しい状況に直面することになっ

方が多い。勝つか負けるかにこだわり、ロジック・証拠よ

た。一方、ロシア経済が地下資源への過度の依存体質から

りも情報戦を徹底して展開する。意思決定はアップダウン

脱却し、今後進んでいく経済構造改革の中では、新たなビ

で、組織的行動よりあるリーダーを中心に動く傾向がある。

ジネスチャンスも生まれてくる。日本の企業がロシアとの

そして直接上の上司よりも、もっと上の権限のある上司と

ビジネスを推進するにあたっては、輸入商材を真剣に探す、

接触したがる。幹部が前面に出て采配を振るう傾向もある。

現地生産を検討するなど、着眼点や手法も変わってくるが、

最近では従来と違った経営者が生まれてきていることも注

ロシア市場のポテンシャルは大きい。

視する必要がある。
（ERINA経済交流部長
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酒見健之）

