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（序文にかえて） 

視野を広げる イノベーションによる成長を実現する 

優秀な次世代企業家の育成に努める 

 
― 江都次世代企業家訪日研修プログラムでの談話 

倪士俊 

 

尊敬する呉主席、幹部の皆様、研修参加者の皆さん。 

江都区が区を挙げて「両会（全国人民代表大会と中国人民政治協商会議）」の精神を学習、

実践する中、江都区次世代企業家訪日研修プログラムが無事、開講されました。この研修

プログラムは江都史上、初の企業家による海外研修プログラムであり、江都の人材育成事

業にとって、非常に意義のある大きな前進です。そしてこの研修プログラムは、江蘇省が

日本の提携先と行うプロジェクト全体でも、初の実施プログラムとなります。これは、呉

主席を初めとする省の「三会」、経済・情報化委員会、対外友好協会の幹部の皆様が、江都

に対し 大の信頼を寄せて下さった証であり、江都の発展に大きく寄与するものです。こ

こでまず、区委員会及び区政府を代表致しまして、この事業に関心を寄せて下さった幹部

の皆様に、心より感謝申し上げます。今回の集まりも研修の一環であり、国際交流のガイ

ダンスという重要なものです。研修参加者の皆さんは、しっかりと内容を理解し、実践、

徹底しなければなりません。区委員会、区政府はこのプログラムを非常に重視しており、

常務委員会が特別に研修参加者を審査、組織部と経済・情報化委員会が何度も斟酌した結

果、研修参加者は潜在能力や持続可能な成長が重視されることになりました。ここで、幸

運にも今回の研修に参加する機会を得た、我が区の次世代企業家の皆さんに、心よりお祝

い申し上げます。これから呉主席から指示や要望が出されます。そこで、まず私の方から

如何に今回の研修プログラムを成功させるかについて、私の見解を 3 点述べたいと思いま

す。 

一、 使命を忘れず、イノベーションによる成長の実現、という重責を担う 

幹部の皆様のご支援とご高配により区を挙げての努力が実り、江都は新たな経済成長、

社会発展へのスタート地点に立つことができました。2009 年、全面的な小康社会（ややゆ

とりのある社会）の構築が計画より早く実現し、2010 年には、地域の総生産額や都市部の

固定資産投資額、工業技術革新への投資額、一定規模以上の工業系企業の付加価値といっ

た経済指標が全省、県（市）の中で上位 10 位以内に食い込むことができました。そして、

江都は 2011年、市から区に改編、揚州とともに新たな発展の道を歩むこととなったのです。

これまで江都は、5 回連続で全国科学技術進歩先進市に選出され、省内でも人材育成事業先
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進市として「五冠」を達成、省内初のイノベーション型モデル都市として「イノベーショ

ン」を原動力に、コア・コンピタンスを強化してきました。これが江都の経済成長を牽引

する大きな力となっており、今後もそうあり続けるでしょう。 

これまでもそうでしたが、今後 5 年間は我が区が積極的に戦略を講じるべき時期です。

世界経済の回復は波乱含みですが、中国は内需拡大や産業の振興といった経済戦略により

安定した成長が見込まれ、長江デルタ地域の一体化や寧鎮揚（南京・鎮江・揚州）都市圏

の建設も加速しています。特に江都は、市から区に改編し、今後は揚州における都市建設

の中心、経済成長の拠点となる見通しで、発展に必要な環境の整備も進み、成長の可能性、

潜在力も一層増していくでしょう。この得難いチャンスを逃すことなく、揚州、更には省

の中でも、構造転換と近代化が進んだ地域、イノベーションによる成長の模範となる地域、

一本化された戦略により独自の成長を遂げる地域となるよう、力を尽くさねばなりません。 

このほど成功裏に閉幕した我が区の「両会（全国人民代表大会と中国人民政治協商会議）」

は、区の全住民に対し「各方面の力を結集し改革と革新を進め、率先して近代化の基本的

実現を目指し、知恵や力を出し合おう」と呼びかけました。人材は、科学の発展を促す

も大きな原動力です。企業家、特に次世代の企業家の皆さんは、数多の人材の中でも、

もバイタリティやイノベーション精神に富んでいる方たちです。次世代の企業家の皆さん

の多くは、江都経済の新たな効率的成長、イノベーションによる成長、飛躍的成長を実現

させるという神聖な使命を担っているのです。これは、栄誉というより、責任だと言える

でしょう。 

次世代を担う企業家に必要なのは、まず、不屈の闘志で前進し、人に先んじて変革を起

こす度胸と気迫を持ち続けるとともに、常に「ナンバーワンではなく、オンリーワンにな

る」という気概を持ち、自身を成長させ続けることです。次に、革新的な理念でイニシア

チブをとることが重要です。これまで以上に製品の改良や科学技術のイノベーション、質

の向上に注力し、企業のコア・コンピタンスを強化し続けるとともに、常に自らが成長を

主導し、企業を拡大、増強、成長させていかなければなりません。もう 1 つは、実際に行

動し、社会に報いることです。企業家のコア・バリューは自己実現と社会貢献にあります。

次世代の企業家の皆さんは先人の優れた伝統を受け継ぎ、実体のある生産活動を行うとと

もに、大事を図って大業を成し、他の模範、手本となるよう努めなければなりません。そ

して、社会のために進んで重責を担うとともに、イノベーションを起こしながら地に足を

つけ事業に取り組み、共に江都の次世代企業家の良好なイメージをつくり上げるのです。 

二、 チャンスを逃さず、積極的に海外の先進的な管理の歴史を学ぶ 

経済成長や社会発展の歴史は、既成概念、固定観念からの解放の歴史です。率先して近

代化の基本的実現を進めるには、まず思考回路や価値観を近代化しなければなりません。

経済のグローバル化が進む中、次世代の企業家に必要なのは、近視眼的な物の見方を改め、

グローバルな視点を持つことです。視野を広げ、発想を膨らませ、胸襟を開く。そして、

世界経済の動向を把握し、海外の先進的な管理の歴史と方法を学ぶとともに、それを自分
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のものとし、自身の能力を高めるのです。 

今回の日本での企業研修は、我が省と日本の有力団体との共同事業であり、入念に準備

された今回の研修プログラムは、必ずや意義深いものとなるでしょう。参加者の皆さんは、

この貴重なチャンスを生かし、冷静に、謙虚な心で学んできて下さい。多方面、特に緻密

な管理、ブランド戦略、技術革新などにおいて、日本企業は中国企業の手本となる国です。

江都では昔から数多くの企業が日本企業と交流、協力してきました。ですから、次世代の

企業家の皆さんには、より一層日本企業との交流や提携に力を入れ、より幅広い分野、よ

り高い次元、より深いレベルで日本に学び、その優れた経験を吸収してもらいたいと思い

ます。研修参加者の皆さんは、今回の研修や講義、視察の中で、大手日本企業が管理面で

どんな工夫をしているのかを突き止めるとともに、ブランドの育成や保護のノウハウを研

究し、その技術革新の源を探ってきましょう。そして、金融危機の中、彼らがどのような

競争心を持っているのか、彼らの企業文化のコア・バリューがどのようなものなのかを学

んできましょう。 

議論を交わし、理論と実践を結びつけて学ぶ姿勢を強化しましょう。大切なのは、進ん

で日本企業に教えを請うことであり、参加者同士が積極的に討議しあうことです。そして、

日本企業がこれまで積み重ねてきたことを整理し、学習の成果を実践の中に生かすのです。 

三、 講義や研修の効果を高めるため、入念に準備をする 

今回の研修の実現は本当に容易なことではありませんでした。江都初の企業家海外研修

プログラムであると同時に、我が省と日本側が締結した企業家研修提携事業の中でも初の

海外研修プログラムだったからです。つまり江都の訪日団は、ある意味、江蘇省の代表で

もあり、二重の重責を担っているのです。ですから、我々は省の幹部や関連部門の期待を、

区委員会や区政府から託された熱い思いを裏切らぬよう、入念な準備、調整を行わなけれ

ばなりません。 

1 つ目は管理、サポート体制の強化です。初の企業家海外研修であるこのプログラム。お

そらく、これまで経験したことのない様々な状況に直面するでしょう。このため、我々は

視察団と研修プログラムのネットワークを構築、さらに組織部と経済・情報化委員会を研

修に同行させる他、省の対外友好協会や旅行社からも担当者を随行させることにしました。

皆さんも全力で研修計画を策定、実施し、学習環境を整えて下さい。 

2 つ目は、規律の厳守です。まず、組織への帰属意識、従属意識を強化しなければなりま

せん。22 名が参加する今回の訪日研修は、6 日間で関西から関東、北海道をまわり、企業 4

社を視察するといった非常に厳しいスケジュールで、重要なミッションも課せられていま

す。このため、学習効率を上げ、活動の安全を確保するためにも、全員が足並みを揃え、

一致団結して行動しなければならないのです。さらに、外交上のプロトコルも遵守しなけ

ればなりません。外交の場には様々な規定、紀律があります。先程、省の対外友好協会の

幹部からガイダンスがありましたが、私たちはそれらをしっかりと理解、実践し、「礼節の

国」という中国の国家イメージ、「モラルが高く友好的」という江都の企業家イメージを損
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なわないようにしなければなりません。 

そして、研修成果を生かすことも大切です。研修で学んだことをしっかりと総括し、研

修終了後、規定の形式で成果を発表、その効果が区全域に波及するよう、区の企業家と共

有しなければなりません。それと同時に、省の関連部門の責任者に報告を行い、完璧なレ

ポートを提出するよう努めなければなりません。 

後に、改めて以下の 3 点を強調したいと思います。 

1 つ目は、必ず問題意識をもって学び、考えるようにする、ということです。研修先とし

て考えた場合、日本を訪問国としたことは非常に良い選択だったと思います。日本が経験

してきたことは、 も手本とすべきものであり、また、私たちが も必要とする、実用性

のあるものだからです。研修期間はわずか数日であり、視察する企業やプロジェクト、研

修内容は、必ずしも皆さんの会社と関連があるわけではなく、興味が持てない場合もある

でしょう。しかし、発展、革新には共通の原理があります。管理方式や生産構造などを含

め、学ぶべきは理念であり、方法論であり、精神なのです。これは非常に重要なことです。

参加者がそれぞれ毎日 1 つずつ課題を提起すれば、数十、百以上の課題が出てきます。皆

さん、どうぞ海外で互いに交流を深め、浮かび上がった課題を帰国後分類、集約するよう

にして下さい。 

2 つ目は、学習の成果を成長の原動力に転化する、ということです。皆さんには、帰国後

素晴らしい研修報告書を提出することが期待されています。前もって作業を分担し、帰国

したら、まず座談会を開きましょう。研修成果を広めるため、江都の企業家も改めて一部

選出します。必要があれば会議室を利用しても構いません。また、選出する企業家は中間

管理職以上であれば、必ずしも経営者である必要はありません。5,6 人の研修参加者による

発表や報告、交流を行い、より多くの企業経営者、管理職と研修の成果を共有することで、

その影響力を拡大させるのです。そして、研修の参加者全員がそれぞれ、2,000 字前後のレ

ポートを作成し、それらを製本、見学時の資料や写真も加え、文字や絵、画像をふんだん

に使ったものにします。さらに、ニュースメディアにコラム欄を開設してもらい、取材を

敢行、取材内容を掲載し、様々な企業、様々な業種の企業家が視野を広げ、素養を高める

手助けをします。今回の研修がうまく行けば、今後、区の財政部門は改めて省の政策や時

機を見て、再度この事業の支持、拡大に動いてくれるでしょう。 

そして 3 つ目は、中国企業家の好ましいイメージを確立することです。皆さんは江蘇省

の企業家です。モラルや礼節、またチームワークや規律正しい佇まい、全体のイメージに

注意しましょう。 

後に、皆さんの学習が実を結び、充実した日々を過ごせるよう、また研修プログラム

が円満に成功することをお祈りし、私の挨拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

2012 年 4 月 

（作者は中国共産党揚州市江都区委員会書記） 
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「老舗」をつくり上げる信念と意志 

 

中国共産党揚州市江都区委員会組織部 瀋仁礼 

 

今回、私たち次世代企業家訪日研修視察団は、幸運にもパナソニック、トヨタ、ニトリ

といった世界の一流「老舗」企業を見学する機会に恵まれました。これらの企業が歩んで

きた長い成長の道のりは、私たちに大きな示唆を与えてくれただけでなく、老舗企業とな

る基礎を作り上げる、という次世代企業家の信念をより一層確固たるものにしてくれまし

た。－そしてそれこそが、日本での視察で得た も大きな収穫だったのです。 

一、 社会貢献の理念と不撓不屈の努力が、「老舗」を作り上げる最も本質的な成功要因。 

日本の「老舗」企業の創業者が持っていた懐の深さ、人間重視の理念、そして進んで社

会的責任を負うその気概に、私たちは強い衝撃を受けました。1918 年に創設されたパナソ

ニックの創業者は、「経営の神様」として誉れ高い松下幸之助氏。同社は創業以来、「社会

生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与すること」を会社の社会的使命及び綱領

としてきました。経営の 終目標は社会貢献でなければならない、というのがパナソニッ

クの理念なのです。つまり、 も基本的な経営の秘訣とは、必ず社会や消費者のことを念

頭におき、企業の成長を図ることであり、社会への貢献とは、経営目標であるだけでなく、

理想的な経営方法でもあったのです。なぜなら、豊かな社会なくして、企業の存続と発展

はありえないからです。自己の利益だけを求め、社会になんの貢献もしない企業が、社会

の中で存続、発展していくことは容易ではありません。実業家の使命とは、貧困をなくし、

社会に利益をもたらし、国民のために幸福な社会を作り出すことなのです。パナソニック

はまさにそうした考えに基づき、生活に密着した製品やサービスを提供し、世界中の人々

の信頼を獲得、世界的な知名度を持つ国際的総合電機メーカーへと成長しました。視察中、

私たちは北海道で、パナソニックのショウルーム内に再現されたエコアイディアハウスを

見学しましたが、そこで私たちは、社会的責任に対する世界的一流企業の先進的取り組み

をより深く理解することができました。パナソニック・グループは、地球温暖化、資源の

枯渇、生態系の破壊など地球規模の環境問題を前に、「社会に貢献すること」を自身の使命

とみなし、業界で他社に先駆け「グリーン革命」を行なっているのです。エコアイディア

ハウスは、パナソニックが世界での普及を目指す CO2±0（ゼロ）のくらしを体現したもの。

同社は環境貢献と事業成長の一体化を目指し、創業 100 周年となる 2018 年までに「エレク

トロニクス No.1 の環境革新企業」になるという「創業 100 周年ビジョン」も制定していま

す。 

一方、「老舗」日本企業の将来に向けたビジョンや、目標の実現対する飽くなき追求も、

深く印象に残りました。 

自動車工業では世界のトップ 10 に入るトヨタは、創業 1933 年の日本で も古い自動車
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メーカーですが、現在は自動車製造を中心に、事業範囲が機械、電子、金融業界にまで及

ぶ、巨大なグループ企業へと成長しました。そのトヨタがトヨタ方式を維持する上での第

一原則としているのが、短期的財務目標を犠牲にしてでも長期的な視点で経営判断する、

というものです。 大の成功要因は忍耐強さであり、重要なのは短期的な成果を求めず長

期的な視点に立って人や製品、工場へ投資すること、そして常に品質向上に努めることで

ある、というのがトヨタの考えなのです。そして、トヨタが産業界に与えた 大の貢献は、

企業には利益よりも重要な使命、即ち、会社や従業員だけでなく、顧客、さらには社会全

体の利益となることを為すという使命があること知らしめたことでした。一方、もう 1 つ

の「老舗」企業、ニトリのビジョンは「欧米並みの住まいの豊かさを、日本の、そして世

界の人々に提供する」。創業者の似鳥昭雄はこのビジョンを実現させるため、目標となる 2

つの 30 年計画を策定、2002 年にはその内の１つを実現させました。その目標とは、店舗

数を 100 店舗まで増やし、売上を 1,000 億元まで伸ばすというもの。会社の担当者は興奮

しながら、「店の広さがわずか 30 ㎡だった 40 年前、この目標の実現は想像を絶するもので

したが、この遠大なビジョンと目標が従業員たちはこの上なく鼓舞し、彼らの不撓不屈の

弛まぬ努力が夢を現実のものとしたのです」と話してくれました。今年中には、店舗数が

300 店舗、売上は 4,000 億円規模にまで成長する見通しのニトリ。現在は、2032 年までに

店舗数 3,000 店舗、売上 3 兆円を達成させる、という次の 30 年計画に向かって、全力で取

り組んでいます。 

二、 人間尊重、高品質低価格が、最も基本的な「老舗」経営の道 

人間尊重、高品質低価格。この 2 つは、普段私たちがよく耳にする言葉ですが、日本の

「老舗」企業を慎重に分析してみると、確かに彼らが実践している「消費者のニーズに基

づき、 高品質の製品を生産し、それを 大限低価格で提供する」ことは、「老舗」企業が

成長を続けるためのコア・コンピタンスであることがわかります。「炭の家」を開発した、

北海道の不動産会社、株式会社ホーム企画センターの企業理念は「すべての人に健康住宅

を」、そして社是は「人間尊重」。その同社がまず重視するのが消費者です。室内の空気汚

染を解消するため、同社は北海道大学と「炭の家浄化換気システム」を共同開発、目標で

あった居住者が室内で常に森林の中にいるような綺麗な空気を吸うことができる家、を完

成させ、消費者から支持を得ました。そして、同社が消費者同様、重視しているのが仲間

です。「財を分ければ人が集まる」が同社の代表取締役社長、青木雅典氏の信念。家族化経

営により利益が創業家に集中する弊害を嫌い、仲間同士の関係を重視、公平、公正、且つ

オープンな利益分配方式を実践し、周囲の支持を得るとともに従業員の意欲も高めました。

そして、それが会社の長期的発展や利益につながり、同地域で常に業界トップの座を維持

するまでになったのです。そして、顧客のために真の高品質低価格商品を提供する、とい

う経営理念をさらに徹底しているのがニトリ。同社は創業当時から、常に次の 2 つのこと

を実践してきました。それが、誰もが容易く負担できる低価格、そして信頼できる確かな

品質です。この低価格と高品質という目標を同時に実現させるため、同社は製品の大部分
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をアジア各国で生産、コストを削減するとともに、製品の企画から原料の仕入れ、生産、

物流、販売に至るまで、すべてを自社で完結させています。可能な限り中間コストを削り、

生産周期を短縮することで、必要な製品をタイムリーに提供するようにしているのです。

このため製品の多くは、同じ品質のものでも価格は同業他社の 3 分の 1 程度。消費者から

支持され、常に高い人気を誇っているのも当然のことと言えるでしょう。 

三、 型にとらわれない人材観と弛まぬイノベーションが「老舗」企業を作り出す最も

重要な成功への道 

視察中、パナソニックなどで目の当たりにした人材重視の理念や独自の人材登用方法は、

私たちに極めて大きな示唆を与えてくれました。松下幸之助が社長時代に定めた同社の経

営方針は「衆知を集めた全員経営」。彼は、会社の運営とは従業員全員が知恵を絞って行う

ものであり、経営者だけ、幹部だけ、或いは管理者、監督者だけに頼って行うものではな

いと考えていたのです。このため、パナソニックでは人材の獲得や育成が非常に重視され

ています。同社が考える、人材を惹きつけるのに必要なものとは、高い報酬ではなく、企

業が打ち立てた経営のイメージ。そして、人材の採用基準は、業務に適応できる文化水準

がある否かで、学歴の高い人材が採用されるとは限りません。品行が良く、仕事熱心であ

れば、技術や経験は後からついてくるからです。つまり「仕事の結果＝能力×熱意」とパ

ナソニックは考えているのです。一方、社員教育は入社後すぐにスタートし、新入社員は

全員 8 ヶ月の実地研修を受けてから、各部署に配属さることになります。また、社員教育

は人間教育が第一義とされ、人材の登用は公正さや従業員同士の繋がり、調和が重視され

ています。また、「人を使う時はその人を信頼し、信頼しないのなら使わない。そうでなけ

れば、部下を必死にさせることはできない」というのがパナソニックの哲学であり、自分

よりも優れた人材を使うことを提唱しています。何かの面で自分を上回る社員がいてこそ、

指導者にも成功の道が開ける、と考えているからです。また、従業員を昇進させる際、評

価基準とするのは主に従業員の能力の高さであり、勤続年数や人事考課は補助的な基準に

すぎません。さらに、パナソニックでは精神面と物質面の両方から従業員の意欲を高めて

います。まず精神面では主に「全員経営」の実践を提唱。従業員一人ひとりが会社のこと

を自分のこととして考え、良いアイディアが浮かべば誰でもすぐに提案できるという環境

を整え、全員で会社を運営しているという意識を持たせています。パナソニックでは、従

業員の提案すべてが満足の行く回答を得られるようになっているのです。また、物質面に

おいては、従業員の職能に応じて報酬を決める新たな給与制度を採用。給与の引き上げを

行ったわけではありません。さらに「35 歳までに自分の家を手に入れることができるよう

にする」と定め、新たな「従業員住宅保有制度」も制定しました。パナソニックがこれら

の措置を講じたのは、従業員に会社の事業を「自分の事業」と見なすよう促し、彼らのや

る気を引き出すためです。創業の精神を実際の経営に取り入れたことで、「想像もできない

大きな力が生まれ」、パナソニックは小さな町工場から世界指の家電メーカー、そして電子

情報技術産業の大手グローバル企業へと成長しました。現在、その製品の多様さ、市場の
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広さ、成長の速さ、経営効率の高さには目を見張るものがあります。「他社がパナソニック

に勝てなかった原因は、人材の使い方にある」。世間がこう評するのも当然のことといえる

でしょう。 

そして、常に製品や管理のイノベーションを行なっていることも、日本の「老舗」企業

が長年にわたり成長し続けてこられた大きな理由です。トヨタは自動車に対する顧客ニー

ズを徹底的に研究することで、定期的に新たな人気ブランドを生み出してきました。そし

て、そのモデルチェンジの速さで欧米の競合を打ち負かしてきたのです。初期としては、

クラウン、コロナ、カローラが一世を風靡、 近ではクレスタ、レクサスといった高級車

も人気を博しています。ある研究によれば、企業が失敗をする場合、その原因の 70％は管

理面にあるといいます。ですから、「時代の変化に対応」しながらマネジメントのイノベー

ションを図ることが、「老舗」となるための必須条件となるのです。世界はリスクマネジメ

ントの時代に突入しました。「老舗」を目指し、一企業が、不測の事態が次々と発生する変

化の激しい市場環境を生き抜き、常に成長を続け、世界の頂点を極めるには、管理面にお

ける優れたイノベーション力が必要不可欠です。制度のイノベーション、組織のイノベー

ション、市場のイノベーションなどの取り組みを通じ、企業内のリソースが常に再構築さ

れれば、企業環境や生産規模、市場の状況などの変化によって新たな需要が生まれても、

それに応じることができ、存続、成長に必要な力も蓄積することができるのです。そして

それこそが、日本の「老舗」企業に大いに啓発され、考えさせられたことでした。 

「他山の石、以て玉を攻くべし」。次世代の企業家は、産業面でも、経済面でも、年齢や

知識においても他にはない強みを持っています。固い信念を持って懸命に研鑽し、進んで

他者に学びさえすれば、今ある会社を更に大きく、強く、優れた「老舗」企業に育てるこ

とは決して不可能なことではありません。そして、そのためにまず必要なのが、志を高く

持つことです。昔から「上のものを得ようとすれば中のものしか得られず、中のものを得

ようとすれば下のものしか得られない」と言います。大きな志がないということは、意志

がないということであり、意志がないということは、すなわち原動力がないということす。

次世代の企業家は、老舗企業をつくり上げるための固い信念と強い意志を持たなければな

りません。そして、「長く続けること」を第一義とし、「強くすること」は第二義に、「大き

くすること」は第三義とし、持続可能な発展を目指すのです。常に志を持ち続け、目の前

の利益に惑わされたり、急いで利益を求めたりしてはなりません。一気に会社を大きくし

ようなどと考えてはならないのです。そして、口先だけでなく実行に移すことが肝要です。

そして、2 つ目に必要なのが、進んで責任を負う気概を持つことです。老舗となるには、理

想や目標だけでは不十分です。それ以上に、社会的な責任を負い、社会における役割を果

すことが必要です。パナソニックやホーム企画センターのように、常に人類と社会の健全

な発展を牽引すると同時に、他に先駆けて新たな潮流、新たな理念を創造、実践していか

なければなりません。そして、省エネや排出削減、環境保護、構造転換などにおいても率

先して範を垂れ、他社のモデルとならなくてはならないのです。企業の安定した成長を図
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るとともに、常に「義と利の双方を重視しながらも、義を優先させる」という原則の下、

社会的責任を全うするのです。企業の目的は金儲けだけではありません。重要なのは、新

たな価値の創造や更なる雇用の創出、税収増加の促進、人々の幸福の創造なのです。そし

て 3 つ目に必要なことは、文化に磨きをかけることです。いかなるブランド、技術、製品

も模倣、コピーすることができますが、自ら打ち立てた企業文化でなければ、事業の持続

的成長を促す原動力、資源とはなりません。フォーチュン・グローバル 500 にランキング

された企業が人々から注目されるのも、優れた独自の企業文化を持っているからこそです。

我が国にも、同仁堂という創業 300 年を超える企業がありますが、彼らは「製剤にどんな

に手間がかかっても絶対に手を抜かず、品質のためにはどんなに高い原料も絶対に減らさ

ない」という姿勢を崩さず、この 2 つの「しない」を堅持してきたからこそ、老舗企業と

なることができたのです。ですから、次世代の企業家は、こうした企業が発展の過程で形

成してきた独自の文化を継承していかなければなりません。そして、様々な企業の優れた

点を取り入れつつ改良を続け、顧客や従業員、株主、そして社会を満足させられる企業文

化や企業精神の形成に努めなければならないのです。そして 4 つ目は、イノベーションを

起こし続けることです。企業が持続的に成長できるか否かは、イノベーションを起こし続

ける熱意があるかにかかっています。ですから企業はまず、長期的な視点に立ち、自社の

利益ではなく社会貢献をも念頭に置いた新たな理念を確立すべきでしょう。いかなる意思

決定も長期的な視点に基づいて行い、必要であれば短期的な利益目標を犠牲にしても構い

ません。そして、事業を展開する際の前提条件を社会貢献とするのです。そして「誰もや

らなかったことをやり、誰かがやったことをイノベーションする」という独自の経営戦略、

成長モデルに沿って、長期的成長が見込めるシステムを構築しなければなりません。ある

研究によると、企業が失敗した場合、原因のおよそ 70％はマネジメントにあるといいます。

ですから、「時代の変化に対応」しながらマネジメントのイノベーションを図ることが、「老

舗」企業になるための大前提であり、このような管理体制を構築してこそ、企業は複雑に

変化する環境に適応し、持続的な成長を遂げることができるのです。加えて、特に重視す

べきなのが人材の獲得と育成です。これは、 先端の生産技術と製品を維持し、コア・コ

ンピタンスを形成する上での必須条件と言えるでしょう。 
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学ぶ・手本とする・参考にする 

江蘇華倫化工有限公司 呉義彪 

 

2012 年 4 月 22 日から 4 月 27 日、私たち江都区次世代企業家は視察のため日本を訪れま

した。6日間という短い期間であり、私自身は過去に3回日本を訪れたことがありましたが、

その 6 日間での観光や企業訪問は、いずれも深く印象に残るものでした。今回の研修を通

じて中国企業が日本に学ぶべきだと感じた点を以下にまとめましたので、皆さんが意見交

換や議論をする際の参考としていただければと思います。 

1． 日本では、真面目に業務に取り組む会社員の勤務態度に敬服するとともに、標準

化された作業にも自然と敬意の念を抱きました。新幹線の女性販売員や男性乗務

員までも業務に集中し、誠実に仕事をこなしていました。動作は統一され、彼ら

は車両を去る際、必ず乗客に笑顔を向けますが、その笑顔に乗客は自分への配慮

を感じるのです。 

2． 日本の建築物はどれも 先端な理念に基づいて設計されており、先進的な設備を

備えた建物は作りが精巧で色目も柔らかでした。むやみに看板をかけるといった

違法行為はほとんど見られず、極めて整然としており、美観が保たれていること

がひと目でわかりました。 

3． ゴミは、非常に細かく分類されているにもかかわらず、分別が徹底されており、

ひと目で見掛け倒しのパフォーマンスではないことがわかります。分別のための

ゴミ箱や設備も整っており、配置も整然としていました。ゴミ箱の周囲も清潔で

すっきりとしており、不要物は何一つ落ちていません。ゴミ箱もペットボトル、

紙類、その他のもので明確に分けられていました。日本人は「省エネ排出削減、

環境保護」をスローガンとして叫ぶだけでなく、しっかりと自らの行動で実践し

ているのです。 

4． 観光地の中は清潔で整然としており、大勢の人でごった返していても、誰かが無

造作にゴミを捨てるような光景を目にすることはありませんでした。整然とした

観光地では、観光客同士がゆずり合う姿が見受けられ、和やかな雰囲気に気持ち

が休まりました。また、騒々しさや雑然とした感じは少しもなく、心が落ち着き

ました。これらは、日本人のモラルの高さを示すものであり、また、私たちが学

ぶべきものでもあります。 

5． 日本で も驚いたのは、ホテルにしろトヨタの工場にしろ、トイレが自宅のリビ

ングのように清潔に保たれ、わずかな異臭もしないという点でした。そこで、じ

っくり観察してみた結果、日本人は公共の公衆衛生施設を大切に扱っているだけ

でなく、管理も細かく行き届いており、その方法も合理的であることがわかりま

した。これも、国全体の文化水準の高さを示すものであり、私たちが見習い、手
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本とすべき点です。 

6． トヨタの作業場は緻密な管理の下、5S が徹底され、少しも雑然とした印象を受け

ませんでした。また、ロボットが正確に動作し、整然と組立が行われる巨大な生

産ラインには驚嘆を禁じえませんでした。従業員も作業に邁進しており、作業効

率が非常に高いという印象でした。その他、作業場では、鼻につく匂いや不快な

匂いも一切しませんでした。 

7． パナソニックが取り組んでいる、総合的なエネルギー利用は、私たちにとって全

く新しい概念であり、 高の省エネ、排出削減モデルでした。皆さんもご存知の

通り、将来エネルギーは資源不足という問題に直面する見通しですが、パナソニ

ックではそれを見越し、住まいの中で光エネルギーを電力に変換させたり、太陽

エネルギーや電気自動車のエネルギーを利用したりするなど、総合的なエネルギ

ー利用に向けた、数多くの取り組みが行われています。これらの取り組みは、将

来の省エネの対策のあり方を示すものであり、我々が参考すべき点もあるでしょ

う。 

8． ホーム企画センターの企業理念は、不動産業が今後進むべき方向性を示していま

す。同社は、新しいタイプの炭を使い、室内の空気汚染を低減していますが、こ

れは確かに全く新しい発想であり、科学的かつ合理的な手法です。私は、北海道

で炭の家のモデルハウスを見学した際、「エコと省エネ」を強みとしてくことが、

将来、住宅が向かうべき道になるであろうと感じました。 
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リアルな体験をさせてくれた日本に感謝 

 
― 江都次世代企業家を組織しての訪日研修・視察の感想 

中国共産党揚州市江都区委員会企業工作委員会 孔令栄 

 

序 文 

 

昨年から私たち「江都次世代企業化能力開拓倶楽部」は、海外での研修を通じて視野を

広げ、素養を高められるような機会を模索していました。そんな中、同倶楽部の秘書長だ

った私は、省の経済・情報化委員会と対外友好協会から、無償で行われる企業家訪日研修

があることを知ったのです。そこで私は、すぐにそのプロジェクトへの参加を表明、省の

「三会」会長、呉冬華氏及び、経済・情報化委員会、友好協会上層部のご支持の下、倶楽

部内から優秀な中堅会員 21 名を選出し、訪日研修視察団を組織することができました。こ

れにより、江都史上初の企業家による海外研修プログラムが成立し、省全体でも企業家訪

日研修プロジェクト初の訪日団となったのです。私は訪日団の組織、実行に 初から携わ

った企画者、参与者として、今回の訪日研修が予想を上回る大きな成果を収めたことに、

非常に興奮しています。視野が広がるとはどういうことなのか。国民の素養とは何なのか、

構造転換、高度化とは何なのか。これら全てに対し、私たちは見識を広めました。開眼し

ました。そして友情を育みました。畏敬の念を抱きました。震撼しました。発奮しました。

その 1 つ 1 つがまさに収穫であり、そして国交 40 周年を迎える 2 つの優秀な民族の交流の

証なのです。 

2012 年 4 月 21 日、この日は私たちにとって記念すべき日となりました。私たちはとう

とう日本に向け出発したのです。研修参加者同様、私は強い学習意欲と探究心に燃えてい

ました。僅かな時間も惜しまず、五感を使い、手足を使い、そして買ったばかりのキャノ

ン 5D－MakeⅡを使って、熱に浮かされたように観察、記録し、時間をかけ収集、蓄積し

たそれらの情報を細かく分類し、整理したのです。5 泊 6 日の訪日研修は、短くも実り多い

ものでした。そして、帰国して数日後、区の幹部から、参加者全員に体験記を書くよう指

示を受けたのです。通知から提出までわずか 2 日間しかなかったため不安もありましたが、

とりあえずやるしかありません。しかし終わってみれば、なんと全員が期限通りに提出し

ただけでなく、内容も素晴らしいものばかりでした。考えてみれば当然かもしれません。

もともと日本で衝撃的な体験をしたわけですから、それを文字にした体験記が素晴らしく

ないわけがないのです。残るは私です。研修の全てを網羅した写真は 6,000 枚近く。毎日

北京時間の 3 時 48 分に撮影を始め、その対象は関西から関東、北海道まで、飛ぶように変

化した風景や、凝縮された日程の中で触れ合った自然や人々の優しさ、フォーチュン・グ
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ローバル 500にランキングされた企業の落ち着いた佇まいと事業存続のための意識や姿勢、

そして厭くことなく学ぶ江都次世代企業家代表らの熱意など、多方面に及びました。その

中から、良いものだけを選び出し、シンプルにまとめなければなりません。大幅な割愛が

必要で、とても辛い作業ではありましたが、それ以上に喜びと驚きに満ちた作業でもあり

ました。そして、まるまる 1 ヶ月を費やし、ようやく大きな意義のある写真の整理が完了、

私たちが体験し感じたものを、皆さんに共有できることになりました。 

 

管理面における人間本位のイノベーションが企業存続の原動力 

 

世界が認める日本企業の先進的な管理理念や管理モデル。それを学ぶことが、今回の研

修の 大の目的でした。具体的に何を学ぶのか。どのように学ぶのか。フォーチュン・グ

ローバル 500にランキングされる大手 2社での講義や見学など、研修中での体験を通して、

私たちは様々な教訓を得ることができました。 

「日本は技術を抱いて死ぬ」。これは日本人の「こだわり」を若干揶揄した表現ですが、

そこには別の意味合いもあります。つまり、日本人は科学技術を、そして科学技術のリノ

ベーションを非常に重視しているということなのです。この日本という国は、世界トップ

クラスの科学技術人材と蓄積された科学技術の宝庫なのです。 

ではまず、その人材を見てみましょう。日本人は健康を重視しており、小さな子供でも

寒さに強くなるよう雪の中に放り出すといいます。今回その光景を目にすることはありま

せんでしたが、北海道ではまだ雪が残る早朝、あちこちで素足にスカート姿の学生たちを

目にし、見ている私の方が寒くなりました。義務教育の徹底については、日本ではすでに

定着しているものであり、あえて触れるまでもないですが、人材の獲得や育成、人材の能

力引き出す環境については、取り上げないわけにはいきません。今回、日本に留学し、現

在も現地で仕事をしている中国人の友人 2 人がわざわざ私たちを出迎え、研修に同行して

くれましたが、この 2 人は、中国の大学を卒業後、日本に留学し、その後 20 年以上日本に

滞在している兄弟です。そして兄の方は、インテリジェントロボットの視神経の世界的権

威で、ビル・ゲイツが何年か前に清華大学で学術講演を行った際、中国に戻って講演に参

加するよう頼んだほどの人材となり、弟の方も、昨年日本の「7 つの課題」の 1 つを担当、

化学大賞を受賞するまでになりました。ニトリ、パナソニックといった企業では、教育を

従業員に対する福利であるとみなし、絶えず計画的に従業員への教育、訓練を実施、管理

レベルやイノベーション力の向上に務めており、それが非常に印象に残りました。 

例えば、セラミックはもともと中国が生み出した陶磁器の伝統的な材料ですが、日本は

技術革新によってナイフ用のセラミックを開発。小さなセラミックナイフは、世界唯一と

称され、その切れ味は鋼の刀に勝るとも劣りません。価格は 1 本 200 元から 500 元、セラ

ミックナイフの開発により、セラミックは用途が拡大、価格も飛躍的に向上したのです。 

また日本滞在中、店頭で「国産」の二文字が書かれた商品を目にすることが多くありま
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した。それは私たちにとって非常に意外なことでしたが、おそらくそれは、日本企業が品

質を重視することでブランドを守り、消費者の信頼を獲得しているためなのでしょう。日

本で買い物をする際、品質を疑ったり値切ったりする必要もなければ、模造品や粗悪品で

あるかを心配する必要もありません。パナソニックやトヨタなどの老舗企業が世界のトッ

プブランドとして君臨し続ける理由はまさにそこにあるのです。 

資源の乏しさは、日本の特性とも言えますが、日本にとっては悩みの種とも言えます。

では、どうすればいいのか。実はこのハンデがあったからこそ、日本は絶えずイノベーシ

ョンを繰り返し、自らの力で省エネや排出削減を行うことを選択したのです。このため、

日本の高い技術は資源不足によって生まれた、という人もいるほどです。企業は、原料の

選択や使用方法に工夫をこらし、技術改革や原料の節約、時間の短縮、労力の削減に知恵

を絞り、リサイクル、持続可能な発展の策を練り、コスト削減や実用性、利便性の向上に

試行錯誤しているのです。トヨタ自動車やニトリなど、日本では多くの企業が製造と販売

のシームレスな連携が実現しているため、倉庫の必要性がなくなり、「在庫ゼロ」が可能に

なっています。そして、これにより場所代などのコストが削減、在庫リスクも減少してい

るのです。一方、ホーム企画センターは、間伐材の木炭を原料とする人体にやさしい換気

システムを使った健康住宅を開発、全国各地で人気を博し、不動産業界全体が不景気の中、

大きな利益を上げています。また、パナソニックの資源の再利用や設計理念、ゼロ・エミ

ッションなどへの取り組みが非常に印象に残ったほか、トヨタが行なっているロボット研

究やその運用レベルなど、全てが新鮮に映りました。これらは、現在、同じように資源が

逼迫し、産業の構造転換や高度化を迫られている中国企業にとっても非常に参考となるも

のでしょう。 

私たちは今回の研修や視察を通じ、管理面における日本企業の強みはイノベーションに

ある－つまり、人を中心に行われる管理イノベーションは、企業を突き動かす無限のパワ

ーの源である、と感じました。マネジメントの命はイノベーションにありますが、そのイ

ノベーションは人間本位でなければなりません。優れた人材によって、技術や管理のイノ

ベーションを行い、消費者のニーズにあった製品を生み出していく。これこそが、企業が

成長、存続していくための必須条件なのです。不動産業界が低迷する中、ニトリやホーム

企画センターは、その理念や成長モデルで新たな突破口を見出しました。そして、人間本

位の企業文化や確固たる信念、技術や管理のイノベーションが、パナソニックやトヨタと

いった「老舗」企業を生み出したのです。従来型の産業は、省エネや排出削減、環境優先

といった新たな理念によって生まれ変わることができ、企業家は、社会貢献や社会的責任

の履行によって、利益だけでなく社会の信頼を得ることができるのです。 

 

敬畏すべき民族 

 

実際に会った日本人をどう正しく言い表せばいいのか。今回の研修では、確かに日本人
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に対し好感を抱きましたが、その一方で困惑することもあったのです。そして悩んだ末に

頭に浮かんだ言葉が－敬畏、つまり敬意と畏怖でした。敬意は、日本人に感じた、モラル

の高さや礼儀正しさ、そして、人を敬い、祖先を敬い、神や自然を敬い、仕事を敬う、素

晴らしい品性に対して。畏怖は、日本人の自分を厳しく律し努力を怠らない姿勢、団結力

や協調性、行き届いた緻密さ、そして、イノベーションの意識や危機意識、潜在能力や技

術水準に対して抱いた感情です。尊敬と畏怖は表裏一体なのです。それではここで、いく

つかの例を皆さんにご紹介したいと思います。 

まず「手を振っての見送り」。応対してくれた全ての機関、企業、団体で、上は国の次官

級幹部から下は社員や運転手まで、あらゆる人が、海の向こうからやってきた見も知らぬ

私たちに対し、会釈をし、「手を振って見送り」、時には跪いて頭を下げてくれたのです。

これらを何度も何度も、厭くことなく繰り返し行う彼らに、敬意の念を抱いてしまうのも

自然なことと言えるでしょう。 

そして「静寂」。21 名が関西から関東、そして北海道を駆け抜けた 5 泊 6 日。その間、な

んと私たちは一度も車のクラクションが耳にしなかったのです。本当にただの一度も。唯

一聞こえてきたのは、近くを通りがかった消防車と救急車のサイレンの音だけ。納得のい

かない私は、朝から晩まで喧騒を求め、駅や公園、商店街や居酒屋、大通りや裏道を歩き

まわりましたが、どこに行ってもあるのは静寂だけです。日本は本当に静かな国なのです。

保たれる「静寂」－それは長年にわたる不況のせいでしょうか。違います。私は日本人が

首から下げた携帯電話を胸のポケットにしまう姿を何度も目にしました。日本の携帯電話

は電磁波が弱いからなのかと思いきや、答えはなんと他人に迷惑をかけないようマナーモ

ードにするため。だから、振動で着信が分かるよう携帯電話を胸のポケットに入れておく

のです。そういうことなのです。 

さらに「夜でも戸締りをしない街」。大阪空港を出発した時、地元のガイドから日本人は

寝る時も戸締りをしない、という話を聞きました。どういうことなのか。まるで、古代中

国の神話の中に出てくる「夜戸締りをする人も、落とした物を盗む人もいない」国の話で

す。現代の、この島国でそんなことがありうるのでしょうか。お伽話でもしているのでし

ょうか。ところが、ガイドによると、所得格差があまりないせいなのか、或いは社会の福

利が行き届いているせいなのか、本当にその付近ではめったに泥棒が出ないというのです。

本当か嘘か。それは写真を見れば明らかです。静かでのんびりとした街並み、手持ち無沙

汰のガードマン、整然とした切符売り場、信号機できちんと止まる車や人、ゆったりと渡

れる横断歩道…一見、何でもないように見える光景。しかし、そこにははっきりと「秩序」

と「モラル」の力が見て取れます。 

そして「 高の生徒」。無償で私たちを招いてくれた日本国際協力センターの理事長、松

岡和久氏は、私たちが鑑真の同郷であると知ると、なんと私たち全員に対し跪いて敬意を

表したのです。これには私たちも驚愕し、そして自然と敬意の念が湧き上げってきました。

日本人は、海外の異質の文化をすべて受け入れ、それを尊び崇めます。私たちは、日本人
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のこうした姿勢に感銘を受けるとともに、慚愧の念を抱かずにはいられませんでした。鑑

真の渡日、書道、古代中国の建築装飾、漢詩。日本人はこれら中国文化の真髄を心から敬

服し、今に受け継ぎ、そして開祖、天の技、至宝、精華として信奉するとともに、それら

を自国の文化の源としました。古都京都に残る「長安」の面影や、箱根の温泉街の壁に書

かれた諸葛孔明の「澹泊明志、寧静致遠（利に淡泊でなければ志を明らかにすることはで

きず、心穏やかでなければ遠大な目標を達成することはできない）」など、私たちは日本人

の優れた感性に感嘆せずにはいられません。しかし、それらはみな中国から伝わったもの

なのです。私たちは、日本人が中国伝統文化の 高の生徒であることに、ただただ感じ入

るばかりでした。古代文化を題材とした作品を創作したいという中国の芸術家がいれば、

日本で生活してみるのも良いかもしれません。つまり「生徒」の生徒になるわけです。な

ぜなら、私たち自身はそれらを尊ぶことを忘れ、それらを見捨て、そして、それらを破壊

し、今ではその全容をほとんど目にすることができないからです。 

後は「千歳空港での修了式」です。日本人の行き届いた細やかさはよく知られていま

すが、百聞は一見に如かず。昨年 12 月 26 日、初の取り組みとなる今回の訪日研修のため、

日本国際協力センターがわざわざ部長と中国エリア代表を南京まで出向かせ、研修計画の

打ち合わせを実施したほか、準備段階では、省の友好協会から、メンバーや日程、研修内

容を事前に決めてしまうよう注意がありました。一旦招待状に予定を書き込めば、日本側

はそれ通りに実施するからです。訪中後も、生活面での段取りや視察の応対、同行や連絡

時の対応など、全てが細かく行き届いており、本当に感嘆させられました。私たちなら、

国内でやったとしても、ここまで根気よく細やかな対応はできないでしょう。まして私た

ちは全く面識もない外国人なのです。その対応がどれ程きめ細やかだったのかをご理解い

ただくために、その内の 1 つをご紹介しましょう。私たちが帰国する際、なんと国際協力

センターの山野幸子専務理事がわざわざ東京の本部から北海道の千歳空港まで駆けつけ、

空港の会議室で私たちのために盛大な修了式を開き、21 名の研修参加者全員に理事長自ら

がサインをした素晴らしい修了証を授与してくれたのです。本当に信じ難いことでした。

部屋 1 つ整理できない人間が、国を治めることができようか、という古人の言葉がありま

すが、物事の成敗を決めるのは、まさに細部への心配りなのです。この話を聞いて大和民

族の再興に疑問を持つ人がいるでしょうか。いないはずです。私たちが持つべきは、畏敬

の念、警戒心、イノベーション意識、競争心なのです。そして、自ら努力してこそ真の独

立を勝ち取ることができ、自らを尊んでこそ、真の誇りを持つことができるのです。 

 

振り返ると、茂みの中に鹿が 

 

北海道登別温泉のホテル、北京時間 4 月 27 日の 3 時 48 分、太平洋から上がってきた太

陽の光が、雪のかかった峰や松林を超え、滑らかで快適な畳の上に差し込んできました。

夢の中にいた私は驚いて目を覚まし、カメラを背負って出かけることにします。そして、
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梅の花を求めて雪の中に入っていった私は、熊が出るということも忘れ、雪道、林、山々、

青空、そしてその間に時折漂ってくる硫黄の匂いに魅せられ、夢中で写真を取り続けまし

た。その内、8 ギガあったカードの容量もなくなり、全員の集合時間も迫って来ました。そ

して、あわてた私が近道をしようと、谷間の雪の上を滑り落ちて行った時のことです。身

を翻すと、山の上の方から何かが私を見ているような気がしました。はっとして振り返っ

てみると－何と美しい鹿が 20 メートルほど先から私を見つめているではありませんか。私

はそれまで撮りためた写真を削除しながら、その鹿を撮り続けました。驚くことに鹿は身

動き一つしません。驚き慌てる様子もなく、私の頭の中には「名残を惜しい」という言葉

が浮かんできました。そう思ったのは私だったのか、彼だったのか。いずれにしても、不

思議な親近感を感じた野生の鹿は、大自然とのリアルで温かい交流を体験させてくれまし

た。 

一方、日本が徹底を目指し努力しているのが資源利用と環境保全。日本の面積は猫の額

ほどしかない、という人がいますが、私たちが注目すべきはその小ささではなく、彼らが

その小さな土地をいかに余すところなく利用しているかという点です－。 

車に乗っていた時、街を歩いていた時、ふと目に入りあわてて撮影した景色があります。

それは、整然と統一され、刃物で切った豆腐のように真っ直ぐで、クレーンでは並べたの

ではないかと思うほど空間を余すところなく利用している「駐車場」。どうやって停めたの

か本当に謎でした。車を横滑りさせて入れたのではないかと想像する人や、日本の車はタ

イヤが 90 度曲がり、横方向に移動させられるのだと言う人もいましたが、私は技術的な問

題ではなく、素養の問題であると感じました。 

また、道端の小さな「自転車置き場」も、車輪の高さをずらすことで上下互い違いに駐

輪できるような設計になっていました。ハンドルの位置を上下ずらして置くため、2 台分の

スペースに 3 台置くことができる上、駐輪スペースにはそれぞれ自転車をロックできる固

定式の装置が設置されているため、自転車は隙間なく整然と並んでおり、駐輪場の利用率

も大きく向上していました。 

そして、住宅地では三角形の小さなスペースや、鉄条網が張られた場所、さらに 1 本の

電柱までも、すべてが効果的に利用され、四角い鉢や丸い鉢、木製やレンガの鉢、吊り鉢

や掛け鉢に植えられた牡丹やチューリップ、蘭、桜などが咲き乱れる素敵な庭園へと変わ

っていました。 

朝、開館前の東京博物館を訪れた時、目にしたのは地面に埋まるステンレスの支柱です。

博物館の門の前を一台の工事用車両が入ろうとしていた時、門は開いたものの、門の前に

はステンレス製の支柱が一列並んでいました。どうやって入るのかと見ていると、なんと、

あっという間に支柱が姿を消したのです。近づいてよく見てみると、支柱はすべて地面の

中に収まっていました。そして、車が門の中に入ると、職員は再び支柱を上げ、鎖をつな

いでいました。後から思い起こしてみると、研修中あちこちで見かけた支柱はすべて、こ

のような埋込み式、場所をとらず、材料も節約でき、時間も手間もかからないタイプの支
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柱だった気がします。 

 

友情を深め、提携でウィンウィン 

 

今回の研修プログラムが行われたのは、まさに日中国交正常化 40 周年に当たる年。日中

両国の間には、いくつかの不愉快な出来事が起きましたが、私たちは上層部の指示をしっ

かりと心に刻み、友好の使者として、友好の旅に出るのだと自らに言い聞かせました。そ

して、今回の研修では、それを実行できただけでなく、日本側の熱意、誠実さ、友好的な

雰囲気を身にしみて感じることができました。日中両国は一衣帯水の隣国であり、長い友

好の歴史があります。そして、両国は文化的にも互いに依存しあっています。日本はこれ

まで長きにわたり中国文化の影響を受けてきましたが、現在、中国が日本に学ぶべき、或

いは手本とすべきことも沢山あります。日本の軍国主義はかつて我が国に極悪非道の行為

を行いました。しかし実は、日本人の多くが中国の文化を非常に崇拝し、中国人との友好

的な交流を願っています。ですから私たちは、両国の交流や相互理解を強化、拡大し、よ

り幅広い信頼関係を構築するとともに、より誠実な協力関係の構築や、誤解や猜疑心の解

消、両国関係の正常化に努めなければならないと考えています。 

世界トップクラスの技術と豊富なマネジメント経験を有する日本企業ですが、長年にわ

たり尾を引く金融危機や震災の影響、国内の資源不足、そして人件費の高さなどから、次々

と海外移転を図り、再生の道を探っています。そしてこれは、私たちにとって大きなチャ

ンスなのです。中国の政府、企業は、この流れに乗って積極的に提携の機会を探るべきで

す。特に、省エネや環境保全、資源の循環利用など分野におけるプロジェクト、そして工

業だけでなく、農業や都市建設も含めたプロジェクトでの提携を模索すべきです。今回の

視察中にも、研修参加企業 5 社と日本企業が提携の意向を示しています。中でも愛知県豊

田市の日栄機械工業は、すでに技術監督を寧達貴金属と華倫化工に派遣、現地で視察や商

談を行いました。この他、北海道日中友好協会会長、札幌商工会議所の青木雅典会長も、

苫小牧の工業団地の企業家とともに、江都を訪れる予定になっています。 

そして、国家間にとどまらない、今回の海外研修におけるもう一つの大きな収穫は、21

名の研修参加者、即ち江都のイノベーション型、成長型企業 10 数社の次世代企業家達が、

互いに友情を深め、協力関係の土台を築いたことです。日本での研修期間中、互いに助け

あい、学び合い、敬い合い、そして活き活きと、健全に、道徳心をもって行動する企業家

たちに、能力と素養の高さを感じました。一方、日本での長い外交官経験を持つ省友好協

会の呉丹理事が両国の中心的な橋渡し役となってくださったお陰で、活動のグレードが上

がっただけでなく、交流がスムーズに進み、視察がより充実したものとなりました。そし

て、参加者全員の真摯な取り組み、研鑽を重ねる学習態度、団結力、懐の広さによって、

今回の訪日研修は単なるプログラムの成功以上の成果をもたらしました。そして、参加者

全員が今後の研修への参加意欲を強めたことで、学習ムードも高まったのです。これによ
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り、私たちも今後のプロジェクト実施に対する自信と決意を深めることができました。ま

た、今回の活動は日本国際協力センターからも高い評価を得ましたが、それは、東京から

送られてきた写真や文字でうめつくされた報告書からも見て取れます。今回の海外研修に

ついては、対外友好協会などからも賞賛の声が上がっており、企業家たちの体験を幅広く

共有するようにとの提案がありました。また、今回の活動が成功を収めたことで、省の各

方面からは、今後さらに活動の機会を増やし、研修に必要なリソースを江都に投入すると

同時に、外国企業の誘致や外資導入による成長を目指す、との話も出てきています。 

 

終わりに 

 

勉学の 高の境地は悟りです。 

ありがとう、日本。 

終生忘れ得ない経験を、深く心に刻まれた記憶を、予想を超える収穫を。 

中国文化の薫陶を深く受けた、畏敬の念を抱かせる素養 ＋ わずかな資源 ＝ 技術

に活路を求める隣国。 

隠居するのは、たゆまぬ努力をしてから。そして変化が起きるのは、自から何かを始め

た時。 

私たちは、この経験を皆さんと分かち合えることを心から楽しみにしています。どうぞ、

ご指導の程、よろしくお願い致します。 

（2012 年 6 月 7 日朝、執筆。まるで 30 年の時を経て再び大学受験に挑んだかのようです） 
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江都次世代企業家研修団が示唆するもの 

江蘇省人民対外友好協会 呉 丹 

 

日中国交正常化 40 周年、日中国民交流友好年に際し、江蘇省人民対外友好協会と省「三

会」の協力の下、我が省の揚州市江都区民間企業家研集団の一行 21 名は日本国際協力セン

ターの招きを受け、2012 年 4 月 22 日から 27 日、予定通り日本を訪問しました。そして私

も渉外兼通訳として幹部や企業家の皆さんに同行したのです。 

一、基本状況 

日本滞在期間中、代表団は日本国際協力センターを訪問した他、ニトリ、パナソニック、

トヨタ自動車北海道、及びホーム企画センターを見学しました。一方、省友好協会はこの

機会を利用し、日本国際協力センターの幹部等と研修プロジェクトの大枠について、細か

な打ち合わせを行いました。こうした全員の努力によって、今回、企業家による日本での

視察や提携が成功を収め、江蘇省の民間企業家育成に関わる調査や研究も行うことができ

ました。 

瀋仁礼団長は、代表団が海外で広報活動を行う中で、自ら「鑑真」という文化的切り口

を見出し、それによって訪問先で揚州、江都を宣伝し、交流を深めることができたと考え

ています。代表団は「鑑真渡日」、「江沢民の故郷」、「毛筆の故郷」というフレーズで、揚

州、江都に対し新たなイメージを抱いてもらい、揚州漆器、毛筆などの工芸品を贈答する

ことで、関心を強めてもらいました。代表団の中に公務員は 2 名しかおりませんでしたが、

効率のよい仕事ぶりが際立っていたほか、企業家の皆さんの、若さと意欲に溢れ、向上心

に燃える姿や、上品で礼儀正しい立ち居振る舞いが、特に深く印象に残りました。 

4 月 24 日、日本国際協力センターが代表団のために催してくれた歓迎会で、理事長の松

岡和久氏は、企業家たちが鑑真の故郷－揚州からやって来たと知るや非常に興奮され、代

表団に跪いて敬意を表すると同時に「今年は日中国交正常化 40 周年に当たり、初の企業家

代表団が日本を訪問されることは非常に重要な意味を持っています。鑑真和尚は 6 度目の

航海でようやく日本に渡ると、中国の文化を広め、日中の文化交流の歴史に輝かしい足跡

を残されました」と挨拶されました。私たちは、今回の研修を通じて、両国の友好と交流

がさらに深まり、日中のさらなる提携を促進できると信じています。 

二、海外訪問の成果 

今回の訪日団は江蘇省企業家研修プロジェクト初の訪日団ですが、今回の研修プログラ

ムが成功を収めたことで、省、市、区、特に江都区委員会組織部、経済・情報化委員会、

そして次世代企業家倶楽部など、多方面から様々な提案や支持が集まりました。また、江

都訪日団始動の情報は省委員会や省政府に報告され、研修が成功を収めると、全国人民対

外友好協会、日本国際協力センターから高い評価を受けるなど、今回のプログラムは国内

外から大きな反響がありました。このため、中日友好協会は江蘇省の経験が全国に広まる
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ことを期待、日本側も江蘇省との交流や提携がさらに進むことを願い、研修における更な

る便宜や支援の提供を申し出ています。 

三、貴重な「江都経験」 

1. 指導部の重視と明確な要求 

省「三会」の呉冬華会長と省友好協会幹部は、自ら指導を行うとともに、状況報告の聞

き取りも行ったこと、また、区の幹部が非常に活動を重視し、結団式や総括会を主催した

こと、区委員会書記が海外研修や研修報告の具体的な要求を出したこと。組織部と経済・

情報化委員会の幹部が団を引率したこと。こうした地道な取り組みは、上層部が研修活動

を重視し、次世代企業家に強い期待を抱いていることの現れであり、また、体験を総括し、

次のステップに生かすためのものでもあります。 

2. 節度ある細やかな団の管理 

団員は役割分担が明確になされ、団長、副団長、秘書長、生活委員、学習委員、撮影や

記録の担当者が決められていました。また、おみやげの数や内容についても、細かなリス

トが作成された他、出国前には海外での心得が全員に手渡されました。そのため日本で外

交儀礼に反する出来事は発生していません。帰国後は、すぐに日本側と連絡をとり、お礼

状を送付、インタラクティブな管理を実現すると同時に、交流を続けるための環境も整え

ました。 

3. 際立った特徴を持つ「次世代」 

我が省初の企業家訪日研修団は、江都のトップ企業 10 社及び「次世代企業家能力開拓倶

楽部」の中核をなす優秀な会員を主体に構成されています。研修の参加者はみな、企業の

董事長や総経理で、平均年齢は 36 歳。全体的に素養が高く、全員が企業の運営経験を有し

ていたため、共通の話題も多いようでした。このため、日本滞在中は車内で「中国青年企

業家による対話」を実施、企業家の皆さんに内部交流の機会を提供しました。 

四、今後の取り組みに関する考え 

（一）研修による国際協力の効果を拡大させる。江蘇省は中国でも開放が進んだ省であ

り、外資を呼び込むための条件も整っています。昨年の震災後、日本では製造業の空洞化

が進み、多くの中小企業が工場を海外に移転、今回の研修でも、愛知の日栄機械工業と北

海道のホーム企画センターの 2 社が、環境保護に関する事業提携に関心を示しました。成

長まっただ中の民間企業家達は、学んだことをすぐに吸収し、チャンスを見つけることに

長けており、提携の意向に素早く反応、効率良く立ちまわっています。こうした対応がで

きているのも、ある意味、一線で活躍する企業家の海外訪問による相乗効果の現れといえ

るでしょう。省の友好協会は、必要に応じて省レベルの外交活動の待遇の良さ、グレード

の高さ、条件の良さを利用し、研修の成果を拡大、我が省、区、県の対外宣伝、対外協力

の窓口、急成長する企業家がビジネスチャンスを模索する場、海外の経済界が江蘇省を理

解するためのネットワークを構築するよう努力しています。 

（二）更なる改善が必要な研修方法。訪日後、私は団員全員に書面によるアンケート調
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査を実施しました。その結果を見てみると、大部分の団員が今回の研修で訪問した企業に

満足しており、特にパナソニックは満足度が 100％に達しました。その主な理由は、パナソ

ニックが世界でもトップクラスのグローバル企業である、ということと、パナソニックが

我が団に対し、別格の扱い、入念な手配、細かな解説をしてくれたことが、非常に強く印

象に残ったため、とのことでした。パナソニックと比べると中小企業の講義は、人材不足

や経験不足もあり、熱意はあれど力及ばずという感じだったようです。また、現地企業家

との直接交流の時間を増やしてほしいといった要望も多く、今後の研修の貴重な参考とな

りました。今後、研修をアレンジする際は、特色、経験、能力のある中小企業を選び、団

員がより共感できる研修内容にしていくとともに、現地の企業と双方向の交流をする時間

を増やしていきたいと思います。 

（三）研修の持続的、合理的発展を推進。省の「三会」と友好協会は今年、100 名近い

民間企業家を日本に派遣する計画ですが、今後も我が省は「事実に基づき正しく行動、順

を追って一歩一歩前進、品質重視」を原則に、派遣規模や研修地域を徐々に拡大し、本プ

ロジェクトの持続的、合理的発展を推進していく予定です。そして、上層部が重視する地

域、組織が体系だった地域、高い効果を上げられる地域でモデル事業を立ち上げるととも

に、各方面の積極性を引き出し、条件が整い次第、成功経験を各地に広めていく予定です。

そして、企業家研修を、対外交流の資源、サービスを利用し経済を活性化させる、素晴ら

しい事業にできればと思っています。 
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緻密な管理とチームワークの手本 

 

江蘇金陵特殊塗料有限公司 卞直兵 

 

日本に着いて天を仰ぐと抜けるような青空で、澄んだ空に気持ちが安らぎ、表情も明る

くなりました。そして身をかがめて川の水を見れば、底が見えるほど透き通っています。

日本で街中の地面がどこも磨かれたように綺麗で足あと一つつかず、ホコリ一つ舞いませ

ん。そして汚水が溢れてくるようなこともありません。 

日本人の細やかで行き届いた生活と、日本の生活レベルの高さは、その豊かな経済力に

よって支えられています。しかし、真に賞賛すべき、また学ぶべき日本の細やかさは、日

本人の何事にも手を抜かない姿勢と、真面目で丁寧な仕事ぶりであり、物質的に優れた点

ではありません。 

今回は私にとって 2 度目の訪日でしたが、1 度目と比べ、より身近に日本を感じることが

できました。日本の清潔で整然とした街並み、壮観な富士山、美しい桜の花、絵のような

風景の北海道に心が安らぎましたが、それ以上に印象に残ったのが、日本企業の緻密な管

理とチームワークでした。 

見学した企業の中には、従来型産業のパナソニック、トヨタのほか、新産業のニトリや

ホーム企画センターなどがありましたが、業界や規模の違いに関わらず、どの企業も緻密

な管理とチームワークが突出していました。 

パナソニックと言えば、誰しもその創業者であり「経営の神様」と呼ばれた、松下幸之

助氏を思い出すことでしょう。奇才、スティーブ・ジョブズと比べ、松下幸之助の努力と

成功の軌跡は、より東洋人の共感を得るものではないかと思います。創業当初、わずか 3

人の従業員しかいない小さな工房だったパナソニック。その従業員の 1 人が、その後、三

洋電機を立ち上げる井植歳男氏です。何代にもわたる努力の末、世界的なグローバル総合

電機メーカーへと成長したパナソニックですが、創業以来、「社会生活の改善と向上を図り、

世界文化の進展に寄与すること」を会社の社会的使命、企業綱領としてきました。より豊

かな社会生活の実現、そして社会発展の促進を目指し、パナソニックはグローバル且つオ

ールラウンドに基礎技術や商品技術、さらに新たな生産技術などの研究開発を行うといっ

た、積極的な経営を続けて来ました。パナソニックには明確な企業文化がありますが、そ

の企業文化はマーケティングや製品設計などにまで浸透し、会社の成長の道標ともなって

きました。発展途上にある我々中小企業にとって、こうした取り組みは非常に参考、手本

となるものです。 

パナソニックは大手グローバル企業ですが、その上にあぐらをかくことなく、逆境に備

え常に新たな領域を開拓しており、今後はセキュリティ、健康、LED が基幹事業となる見

通しです。つまり企業は、型にはまって進化を拒んだり、目の前の事業や利益だけに囚わ
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れたりしてはならないのです。そして、イノベーション精神を持ち、新たな事業、利益創

出が見込める新たな成長分野を開拓しなければならないのです。 

一方、トヨタ自動車はトヨタ生産方式と呼ばれる管理手法で世間から評価されている企

業です。トヨタ生産方式とは、トヨタ独自の特徴ある近代的管理方式で、時代の流れや市

場の変化とともに進化し、現在は経営理念や生産方式、物流管理、品質管理、コスト管理、

在庫管理、現場管理、現場改善などを含む、総合的な生産管理システムとなっています。

トヨタ生産方式はリーン生産方式などとも呼ばれています。 

中国では大部分の中小企業が規模の拡大ばかり追求する非効率的な経営を行なっていま

すが、資源不足や固定費用の上昇が進む今日、求められているのは、トヨタ式の緻密な管

理モデルなのです。中国企業に必要なのは、無駄の排除、コスト削減、作業効率の向上、

素早い反応、そして消費者のニーズをつかみ、それを満足させることなのです。 

これに対し、ニトリの強みはその独特なビジネスモデルにあります。日本の本社を中心

に、世界各地の産業の強みを生かして作り上げたビジネスモデルで、例えば、インドネシ

アやベトナムには生産工場、中国には調達センターと物流センター及び製品の企画開発セ

ンター、台湾には海外販売会社、日本には広告会社などを設立しています。ニトリは、競

争力のある各地の産業とサプライチェーンを統合、各国の地理的強みを生かし、自社のコ

ア・コンピタンスと独自のビジネスモデルを構築したのです。 

そして、エコ住宅におけるホーム企画センターの理念とは、人々の質の高い生活や健康

に対する欲求に従うとともに、それを正しい方向にリードする、というもの。同社は、消

費者のニーズを把握するとともに、新たな技術を開発し、消費者が必要とする商品を創出

しているのです。これも、中小企業が他社に一歩先んじる重要な手立ての 1 つでしょう。 

「日本式経営」を実体験してみると、「リーン生産」や「全面的な品質管理」、「欠陥ゼロ」、

「アメーバ経営」といった言葉は、あくまで日本式経営を外からみたイメージにすぎない

ことがわかります。日本企業の成功要因は「人」やチームであり、理論でも計画でも戦略

でもないのです。人やチームだけが、企業を成功に導くことができる、と考える日本。そ

の日本のマネージャーにとって、 も重要な任務は、従業員同士の良好な関係を強化し、

社内に家族のような感情、従業員と管理職が運命共同体であるような感情を生み出すこと、

そしてそれによって強力なチームを構築することです。「人」を経営の出発点、そしてゴー

ルとし、チームワークを存分に発揮させること。それを知ったことが、今回の訪日で私が

得た も大きな収穫でした。 
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学んで実践する 一を聞いて十を知る 

 

江蘇方正鋼鉄集団有限公司 竇 健 

 

桜が美しい 4 月、我が区の次世代企業家一行 21 名は日本を訪れ、有名な日本企業を視察、

日本企業の経営理念や販売戦略、そして人材育成などを学びました。そして、視察したす

べての企業に対し、様々な思いや感想を持ちました。 

今回、フォーチュン・グローバル 500 にランキングされている 2 つの日本企業を視察し

ましたが、以下にそこで学んだことへの感想や考えを紹介したいと思います。 

一、株式会社ニトリホールディングス 

25 日、ニトリを見学しましたが、 も得るところが大きかったのは、ニトリの企業ビジ

ョン、「欧米並みの住まいの豊かさを、日本の、そして世界の人々に提供する」です。そし

て、このビジョンを実現するため、ニトリは次の 2 点をどちらも欠けることなく守ってい

ます。1 つは、いかなる人も気軽に購入できる低価格、そして 2 つ目は信頼出来る品質です。

ニトリはこの 2 点を実現するため、従来の製造と小売のビジネスモデルに物流機能を加え、

新たなビジネスモデルを構築しました。それが、製造物流小売業です。そして、この新し

いビジネスモデル構築後、ニトリでは全ての部門が上記 2 点を中心に業務を進めるように

なったのです。そして、それによってニトリは自社で運営する物流配送ネットワークを構

築、さらにオンライン上のショッピングサイトも開設しました。ニトリは、宣伝、プロモ

ーションなどのマーケティング手法をリニューアルし、仕入と物流にかかるコストを削減、

同時に、技術解析室を開設し、新製品の企画開発と品質検査を実施、消費者に信頼できる

品質の商品を提供するよう務めています。また、消費者がより一層手軽に商品を購入でき

るよう、ニトリは単品同士関連のある製品を組み合わせ、セットで販売するという手法を

取り入れるとともに、多様性や統一性、機能性を兼ね備えた製品を揃えることで、顧客の

需要を満たしています。こうしたニトリの包括的な販売戦略には、自分の会社と相通ずる

所があると感じました。ただ、我社も製品の整理統合を行い、物流、配送面においても、

それなりの努力をしていますが、まだまだ不十分な点も多く、子会社、製造部門のほとん

どで業務の統合が進んでいないため、それぞれ個別で製品を販売しています。このため、

今後は方正物流会社の配送能力を引き上げるとともに、方正鋼管や方正鋼結合、方正冷軋、

及び方正鋼鉄集団有限公司の切断・配送センターで生産した製品を 1 つにまとめ、セット

で販売、まとめ売りすることで付加価値を高め、顧客獲得のためのコストを削減していか

なければなりません。また、鋼材製品のオンラインプラットフォームを開設し、切断・配

送や、物流、輸送などの部門がオンライン上に全く新たな販売モデルを構築、従来の顧客

の購入スタイルを打破することも重要です。それにより、顧客は家にいながらにして、我

社の関連鋼材製品の価格や品質などの情報を入手できるようになるのです。私たちは、優
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れたサービスで、顧客が必要とする商品をタイムリーに指定工場へと届けるようにするた

め、方正独自の販売モデルを構築していきます。 

二、パナソニックセンター 

25 日には、パナソニックセンターを見学、パナソニックが力を入れている環境革新、環

境経営について学び、100 年近い発展の歴史の中で、パナソニックが製品のイノベーション

を通じて行なってきた社会への貢献に、深く感銘しました。特に、パナソニックが社会や

国に対し責任を果たすべく行なってきた、新しいエコな住まいを普及させるための挑戦と

イノベーションは、まさに企業の存在価値を示すものであり、私たち企業家すべてが敬服

すべきことです。パナソニックは 1918 年の創業以来、常に「世界の人々を豊かにし、社会

の発展に貢献すること」を理念とし、生活に密着した様々な電気機器製品を生産、販売し

て来ました。国や社会からイノベーションによる成長を求められた時、企業家は常に冷静

さを保ち、何が多様化であり、何がイノベーションなのかを明確に認識しなければなりま

せん。パナソニックの成功は、そのことを絶えず私たちに気づかせてくれるのです。パナ

ソニックの例を見てみると、同社の多様化とは、庶民の生活に関わりのある電機製品をめ

ぐる多様化であることがわかります。つまりパナソニックの多様化には、どの製品もすべ

て家電製品のシステムやサービスに関わりがある、という前提があるのです。企業は、必

ず主力製品を派生させることで多様化を図るべきであり、いくつもの業界や分野に手を広

げるべきではありません。自社の主力製品に改良を加えた派生製品こそが、真に競争力の

ある製品となるのです。そして、そうした製品を絶え間なく改良し続けることができなけ

れば、老舗企業となることはできないのです。そしてもう 1 つ、つけ加えるべきは、社会

の発展の方向性に合った新製品、初期費用が高い（太陽エネルギーなど）製品を普及させ

る場合、企業だけでなく、政府もそれに必要な奨励措置を講じなければならない、という

ことです。こうした点が、中国はまだまだ遅れているのです。しかし、企業の発展には政

府の支持と後押しが必要不可欠です。中国政府が今後、これまで以上に企業に関心を払い、

支持してくれることを願っています。 

三、札幌のホーム企画センター 

ホーム企画センターを見学し、青木雅典式経営を学びましたが、 も参考となったのは、

青木氏の経営理念と経営方式です。青木氏の経営理念は「人間尊重」。つまり、互いに尊重

しあう、というのが経営理念なのです。青木氏の言葉を借りれば、平等、公平、公開（皆

平等に扱い、公平に分配し、財務を公開する）ということです。この理念の基本原則は、

人と人の間に信頼関係を構築することであり、つまりは平等を重視するということです。

信頼関係さえ築けば、企業が問題に直面しても、互いに助け合うことで、窮地を乗り越え

ることができるからです。これを聞き、中国の企業はこの平等、公平の理念を企業文化に

反映させなければならないと感じました。企業間、従業員間、経営者と従業員間、すべて

に信頼関係は必要です。たた、私たちが、こうした信頼関係、或いは信頼の構造を構築す

るには、まだまだ時間がかかるでしょう。従業員や企業経営者、そして社会全体に必要と
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される崇高な理念であり、信頼関係を構築する優れたシステムですが、現在の中国企業、

或いは中国の社会全体には見られないものだと言わざるを得ません。そして、私たち一人

ひとりが、その構築に努めない限り、中国企業の真の成長はありえないのです。 

青木氏の経営方法は、心、技、体のバランスをとると同時に、信用を重んじ、不利な条

件を有利な条件に変える方法論。つまり、ヒト、モノ、カネという企業内リソースの要素、

そして個人の考え方、技術レベル、身体的状況という個人的要素、この 2 つの要素の優先

順位が正しく、バランスがとれてさえいれば、企業は従業員や社会と共通の価値観を生み

出すことができる、ということではないでしょうか。その優先順位によって、企業の発展

方向や個人の社会的地位が変わってくるのです。経営者と従業員、双方のバランスのとれ

た心理状態こそが、企業発展の原動力なのです。 

青木氏が打ち出したホーム企画センターの理念は、一般庶民が望む理想的な住まいを作

り家族の健康的な生活を守る、というものです。その理念は時代のニーズに合致しており、

その理念を基に作られた製品には力強い生命力が感じられます。同社の市場シェアが拡大

しているのも、時代に沿った大衆のニーズに応えたからなのです。我が国の企業もイノベ

ーションを必要としています。ですから、既存の製品に甘んじていてはいけません。市場

のニーズに応える商品、省エネ、環境保全という時代の流れに呼応した商品を生み出して

こそ、企業はイノベーションや改革、進化を実現することができるのです。 

四、トヨタ自動車北海道工場 

27 日に視察したトヨタ自動車北海道工場も非常に印象に残りました。機械化による技術

革新が行われない限り、競争力のある、高効率、高品質の製品を作ることはできません。

トヨタ自動車北海道工場では自動車部品の製造が行われていますが、その製造工程のほと

んどが組立ラインとロボットアーム、人型ロボットによって行われ、全工程の品質は帳票

を使って追跡管理しています。こうしたやり方なら、生産効率を大幅に引き上げることが

でき、品質も十分に確保されます。人件費の上昇や、品質に対する要求が高まるにつれ、

企業は品質を確保しながら、生産サイクルの短縮や生産コストの削減に努めなければなら

なくなりました。そして、その実現の前提となるのが、作業や生産ラインの高度な機械化

なのです。これもまた、私たちが企業のイノベーションや生産性の向上を図る際の方向性

であり、任務でもあるのです。 

今回の訪日研修では大きな収穫を得ることができました。今後もこうした勉強の機会が

数多くあることを願っています。そして、学んだものを企業の経営や管理に生かしていけ

ればと思っています。 
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人間本位 技術革新 緻密な管理 

 

江蘇揚子江電纜廠 趙明 

 

2012 年 4 月 21 日、私は、幸運にも揚州市江都区の企業の代表として、訪日研修に参加

する機会を得ました。代表団一行は上海を出発すると、大阪から、京都、東京、北海道を

まわり、パナソニックのショウルームやニトリホールディングス、トヨタ自動車、ホーム

企画センター（「炭の家」）を視察、見学しました。 

主に東京、大阪、京都、北海道の 4 都市で視察、見学を行った今回の研修。その研修を

通じて日本に抱いた印象は、経済が発達している、都市の構造や都市計画が合理的、せわ

しなく行き交う交通機関も秩序立ち整然としている、国民のモラルが高い、環境・衛生状

態が良い、ごみの分別回収が行われている、環境保護の意識が高い、省エネを非常に重視

している、都市部以外の山や森林、河川の生態が保護されている、といったものでした。 

また、今回見学、視察した 4 つの企業に対しては、主に以下のような印象を受けました。 

1. パナソニック株式会社 

パナソニックは世界に 634 の関係会社を持つグローバル企業であり、従業員数は 36 万

6,930 人以上。2010 年には年間売上総額が 8 兆 6,927 億円に達した、フォーチュン・グロ

ーバル 500 にもランキングされているメーカーです。 

経営理念：松下幸之助が設立したパナソニック株式会社は、創業 1918 年以来、商品やサ

ービスを通じ、「社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与すること」を経営理

念とし、企業の経営活動を行って来ました。 

そのパナソニックが、東京のコーポレートショウルームで展示していたのが「光合成」

をコンセプトとしたエネルギー循環装置。光合成を初めとする生態循環系を再現し、（ソー

ラーパネルで）エネルギーを創出、（蓄電池を使い）エネルギーを蓄え、（LED と有機 EL

照明の利用で）エネルギーを節約するというもので、自動車を含め、ショウルーム内の電

力を使う設備すべてにエネルギーを供給、どの部分もすべて 1 つのエネルギーマネジメン

トシステムでスマートコントロールされていました。同ショウルームでは、創エネ、省エ

ネ、蓄エネ、そしてそれらの制御するための、オールラウンドのソリューションを提案し

ているのです。 

2. 株式会社ニトリホールディングス 

ニトリホールディングスは 1967 年 12 月に創業、社名は当初「似鳥家具店」でした。1972

年 3 月に「似鳥家具卸センター株式会社」を設立、1978 年 6 月には社名を「株式会社ニト

リ家具」に変更します。そして 1944 年からインドネシアでの運営を開始、2004 年にはベ

トナム工場が稼働します。この 2 箇所の工場は、グループ傘下の家具開発・製造拠点とし

て、主にワードローブや食器棚を生産しています。2007 年 10 月になると、システムキッ
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チンの販売を開始、インテリア業界に進出します。そして 2010 年 8 月、持ち株会社となり、

株式会社ニトリから、株式会社ニトリホールディングスへと社名を変更しました。 

わずか 30 坪の店舗からスタートしたニトリホールディングスは、現在 200 を超える店舗

を有する大手グローバル企業へと成長しましたが、その成功のポイントは以下の数点では

ないかと思います。 

① 原材料の仕入れは、グループの仕入れ担当が行い、 新、 適の原材料を求め直接海

外の展示会に出向くため、丈夫で低価格な原料を仕入れています。また、1986 年に

シンガポールに進出、海外事業をスタートさせ、現在世界 6 カ国に 14 の法人事務所

があり、海外のサプライヤーも 270 社を上回ります。 

② 海外に工場を設立することで、低価格、高品質の商品を製造、自社で開発する商品の

75％を海外で生産しています。また、輸送コストを削減するため、中国の上海と恵州

に物流センターを設立、物流効率を向上させると同時に、東アジア各国に事務所を設

立し、日本国内の貿易業務を支援しています。 

③ 物流システムと IT 技術を自社で開発しました。ハード面では、会社専用の物流セン

ターを関東と関西に設置、現時点で日本 大の物流拠点となっています。ソフト面で

は、自社でコンピューターの情報システムを開発、前後して POS システムや、チェ

ーン店ネットワークシステム、在庫管理システム、伝票発行システムなどを導入しま

した。そして、それにより作業効率が向上、コストを削減しただけでなく、物流の技

術と経験も蓄積しています。そして、これらの目的は、他の企業には真似できない低

価格を実現することです。 

④ 多数の店舗と丁寧に配置した展示コーナーは、お客様が「質が良い、価格が安い、そ

して手が届くところにある」ことに驚きと喜びを感じられるようになっています。 

⑤ オンラインショッピングサイトを開設し、より多くの人に会社の製品を知ってもらう

と同時に、買い物の楽しさを提供しています。 

3. トヨタ自動車 

トヨタ自動車は 1933 年に創業、2008 年頃から徐々にゼネラル・モーターズに取って変

わり、世界一の自動車メーカーへと成長、日本 大の自動車メーカーでもあります。それ

だけでなく、トヨタは自動車産業の将来を見据え、環境保全や新エネルギーの分野にも絶

えず投資をし、エコカー業界の牽引者となっています。 

4. 株式会社ホーム企画センター 

「炭の家」は、中国の馬王堆漢墓で極めて保存状態の良い女性のミイラが出土したとい

う報道を耳にしたホーム企画センターの青木雅典社長が、そこからインスピレーションを

得て、同社と北海道大学が共同で開発し特許を取得した、室内の空気汚染を低減する空気

浄化システム付住宅です。北海道日中友好協会の会長を努めると同時に、北海道住宅都市

開発協会の会長でもある青木雅典氏。その青木氏が経営するホーム企画センターは「すべ

ての人に健康住宅を」を企業理念としています。同社が開発した換気システムは、室内に
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炭を敷設することで、室内の空気中に含まれるプラスイオンとマイナスイオンのバランス

を調整、マイナスイオンを増やし、室内の空気を高原の空気のように浄化させるもので、

すでに日本各地で評価を得ています。 

ホーム企画センターに努める劉暁娟博士は来日して 12 年、心はいつも故郷である中国に

ありました。その彼女が同社に入社、現在中国市場における「炭の家」の普及と利用促進

に力を注いでいます。 

今回の視察を通じ、私が強く実感したことは、企業が大きく成長するためには、社会発

展が進む現状を存分に利用するだけでなく、自ら成長のチャンスをしっかりつかみ、登用

制度、技術革新、緻密な管理といった企業の成長戦略を重視した経営を行っていく必要が

ある、ということでした。 

1. 人間本位を貫く 

ニトリは、企業を成長させるにあたり、人材の任用と育成を重視してきました。優れた

研修制度があり、必要に応じた短期間の研修、配置転換による交流などの形で行なってい

ます。「人間本位」という理念の下、評価要素である、徳 （品性）、能（能力）、勤（態度）、

績（実績）、廉（清廉度）の 5 つ要素に基づき、従業員の資質を全面的に評価、真に才能と

学識のある人材を採用、重用しています。そして、「仕事内容に応じて人材を選ぶ・職場の

必要性に応じて人材を配置する・任用部署が人材を選ぶ」という人事システムを採用し、

オープン・平等・競争・優秀な人材の採用を原則とし、技術力が高く、能力に優れ、そし

て社員が認めた人材を選出しています。これによって、従業員の会社に対する信頼と忠誠

心が深まり、従業員一人ひとりが持つ積極性や向上心高めることができるのです。 

2. 技術革新を継続する 

1918 年の創業当初、わずか 3 人の小さな作業場だったパナソニックは、何代にもわたる

努力により、世界的に有名な国際的総合電子機器メーカーへと成長しました。この成長の

過程を見れば、いかに技術力が重要であるかを知ることができるでしょう。 初の製品は

電球のプラグだったパナソニック。しかし現在パナソニックの製品は、電動歯ブラシや電

動ヒゲソリといった小さなものから、プラズマテレビ、液晶テレビ、デジタルプロジェク

ター、フラットテレビ、デジタルビデオ、デジタルカメラ、DVD レコーダー、コンビネー

ション型 DVD、携帯 DVD プレーヤー、ミニステレオ、ビデオデッキ、ノートパソコン、

携帯電話、VIREA ケータイなどの大きな AV 機器にまで拡大しています。パナソニックが

誇りとしているのはそれだけではありません。同社は特許の数や高度な開発力にも大きな

自信を持っています。私たちも東京のショウルームの中で、その高い技術力の魅力を目に

しました。パナソニックは今も尚イノベーションを繰り返しており、将来的には電子業界

で環境革命を引き起こすでしょう。パナソニックは今後（環境）をテーマに、次の世代に

目を向け、活動を展開。全世界で「グリーン革命」が起こりつつある中、その先鋒として、

事業の発展を推し進め、住宅やビルのエネルギーを一括管理するシステムを打ち出し、省

エネや排出削減にも貢献していく計画です。 
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同様に、「炭の家」の空気浄化システムもハイテク製品です。青木雅典社長が、女性ミイ

ラからヒントを得て開発したもので、住宅の中に炭を敷設することで、室内の空気中に含

まれるマイナスイオンとプラスイオンの数を調整、マイナスイオンの含有量を増やし、室

内の空気を高原の空気のように浄化するシステムです。この「炭の家」はホーム企画セン

ターの知恵と北海道大学の技術の結晶であり、日本ではすでに特許を取得しました。この

技術革命は、将来、室内の居住環境を改善し、全世界、全人類に福音をもたらしうるもの

です。 

3. 緻密な管理を堅持する 

トヨタの生産管理システムは、長年にわたり常にトヨタのコア・コンピタンスであり、

高効率生産を支える原動力であり、そして世界が見習うべきマネジメントの鑑となりまし

た。トヨタの生産管理方式、すなわちリーン生産方式は、生産活動に必要な資源や運営に

必要なコストをできる限り削減することを第一の目的とした、生産方式です。 

トヨタは経営理念によると、一定の品質の製品を必要な時に必要なだけ生産するには、

作業を細部から改善するとともに、全作業をいくつもの繋がり合った工程に分け、各工程

の作業内容、作業位置、作業時間、作業実績を決定しなければならなりません。例えば、

トヨタの変速機の組立ラインでは、ボルトの締め付けがすべて同じ手順で行われ、締め付

け時間も決められています。それどころか、ボルトを締める際のトルク値まで細かく決め

られているのです。トヨタは綿密に組立ラインの作業を計算し、各工程にかける時間や距

離を決定、また決定した時間と距離に応じて、各作業スペースを異なる色を区分けしてい

ます。このため、万が一作業員が作業スペースを超えて 1 つ前の工程を行なっていても、

監督者が簡単にそれに気づき、すぐに修正を促すことができる、作業員のミスが防止でき

るのです。 

この他、トヨタではすべての工程において生産の柔軟性を重視しており、1 つの組立ライ

ンで生産できる規格の種類は、他のいかなる企業より多いといっても過言ではありません。

生産工程だけでなく、作業工程もしかりです。例えば、現場の作業員が手助けを必要とし

た場合、専任のスタッフがサポートし、そのスタッフではサポートが不十分だった場合、

或いは本人がさらなるサポートを必要とした場合は、さらに別の専任スタッフが駆けつけ

てくるようになっています。このように作業が中断されないよう、すべての工程において、

末端の作業員から管理担当までがすべて事前に決められているのです。 

また、トヨタではロボットによる自動化もかなり進んでいます。製造コストを下げるた

め現場作業員を減らし、組み立て作業の生産効率を上げているのです。 

これらの管理理念は、いずれも見習い、参考とすべきものばかりです。今回学んだ先進

的理念をしっかりと消化、吸収し、今後の自社の発展に生かしていきたいと思います。 

 

以上が、私が日本の研修、視察で学び、感じたことです。不十分な点がありましたら、

ご指摘頂ければ幸いです。  
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学び・交友・向上 

 

揚州宏運車業有限公司 陳錦鵬 

 

4 月下旬、省、市、区の幹部の皆さんの力強いご支援とご高配の下、心地良い春の風を身

に受けながら、我たち江都青年企業家は、予定通り訪日研修・視察活動の旅に出発し、大

きな収穫を得て帰ってくることができました。 

日本は我が国の隣人であり、古来、両国の間では様々な分野での交流が行われてきまし

た。清朝末期まで、世界一の GDP を誇る中国は東アジアの覇者であり、日本より少なくと

も 3000 年は先を行っていました。日清戦争の時ですら、清朝の GDP は日本の何倍もあっ

たのです。しかし、列強による侵略や軍閥の混戦、社会の衰退が進むにつれ、中国の GDP

は下降の一途をたどり、1919 年に起きた五四運動の前後、とうとう日本に追いぬかれてし

まいました。GDP において数千年にわたり中国の後塵を拝していた日本が、これまでの歴

史を塗り替えたのです。しかし、日本が GDP で中国を上回っていたのはわずか 10 数年、

アメリカとの戦争で日本の GDP は再度中国を下回ってしまいます。1949 年の建国当初、

度重なる戦火に見舞われながらも、中国は依然日本の 2 倍に相当する GDP を誇っていまし

た。このことからも、日本経済が戦争で受けた傷がいかに大きかったかがわかるでしょう。

しかし、戦争直後すべての国から見放されていた日本が、時間の推移とともに奇跡的な成

長を遂げるのです。1960 年、中国に並ぶと、その後、日本の GDP は数年間右肩上がりを

続け、3 年連続で古株の先進国である欧州列強を抜き去っていきました。1966 年にはフラ

ンスを、1967 年にはイギリスを、1968 年にはドイツを抜いた日本は GDP 世界第 3 位にま

で成長、アメリカ、ロシアに次ぐ近代的な先進国へと変貌を遂げたのです。日本の高度経

済成長期、中国の経済規模は日本のわずか 11.7％に過ぎませんでした。 

一方、80 年代末から 90 年代初頭になると、改革開放と経済活動の進展に伴い、中国経済

も急速に成長し始めます。1978 年に 3,645 億元だった GDP は、2011 年、47 兆 1,564 億元

に達し、30 年間で年平均 9.8％の成長を実現、世界第 3 位に踊り出たのです。2006 年、GDP

がイギリスと並んだ中国は、2007 年ドイツに追いつくと、2010 年には日本を上回る世界第

2 の経済大国となりました。 

常識的に考えれば、日本を追い越した今、なぜまだ日本に学ばなければならないのかと

思うでしょう。しかし実際は周知の通り、両国の間には依然大きな経済格差があるのです。

全体の数字では日本を追い抜いたものの、トヨタやパナソニックといった世界的に有名な

グローバル企業の数は明らかに少なく、環境保全や資源の再利用、公共の福祉など様々な

領域で我が国は日本の後塵を拝しています。こうした事実を背景に、今回の訪日研修では

多くの課題が見つけることができました。 

日本に着いてまず感じたのは、清潔である、整然としている、静かである、ということ
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でした。出発前にも日本では水道から直接水を飲むことができると聞いていましたが、こ

うした目立たぬ些細なことからも、日本がいかに環境を重視し、保護しているかがわかり

ます。水は生命の源であり、文明発祥の源でもあります。水なくして人類が生存すること

はできません。人類にとって水がいかに重要であるかは、疑問を挟む余地はないでしょう。

にもかかわらず、我が国を顧みれば、現在、多くの湖や河川が汚染によって消失しつつあ

ります。中国で汲んできた水をそのまま飲める人がいるでしょうか。私たちは往々にして

経済成長を口実に、汚染を正当化しがちです。しかし、経済成長と引換に環境を汚染すれ

ば、元の環境を取り戻すのにその 4 倍、或いはそれ以上の代償を払わねばならなくなるこ

とを理解していないのです。中国共産党中央委員会は、調和のとれた社会の建設と発展を

目標としていますが、その中には人と自然との共存も含まれています。大自然を慈しんで

こそ、持続可能な社会を作ることができるのです。そういう意味で日本には、中国が見習

い、手本とすべき点が数多くあります。日本が行なっている環境の整備や管理、国民の環

境保護に対する意識、そしてこうした意識を国民に根付かせる方法、すべて学ぶ価値のあ

るものばかりです。国民全員の関心、政府の指導や支援、そして企業による環境技術の活

用。これらを互いに関連付け、同時に強化しない限り、中国が簡単に環境保全の遅れを取

り戻すことは難しいでしょう。次に、「静けさ」について説明したいと思います。日本で通

りを歩いていても、基本的に音がほとんど聞こえてきません。人も車も決して少なくあり

ませんが、中国のように喧騒やクラクションの音に包まれる、ということがないのです。

好奇心からガイドにたずねてみると、日本ではむやみに車線変更をしないため、クラクシ

ョンで注意を促す必要もなく、むやみにクラクションを鳴らす車もほとんどないとのこと

でした。一方、歩行者がなぜ静かなのか、という問題ですが、日本では公共の場である路

上で大声を出したり騒いだりするのはマナー違反とみなされ、話す時も小声で話すからだ

そうです。これだけでも、国民全体のモラルが我が国より高いことがわかるでしょう。こ

れもまた、我が国の教育事業が抱える問題です。知識教育が優先される現在、いかに道徳

教育を行うのか。実際、企業でも、人材を任用する際、重要な部署であればあるほど、モ

ラルの高さが重要となってきます。專門知識の高さだけが重要なわけではないのです。そ

う考えると、中国企業が日本企業と商談をする際、不利な立場に陥ることが多いのにも納

得がいきます。日本企業は往々にしてチームで意思決定を行いますが、私たちは責任者や

経営者が自身の経験を基に主観的な決定をしがちです。このため、合理的な判断ができず、

受け身になってしまうのです。一方、日本企業ではチームワークを考える際に、 低でも

他人の考えを思い遣ることが求められます。この点、私たちが企業の管理を行う上で見習

い、参考とし、応用すべきことです。 

滞在期間中、主催者団体の周到な準備のお陰で、日本の代表的な企業を見学することが

できました。その中には、自動車業界の世界的模範企業であるトヨタ自動車や、電機業界

の大手、パナソニック、日本国内で知名度の高いニトリなどが含まれています。中でも、

パナソニックで「CO2±0（ゼロ）」という新たなコンセプトのエコアイディアハウスを見



- 34 - 

学した時は、その斬新さに驚かされました。この体験型モデルハウスには、様々な新しい

エコ技術が使用されており、私たち中国企業に製品開発の新たな方向性を指し示してくれ

ました。その方向性とは、「省エネ、排出削減、エコ、快適」をキーワードにする新たな製

品を開発するというものです。さらに今回の研修を通じ、ニトリとパナソニックがセット

販売を中心としたマーケティングを行なっていることを知りました。つまり両社は、顧客

の目線に立ち、中間コストを削減し、それを顧客に還元することで、双方にメリットをも

たらすという販売戦略に力を注いでいたのです。 

また、自動車及び自動車部品メーカーの経営に携わる者として、 も学ぶべき意義を感

じたのは、トヨタの生産現場の管理方式でした。トヨタ自動車の生産方式はリーン生産方

式とも呼ばれ、ムダを無くすことで高い品質を維持するとともに、常に改善方法を模索し

続け、顧客の要求に応えていく。そして、 高のものを追求し、従業員一人ひとりが自分

の持ち場の作業効率を上げるとともに、すべての作業工程において常にその改善を図ると

いう管理制度です。その中には、平準化、ジャスト・イン・タイム、自働化、目で見るか

んばん式管理といった手法が含まれます。簡単に言えば、様々な方法を駆使し、ばらつき

のない生産、整合性のとれた生産を実現するとともに、機械化により人手を減らすという

ことで、すべての情報は、かんばんと呼ばれる指示票によって視覚的にわかりやすく作業

の関係者に伝えられます。これは一見とても単純なことのように見えますが、非常に実用

的な生産方式なのです。平準化は製品の品質を確保することができ、かんばんを使ったジ

ャスト・イン・タイムの生産方式はコストを抑え、生産におけるムダをなくすことができ

ます。また自働化は、製品の品質を確保できるだけでなく、人件費の高い日本において、

関連コストを削減することがでるのです。こうした細部への様々なこだわりも、トヨタが

世界一の自動車メーカーに成長した理由の 1 つと言えるでしょう。私たちは企業人として、

儲けの出ない企業を運営し続けることは、犯罪同様の経営責任があります。市場化が進み、

競争の激しい現代、高品質低価格の製品で市場を取り込まなければ、企業が生き残るチャ

ンスはほとんどありません。競合他社の先を行く製品がなければ、ブランドを確立するこ

とも、市場で主導権を握ることもできません。そして、これらを実現するためのヒントが、

トヨタ生産方式の隅々に隠されているのです。 

訪日研修はわずか 6 泊 7 日という短い期間でしたが、日本の生活習慣や伝統文化を体験

できたほか、直接自社のマネジメントに生かせる経験やヒントとなる考え方を数多く学ぶ

ことができ、とても充実した研修となりました。そして何より、私たち訪日団 20 名が互い

に交流を深め、多くの良き師、良き友を得ることができたことが大きな収穫でした。この

機会を与えて下さった、省、市、区の幹部の皆様には感謝するとともに、次世代企業家能

力開拓倶楽部の益々のご発展をお祈り致します。 
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勤勉・緻密・学び・継承 

 

江蘇奔宇車身製造有限公司 戚雪東 

 

東京の街中で高層ビルやそこに書かれた見覚えのある漢字を目にすると、一瞬、自分が

上海にいるような錯覚に陥ることがあります。そして、思うのです。見たところ、私たち

も日本に負けていないじゃないかと。しかし数日間たつと、日中間にいくつもの「微妙な」

隔たりがあることに築くのです。そして、日本の先進的な都市公共交通機関や清々しく気

持ちのいい空気、そして至るところで目にするエコへの取り組みや整然として清掃の行き

届いた街並みに感嘆するでしょう…しかし、実はこうしたものはみな表面的なものに過ぎ

ません。私たちが本当に学ばねばならないのは、日本人の勤勉さ、緻密な管理、そして伝

統文化を継承する意識です。 

勤勉さは最も優れた愛国主義 

日本人の勤勉さは世界でも有名ですが、実際に直接日本人に接しない限り、本当の意味

で、この民族の畏敬の念すら抱いてしまうほどの勤勉さを理解することはできないでしょ

う。日本人は極めて真面目に仕事に取り組み、だらだらといい加減に仕事をしている社員

は嘲笑の対象であり、同僚から軽蔑されます。このため日本では、いかなる仕事に従事す

る人も、みな手を抜かずまじめに取り組み、自分が任された仕事を極めようと努力するの

です。日本人の勤勉さは、献身的に仕事を行うという面だけでなく、雇い主に対する忠誠

心の中にも現れています。安定し家庭的な企業が尊ばれる日本において、会社への忠誠心

を示す 良の方法は、転職などせず、同じ会社で長期間奉仕することです。日本人のこう

した勤勉さは、日本の武士道における忠誠心に由来するという説や、日本の「職人文化」

における完璧主義の現れだとする見方もありますが、いずれにしても、仕事を生きがいと

し、残業を日常茶飯事とみなす日本人の勤勉さが、戦後日本を世界の大国にのし上げる大

きな原動力となったことは間違いないでしょう。そして、こうした勤勉さは、まさに私た

ち中国人の多くに、特に軽薄な中国の若者に欠けているものなのです。勤勉でなければ、

責任感も生まれません。ですから、「毒粉ミルク事件」といった国民を傷つける恐ろしい事

件や、「リオ・ティントの産業スパイ事件」など国の名誉を傷つける悪質な事件が起こるの

です。そしてこうした事件は私に、ある人の言葉を思い起こさせました。「何が愛国主義な

のでしょうか。勤勉こそが 高の愛国主義です。もし自分の国を愛するなら、自分の国に

より強大になってほしいと願うなら、それなら日本に学びなさい。堅実に、真面目に自分

の責務をしっかりと果たすことからはじめるのです。」 

緻密さが成敗を決定する 

日本経済を成長に導いた要因の 1 つが緻密な運営であったことは間違いないでしょう。

日本の至るところで見受けられるこうした緻密さは、日本経済の必勝法でもあります。政
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策の決定においても、プロジェクトの推進にしても、工場の生産、或いは第三次産業のサ

ービスにおいても、緻密さへのこだわりは、日本人の心に深く根ざしています。特に、過

程での緻密さを非常に重視、徹底し、可能な限りマイナスの影響や効率の低下、深刻なム

ダが発生しないよう努めています。日本が行なってきた緻密な運営方式も、自身の石を磨

くための「他山の石」とできるでしょう。 

他人から学び、自らの文化を継承する 

日本は古来より学ぶことに長けた民族です。特に第二次大戦後、西洋の先進技術を学ぶ

ことから始め、徐々に自身のイノベーションを図り、後進国だったにも関わらず、飛躍的

な成長を遂げ、一気に世界第二の経済大国となったのです。我が国も、改革開放以降、積

極的に海外の先進的な理念や技術、文化を学び、急速な社会発展と経済成長を成し遂げて

きました。これらのことからも、他人の長所を学ぶことの重要性がよくわかるでしょう。

日中両国は他国の先進的文化を吸収してきたという点では、似通った点があります。しか

し、自国の伝統文化の継承において、両国の姿勢は全く異なります。日本では盛夏の時期、

和服を来て涼を取ったり買い物をしたりする男女を街中で見かけることができます。色鮮

やかな和服は、暗い色のスーツの中で一際目立ち、何とも言えない特別な光景です。実の

ところ、日本の伝統的な和服は着るのがとても面倒で、涼しくもありません。ではなぜ日

本人はそれでも好んで和服を着るのでしょう。これは日本政府が積極的に行なっている奨

励策と無関係ではありません。例えば、日本政府は日本女性が外賓に接見する際、或いは

重要なイベントに出席する際、または海外を訪問する際、和服を着るよう呼びかけている

のです。また、文化的な観光スポットによっては和服を着た観光客の入場料を割引してく

れるところがあったり、外国人が無料で和服の着付けを体験できるところがあったりしま

す。考えてみれば、我が国にもチャイナ服やチャイナドレスがあるのです。にもかかわら

ず、なぜ我が国の人々は機会を探して着てみせることをしないのでしょう。これは決して

懐古主義などではなく、民族の文化に対する自信と発揚であると私は考えます。 

日本が伝統文化を重視していることは、祝祭日の祝い方―様々な土着の「祭りごと」を

見ても分かります。例えば、元旦や成人式、節分の日やひな祭り、みどりの日に海の日、5

月の節句に七夕祭りや花見…そして特に賞賛すべきは、これらの儀式や祭りが、道具から

衣装、さらには儀仗、段取りまで全て昔のままであり、当時の趣を残しているという点で

す。ですから、東京の街中で偶然このような情景、車が疾走する中、江戸風情の衣装を着

た人々が祭りで行列を作りゆっくりと通りを練り歩くといった、まるで 2 つの時代がぶつ

かり火花を散らしたような情景を目にすることがあるのです。こうした情景はまさに日本

という国際的大都市の厚みと深さを写し出す鏡です。これに対し中国では、重陽の節句や

端午の節句、七夕、中秋節など、様々な民俗的祝日があるものの、時代の移り変わりとと

もに伝統的な雰囲気は薄れてしまい、昔ながらの祭りはほとんど見ることができなくなっ

てしまいした。このままいけば、我が国の祝日は、カレンダー上の赤い印でしかなくなっ

てしまいます。そうなってから、韓国と端午の節句の起源を争ったり、日本と七夕の起源
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を争ったりして何の意味があるでしょう。我が国には貴重な文化的財産が沢山あるのです。

もっとそれらの継承と発揚に力をいれるべきではないでしょうか。 
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信頼重視 技術重視 

 

揚州市金陽光通訊器材有限公司 朱雨生 

 

日本国際協力センターの行き届いたご手配の下、6 日間、移動の疲れも忘れ、講座や日本

企業の経営陣の解説、生産現場などの見学、交流や意見交換など、様々な形で研修や視察

を行い、そして考察をしました。私にとって非常に得るところが大きい 6 日間でした。 

一、高いモラル、高い信頼性 

まず、日本で飛行機を降りると、その整然とした雰囲気に圧倒されます。例えば、私た

ちの団が持ち込んだ荷物を空港のスタッフがきれいに並べ置き、しかも私たちが取り終え

るまでプラカードでその場所を示してくれていたのです。数日間のスケジュールの中、ど

こに行っても、どこも同じように清潔で整然としており、非常に快適でした。特に日本の

公衆トイレは都市でも農村でも非常に行き届いており、利用者にやさしい便利なつくりで

した。また、日本では交通警察を目にすることがほとんどなく、警笛の音も聞こえて来ま

せん。それでも道路を走る車や道を行き交う人々は交通規則をきちんと守っており、混雑

した道路でもスムーズでした。これらは、ある側面から見た些細な出来事にすぎませんが、

私はそれがかなり割合で、国のモラルの高さや国民の素養を反映していると感じました。 

次に、日本人が礼儀を重視しています。私たちは、どこに行っても日本人がいかに礼儀

を重視しているかを感じることができました。客が去って行く時は見えなくなるまで見送

る店員。100 円ショップから大型商業施設に至るまで、どんな店でも、そこで働く人達の誠

意あるサービスや真心を感じることができるのです。 

そして、日本人は信頼性を重視します。特に「炭の家」を運営するホーム企画センター

の青木社長から伺った「信頼で身を起こし、信頼で財を成し、信頼で強くなる」という話

にはとても感銘を受けました。青木社長は、部下に対しても、同僚に対しても、提携先に

対しても、誠意をもって接しており、信頼性を基本とする、という考えを自ら体現してい

ました。また、青木社長が提起した「すべての人に健康住宅を」というスローガンにも、

大いに感心させられました。 

二、標準化された管理 革新的理念 

日本企業は、長期的な成長ビジョンを細かく策定、出発点は高く設定し、いくつかのス

テップに分け、人材の育成と獲得を重視した内容とします。特にトヨタの 4C 管理、近代的

な生産現場、ロボットの操作からは、トヨタが先進的な管理を行なっていることがわかり

ます。一方、ニトリのブランド戦略や人材戦略からは、日本企業の革新的な理念を感じる

ことができました。 

三、進んだ技術、省エネとエコ 

科学技術とイノベーションの重視は、日本企業の一種の風潮と言ってもよいでしょう。
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大企業だけでなく、中小企業の 90％が社内に自社の開発センターを設けており、世界 先

端の特許や技術が数多く生み出されています。例えば、パナソニックが開発した、エコア

イディアハウスでは、高度なシステムが導入され、先進的技術や省エネ・エコの理念を感

じることができました。 

日本での視察を通じて目にし感じたことを 1 つの鑑とし、今後、より強い熱意と責任感

をもって業務に当たり、すべてにおいて 良、 高のものを目指していきたいと思います。 
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喜び プレッシャー 責任 

 

揚州三得利化工有限公司 陶 傑 

 

2012 年 5 月 21 日から 27 日、幸運にも区委員会組織部の瀋仁礼副部長率いる「江都次世

代企業家訪日学習視察団」に参加することができました。日本というと、私たちは多かれ

少なかれ非常に複雑な感情を抱きます。地理的には一衣帯水の隣国ですが、歴史的には、

両国の間には語り尽くせぬ由来があるものの、近代史において発生した日清戦争、特に日

本の侵略戦争で日本が我が国に甚大な被害を与えたからです。 

総面積 37.78 万平方キロメートル、人口 1 億 2,560 万人の日本は、世界で も人口密度

が高い国の 1 つです。しかしながら、日本経済は 1960 年代にイギリスを追い抜くと、70

年代にはドイツを抜き世界第 2 位へと成長、国全体の GDP はアメリカの 3 分の 2 に過ぎま

せんでしたが、1 人当たり GDP はアメリカを抜き、世界トップへと踊り出たのです。日本

の国土は中国の 25 分の 1、人口は中国の 10 分の 1 に過ぎません。しかしながら、日本の

GDP は中国の 4 倍にもなったのです。特に、中国経済が停滞した 70 年代、日本の GDP は

200％、或いはそれ以上の成長を遂げ、その成長速度は工業国の中でもトップでした。こう

した一連のデータ、これら動かしがたい事実を前に、私たちは日本人を評価せざるを得ず、

また敬服せざるを得ません。文化とは即ち生産力であり、力です。日本の単一的な文化、

日本人の高い協調性、高い団結力は、私たちが見習うべきものです。 

百聞は一見に如かずとは良く言いますが、今回大阪から東京、北海道において、初めて

間近で日本と触れ合いましたが、その経験は非常に感慨深いものでした。異国の風土や人

情、消費観念や生活レベル、そうしたものを感覚的に理解しただけでなく、日本経済の発

展や企業経営、市政づくり、建築レベルに対し、比較的客観的に把握することができまし

た。以下、私が体験したことや感じたことをいくつかご紹介したいと思います。 

一、エコに対する意識が高く、人と自然の調和を重視 

飛行機が着陸したのは、埋立地に作られた大阪関西国際空港。飛行機の中から地上を見

下ろすと、目の前に現れたのは緑豊かな自然－ゆったりと流れる小川、漣ゆれる大きな湖、

果てしなく広がる青い海でした。そして、街中にある多種多様のビルもみな緑に囲まれ、

整然とした通りの両脇には街路樹が延々と続いています。民家の庭は花園のように手入れ

され、まるで詩画のようでした。また、私たちが訪れたいくつかの都市は、清潔に整備さ

れ、大通りも裏道も、通りは水で洗い流したかのように美しく、塵ひとつありませんでし

た。日本国民の素養も高く、今回の訪問期間中、むやみにゴミを捨てる人の姿や、山のよ

うに積まれたゴミを目にすることも、厭わしい喧騒も耳にすることもありませんでした。

これは即ち、エコ意識が日本国民の中にしっかりと根付いているということを意味してい

ます。逆に言えば、日本国民は、自分たちが保護している大自然の恩恵を受け、きれいな
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空気を思い切り吸い、塵一つない道をゆったり歩くことができるのです。どれだけ気持ち

が良いことでしょう。 

また、パナソニックの「エコアイディアハウス」を見学して際、強く印象に残ったのは、

様々な先端技術や 新の製品だけでなく、その中に息づくエコ意識です。コストや居住条

件など様々な問題から、中国はまだこうしたエコな生活と縁遠いところにありますが、重

要なのは、パナソニックのような「時代を先取り」したデザインから何を感じとるかです。

パナソニックは創業 100 年近くとなった今も、創業者である松下幸之助氏の「人類の繁栄

と幸福のために」事業を行う、という理念に向かって前進し、実際の企業活動によってエ

コな生活の提唱と推進を図っているのです。 

二、発達した公共交通機関、外出が便利 

私たちが訪れたところは、市内の道路でも高速道路でも、埠頭でも新幹線でも、ここ数

年に作られたものはほとんどありませんでした。日本経済は 70 年代から 80 年代に急速な

成長を遂げており、80 年代を過ぎ経済が停滞し始めると、建設事業はほとんどストップし

たといいます。ただ、今見ても、当時の日本の建設技術や建設理念は素晴らしいものがあ

ります。網の目のように広がる鉄道網や新幹線は、日本国内を長距離移動する際の主要な

交通機関で、長距離バスはごくわずかしかありません。また、地下鉄も通勤や移動の際の

主要な交通機関です。収入の高い日本人はみな車に乗っていると考えがちですが、実は自

転車や公共交通機関を使う人が多く、人口密度と 1 人当たりの自動車保有台数が世界一で

あるわりに、延々と続く渋滞を目にすることはめったにありません。東京では若干交通機

関が混み合いますが（それでも我が国の大都市よりは随分ましです）、他の地域は比較的空

いています。また、日本の交通機関は非常に時間に正確で、通勤の際、交通機関に乗り遅

れて遅刻する心配をする必要もありません。 

三、生活のリズム、仕事のペースが早く、実行力がある 

空港や駅、通りや公園を歩いていると、早足で道を急ぐ人の姿がそこかしこで見られま

す。会社に行く人、買い物に行く人、用事を済ませに行く人など、行き先はさまざまでし

ょうが、行きも帰りも慌ただしい、というのが通行人に対する印象です。工場や工事現場

でも、それぞれが忙しく立ちまわっており、怠けていたり、雑談をしたり、或いは休んで

いたりする人を目にすることはありません。事務や管理に携わる人たちも同様で、時間に

正確で、実行力があります。様々な会議や、応接の時間は分刻み、仕事は過程よりも結果

が重視されます。これらは、明らかに日本国民の自制心の強さや自己管理能力の高さの現

れと言えるでしょう。 

四、機械化、工場化の水準が高く、製品の品質も高い 

日本では数社の工場を見学しましたが、それぞれの業界でその機械化の進展度合いに感

服させられました。中でも、 も際立っていたのが世界的に有名なトヨタ自動車の「トヨ

タ生産方式」。管理方式を改善し、機械化の度合いを向上させたことで、トヨタの生産性は

私たちの数十倍にまで上がっています。中国で人件費が急騰している今、こうした取り組
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みは我社に有益な示唆を与えてくれました。 

日本経済はここ 2，30 年、基本的に停滞状態にあります。国民の所得水準も長年にわた

り停滞しているといいます。日本には、コンビニエンスストアが多数ありますが、食品を

含め日常生活用品の価格は、それでも中国国内の 2 倍前後。そこから、我が国の月収が数

十元だった 70 年代、80 年代、我が国と日本との差がどれほどあったか想像がつくでしょう。

おそらく日本では 2，30 年前の時点で、すでにインフラがほとんど整備されてしまったか

らなのか、それとも現在の不景気のせいなのか、今回訪れたいくつかの都市では、ほとん

ど建設現場を目にすることはありませんでした。現在、至るところで盛大に工事が行われ

ている中国とは全く異なります。ただ、街中を歩いたり、広場で立ち止まったり、ホテル

に宿泊したりした時、必ずや周囲の建造物のクオリティに心服させられることでしょう。

役所の施設であれ、室内のインテリアであれ、どれも緻密に彫り込まれた精巧な作品とい

えます。露出した打放しコンクリート、様々な種類のマンホールの蓋や側溝蓋など、どれ

も整然と統一され、美しく経済的である、という特徴を持っています。このことからも、

日本では、製品の品質を保証することは確固たる信念であり、国民が自発的に行う一種の

義務であることがわかるでしょう。また、日本では公共施設が非常にヒューマナイズされ

ています。そして、物価はどこも同じで、購入する時は表示されている金額を支払えばよ

く、値段を交渉する必要は一切ありません。買いたければ買い、買わないなら見ていれば

いいのです。購入を強要されることはありません。スーパーで、管理責任者に跡を付けら

れたり監視されたりすることはありません。全て消費者の自覚に任されているのです。そ

して、治安は想像もつかないほど良好でした。 

数日間の視察はあっという間に終了し、帰国の飛行機の中、私は長らく心を静めること

ができませんでした。喜びがあり、プレッシャーがありました。喜びとは、自分が多くの

知識を得ることができたことに対して、そして、プレッシャーとは、これまでになかった

重い責任に対してです。私たちは、日本で目にし、感じ、学んだものを持ち帰り、私たち

の仕事と生活の中に生かさなければならないのです。 
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国情に適した 生存の道 

 

江蘇一重数控機床有限公司 王愉翔 

 

今回の訪日研修は、私にとって非常に収穫の多いものでした。学生時代に日本が非常に

短期間で経済復興を成し遂げたと知り、以前から日本を訪れ探求し学びたい、日本の有名

企業から成長の得難いヒントを得たいと願っていましたが、今回の視察でまさにその望み

を叶えることができたのです。短い滞在期間の中で、日本という国が隆盛した根本的背景

と、企業の規模の大きさ、制度の合理性、万全さを強く感じました。 

日本列島は天然資源に乏しく、穀物などの農産物を生産する十分な耕地もありません。

また、採掘価値のある鉱物も多いとは言えず、 近、 後の炭鉱も閉鎖されました。つま

り、食糧から石炭、石油、鉄鋼石などの各種工業原料まで、すべて輸入に頼っているので

す。そして、これらの資源を海外から入手できる理由が工業にあります。日本経済が世界

に追いつき、追い抜いたのは、工業の急速な発展によるところが大きいのです。そして、

その急速な発展は以下の 2 つの側面から説明できます。 

1 つは、産業の拡大と産業構造の高度化です。産業の拡大については主に、ゼロから徐々

に規模を拡大させていった新興産業の成長に現れています。例えば、石油化学、合成繊維、

家庭用電気配線、オートバイ、自動車、コンピューターなど、大規模な利益を得られる業

種では、全て大量生産システムが採用されました。一方、産業構造の高度化は、主に 3 度

にわたる大きな構造転換から見て取れます。まず戦後初期、軍需産業中心の産業構造は民

間の軽工業中心の産業構造へと転換します。そして次は、重工業への転換、 後が、オイ

ルショック後の知識・技術集約型産業への転換です。 

2 つ目は地域産業の発展です。まず、「京浜工業地帯」（東京と横浜）、「阪神工業地帯」（大

阪と神戸）、「中京工業地帯」（京都及び近畿一帯）「北九州工業地帯」という既存の 4 大工

業地帯が拡大、続いて「瀬戸内海工業地帯」が形成されました。そして、日本列島の太平

洋側に位置していたこの 5 大工業地帯によって、いわゆる「太平洋ベルト地帯」が形成さ

れることになったのです。 

私たちは、日本の工業発展を牽引した代表ともいえる企業、例えば世界的自動車メーカ

ー、トヨタ自動車や家電大手のパナソニックなどを数社訪問しました。そこで学んだこと

を以下に詳述致します。 

まず、トヨタの工場を見学した際に気付いたことは、ヒューマナイズされた生産工程に

より、作業員が思い通りに作業できるようになっただけでなく、より精細かつ精巧な製品

が製造できるようになったほか、工場の生産力も大幅に向上していた、という点です。生

産工程は、ヒューマナイズされているだけでなく、作業も非常に細かく細分化されており、

そのため工場の作りも非常にシンプルでした。これにより、ミスが出にくくなり、生産工
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程のクオリティが保証されるのです。そしてトヨタの工場では作業が細分化されているが

ゆえに、中で作業する従業員には強いチームワークが必要となっていますが、こうした全

員で結束し一旗揚げよう、といった団結心、チームワークこそが日本企業を強大化させた

のです。また、日本企業は従業員の能力育成にも非常に力をいれており、従業員の会社へ

の忠誠心もしっかり教育されています。例えば、トヨタの自動車工場では、従業員が工場

で作業をはじめる 2 ヶ月前に技能訓練を開始、会社の規則や制度を学ばせ、無意識の内に

会社に対する忠誠心が生まれるようにしていました。 

次に、パナソニックを訪れ気付いたことですが、日本企業はイノベーションや技術開発

にとても力を入れています。これはつまり、彼らが科学技術を生産工程や製品開発の中に

応用、反映させることを非常に重視している、ということに他なりません。例えば、パナ

ソニックのエコアイディアハウスや、ホーム企画センターの空気浄化住宅「炭の家」など

が、その具体例といえるでしょう。 

3 つ目として、ニトリでの視察を通じ、日本企業の情報化が非常に進んでいることを実感

しました。いつでも 新の情報を入手できるだけでなく、世界各地から様々な情報を収集

することができるのです。そして、それらをまとめて分析、利用します。ただ、日本企業

は外部に対してこうした情報を公開することはあまりありません。機密保持の意識が高く、

「他人にうまい汁はすわせない」と考えているのです。 

そして、今回の視察学習の中でもう 1 つ気付いたことは、日本は空間が狭いために、彫

刻や小物、緑、水、太陽などを 大限利用し、様々な快適空間を創りだしているというこ

とです。彼らは「ミニマム」を原則に、周到かつ綿密に製品を開発、生産していますが、

そうした姿勢は様々な面に反映されています。例えば、エレベーターですが、日本では基

本的にどのビルのエレベーターでも、目の不自由な人が識別できる点字や音声による案内

が採用されています。さらに、身体障害者や車椅子の使用者専用の階数ボタンパネルが設

置されているほか、図案化したわかりやすいマークが使われ、字がわからない人や外国人

でも利用できるようになっています。これらの一見取るに足らない、しかし人間本位の、

細部まで行き届いたデザインは、都市全体の利用価値を大いに向上させています。ですか

ら、製品は使い勝手がよく、満足できるのです。 

日本人の作った製品が使い安く、満足感が得られ、そして使うのが楽しいものだからこ

そ、製品に付加価値が生まれ、ここまで大きく販売数を伸ばすことができたのです。マー

ケティング理念に基づき言うならば、顧客を満足させ、喜ばせることが出来れば、顧客の

リピート率が高まるのです。日本企業はこのマーケティング理念を製品に生かすのに長け

ており、だからこそ、メイド・イン・ジャパンは世界各国でそれぞれ一定のシェアを占め

ており、またその市場シェアを拡大することができるのです。 

後に、江都区の区委員会、政府、経済・情報化委員会、及び組織部が私たちに学びの

機会を与えて下さったことに感謝致します。 
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学習の旅 衝撃の旅 愛国の旅 

 

揚州潤達油田化学剤有限公司 陳雪林 

 

1 週間の日本視察の旅が終わり、既に数日が経ちますが、日本の賑やかな都市、きれいな

街並み、整然とした秩序、美しい富士山、近代的な工場…それらが今もありありと目に浮

かび、頭から離れません。今回の訪日では、大阪から、京都、富士山、東京、北海道へと

移動し、トヨタやパナソニックなど有名企業 4 社を視察しました。短い期間でしたが、い

ろいろなスケジュールが組まれ、非常に感慨深い旅となりました。 

一、日本の人々を感じる 

これまで、本や映像などの媒体を通して、ある程度日本人のことは理解していましたが、

今回の訪日で身近に触れ合ったことで、日本人に対する新たな認識が生まれました。それ

は、日本人の勤勉さと、真面目さ、秩序を守る姿勢、礼節を重んじる態度であり、それら

は畏敬の念を感じさせるものでした。 

大型バスの運転手であれ、企業の従業員であれ、 も印象に残ったのは、彼らの仕事に

対する真摯な姿勢と勤勉さでした。私たちが乗っていたバスの運転手は 50 過ぎの男性でし

たが、白いワイシャツに濃い色のネクタイ、手には白い手袋をはめ、飛行場に迎えに来た

時、ホテルに到着した時、いつも嫌な顔ひとつせず、バスのトランクに入り、私たちの荷

物を 1 つ 1 つ注意深く整然と出し入れしてくれました。そして、重労働で顔中汗だくにな

りながらも、笑顔を絶やしたことはありませんでした。また、高速道路であれ、一般道で

あれ、車が走行中クラクションを鳴らしたり、むやみに車線変更したりする光景を目にす

ることは一度もありませんでした。時には渋滞することもありましたが、人も車もみな整

然と秩序を守っているのです。一方、ニトリでは、3,000 平方メートルのオフィスで 800

名もの従業員が業務を行っていましたが、オフィスに足を踏み入れた時、通路に近い従業

員が私たちに頭を下げ挨拶をする声と、パソコンのキーボードの音、時折鳴る電話の音、

そして会議テーブルの前に座っていた数人のかすかな話し声以外、大きなオフィスでほと

んど音を耳にすることがありませんでした。従業員はそれほど、真面目に、集中して仕事

をしているのです。そして、日本で習慣となってしまったのが、エスカレーターに乗る際、

必ず左側に立つこと、車内から手をふること、お辞儀、そして「いただきます」。中国の思

想や伝統文化を深く受け継いだ、この日本という国は、確かに評判通りの国でした。すべ

てにおいて礼儀正しく、何か目に見えない拘束力によって社会の動きが制御されているの

です。そして、一人ひとりの行動が何かしら民族の文化的影響を受けており、それによっ

て、すべてが秩序正しく整然としているのです。 

私たちは、行く先々で心のこもった歓迎を受けました。私たちの応対をしてくれる企業

の担当者は、毎回バスが到着する前に会社の入り口で私たちを待ち受け、バスから降りる
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と、乗降口のところで、私たち一人ひとりに頭を下げながら、一言ずつ挨拶をしてくれま

した。そして出発する時は整然と並び、バスが動き出すと、手を振って見送ってくれるの

です。 

二、日本の風景を感じる 

観光地やスケジュールで組まれた場所を訪れた際、 も印象に残ったのは、どこも清潔

できれいに整備されているという点でした。それは、どの通りにも、駅にも、民家の玄関

先にも言えることで、しかも、その付近に清掃員の姿はありません。おそらく、一人ひと

りの心がけが良く、みだりに捨てたり汚したりすることがないのでしょう。私は、先進国

である日本が、物質文明として人々にもたらした豊かな生活を実感しました。 

私たち一行がまず訪れたのが大阪です。大阪は日本の中でも も早くから商業と貿易が

栄えた街で、他の地域とは異なる歴史によって、独自の特色ある伝統技術、娯楽文化、飲

食文化が生まれました。代表的な観光地には、大阪の象徴である大阪城、グルメと屋台の

天国、道頓堀、そしてアメリカのハリウッド映画が再現されたテーマパーク、ユニバーサ

ル・スタジオ・ジャパンがあります。 

京都は悠久の歴史を有する日本の古都で、その も初期の建築スタイルは古代中国の影

響を受けています。京都は日本の風情が も強く感じられる街で、日本人の心のふるさと

と言えるでしょう。そして京都は、織物、陶磁器、漆器、染物といった日本の伝統工芸の

産地であると同時に、華道や茶道が盛んな土地でもあり、「本当の日本」とまで言われてい

ます。 

一方、日本 大の都市である東京には、全国の主要企業が集まっています。また、東京

は経済、商業、金融の中心でもあり、資本金が 50 億円以上の企業の 90％が集中、全国の大

手銀行や本店、主な支店もみな東京におかれ、千代田区と中央区にはそれぞれ、世界的に

有名な日本銀行と、世界の株式市場で活躍する東京株式市場があります。 

東京の街中では、あちこちで神社やお寺を目にすることができ、有名な商業エリア、銀

座にも、大小 13 もの神社があり、商業の神様を祀っています。 

富士山－日本の「霊峰」は、火山口からの溶岩の噴出により、山麓に無数の穴が空いて

おり、その中には今も噴煙が出ているところがあります。ちょうど天気が良かったので、

私たちは富士山の中腹まで上り、山頂の美しい風景を眺めることができました。 

日本の風景、景色から受けたイメージは、入念に手間をかけて彫った彫刻のようなイメ

ージではなく、様々な人文的な思考、価値観と混ざりあった、一種、水墨画のぼかしのよ

うなイメージでした。 

三、日本の企業を感じる 

今回の旅の一番の目的は「日本企業を訪れる」こと。私たちは、パナソニック、トヨタ、

ニトリ、ホーム企画センターという 4 つの企業を見学させてもらいました。それら全ての

企業を通して も印象深かったのが、まず日本の企業文化のすごさでした。中国では、企

業家が企業を経営する場合、1 年なら管理によって維持し、5 年なら制度で維持する、と言
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います。では、100 年以上ならどうか。それは企業文化によってでしか実現できません。で

すから、日本の企業家が企業を運営する際の目標は 1 つだけ、「ナンバーワンになるか、オ

ンリーワンになるか」です。 

日本企業の企業文化をまとめると、どこの企業文化にもおよそ 3 つの理念が含まれてい

ます。1 つ目はエコ。パナソニックでは、製品のデザインにエコの理念を反映させています。

エコとはすなわちハイテク技術の結晶であり、持続的なリノベーションを必要とするもの

です。 小限の原材料で、エネルギー消費が 大限少なく、使用後環境を汚染しない、或

いは再利用できる新製品を作らなければならないのです。2 つ目はリノベーションです。い

かなる企業も、その成長にはリノベーションが必要なのです。そして、3 つ目は社会的責任。

一企業が、金儲けだけを唯一の目標として存続していくことは不可能です。存続したけれ

ば、金儲け以外に、社会に奉仕し、文化を創造し、雇用の機会を創出し、そして高品質の

製品とサービスを 低限の価格で消費者に提供しなければならないのです。2011 年、日本

で大震災が発生した時、ニトリなどは 1 億円を超える寄付をしました。そして、次に印象

に残ったのは、日本企業が「複雑なものを単純化し、単純化したことを何度も繰り返し行

い、繰り返し行うことに真剣に取り組み、真剣に取り組んでいることをリノベーションし

ている」という点です。そして、もう 1 つ印象深かったのが、日本企業がみな、度量が広

く、質素で、一途で、緻密で、効率的で、ヒューマナイズされている、という点でした。 

実は、日本を訪れる前、日本に抱いていた印象は、決して良いものではありませんでし

た。しかし実際に行ってみると、好感の持てる部分が増えていきました。それはなぜか。

その理由は、ここに中華民族のかつての優れた文化や伝統が数多く残っているからです。

私たちは、それらを改めて中国に、会社に持ち帰り、従業員や同業者と分かち合い、学び、

実践し、そして超越しなければなりません。今回の訪日は、本当に予想以上の価値があり、

来たかいがありました。この訪日は、ただの学習の旅ではなく、それ以上に衝撃の旅であ

り、中国企業家なら誰もが向かうべき、愛国の旅でもあったのです。 
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江都次世代企業家訪日視察精選 

江都新天宝食品機械有限公司 仇天宝 

 

江蘇省対外友好協会は、全国対外友好協会の委託を受け、日本国際協力センターと、江

蘇省による企業家育成、総合的資質の向上、両国企業家の相互交流に関する取り決めを締

結しました。同取り決めに基づき、江蘇省対外友好協会は初の視察研修を揚州市江都区の

経済・情報化委員会と組織部に委託、江都区による訪日が実現したのです。そして、私は

幸運にも、幹部の皆さんのご支持とご高配の下、今回の研修活動に参加することができた

のです。 

2012 年 4 月 22 日、揚州市江都区経済・情報化委員会と組織部のサポートの下、瀋仁礼

氏を団長とする 21 名の企業家代表は、上海浦東空港を飛び立ち、大阪、京都、東京、北海

道の 4 つの地域で、経済、文化、人文、環境に対する視察、研修を行いました。また、日

本国際協力センターのおかげで、ニトリ、パナソニック、ホーム企画センター、トヨタ自

動車といった日本の有名企業を訪問し、インタビューや交流を行うことができました。そ

して日本での視察期間中に強く印象に残ったのが、日本の国民全体の素養の高さと、仕事

に取り組む姿勢、そして勤勉さでした。 

運転と駐車：日本は国土の面積が広くありませんが、すべての建築物が隙間なく並べら

れているなど、土地と空間が効率良く利用されているほか、都市計画と機能的な配置がセ

ットになり、公共施設も完備しています。また、日本は自動車工業の発達した国ですが、

東京を除き、他の地域ではほとんど渋滞を目にすることがありませんでした。しかも、東

京の渋滞もそこまでひどくなく、駐車場も至る所にあります。大型の駐車場もあれば、小

さな駐車場もあり、1，2 台分のスペースしかない駐車場はそこら中で目にすることができ

ます。どこの駐車場にも自動支払機が設置され、大型駐車場でも駐車スペースが 1，2 台の

駐車場でも、管理者が監視もしていないのに、駐車車両はいずれもラインの中央に整然と

停車しており、1 台で 2 台分のスペースを占拠しているような光景は全く見られませんでし

た。公共の駐輪場ですら、駐輪場所が上下 2 段に分けられており、空間の利用率を大幅に

引き上げています。詳しくは以下の写真をご覧下さい。 

日本の建築：とても特徴があります。京都や大阪などの地域では建築物がごちゃごちゃ

としていて、無計画なように見えますが、一度その中に足を踏み入れれば、夢中になって

しまい帰るのを忘れてしまうような感覚に陥ってしまいます。どの建物にもそれぞれ特徴

があり、住宅街には様々な一戸建ての建物が立ち並び、意図せずいくつもの見所を作り出

しています。そして、東京を除き、どの地域も数百年続く独自の様式を維持しています。 

人文関連：日本での視察中に触れ合った日本人は、国際協力センターの松岡理事長や、

訪問先のクライアント企業の従業員だけでなく、ホテルのスタッフや店舗の店員も、みな

上品で礼儀正しく、質問には必ず答えるなど、終始素晴らしい対応をしてくれました。道



- 49 - 

を聞けば、細かく教えてくれ、距離が近い場合は、目的地まで連れて行ってくれることも

ありました。しかも終始、礼儀正しく丁寧なのです。一方、訪問先の企業も細やかな準備

をしてくれていました。約束の時間、視察団の訪問を出迎えるために担当者が入り口で待

ち受けており、その心温まる心遣いに団員は感激も倍増でした。 

ニトリの視察：私たちは、ニトリの従業員からニトリの成長過程や経営理念の説明を受

けた後、私たち視察団の団員からそれぞれ幾つかの問題や、経営面における悩みについて

質問をさせてもらい、熱い議論を交わしました。それと同時に、ニトリの従業員の案内で、

ニトリ製品の品質検査と店舗内のレイアウト、及び運営状況を見学、視察し、日本企業の

従業員の仕事に対する細やかさと真面目な姿勢を肌で感じました。 

パナソニックの視察：パナソニックは私たちのために、盛大な歓迎式を行なってくれま

した。そしてオフィス前に中国の国旗を掲揚し、中国から来た私たちを歓迎してくれたの

です。これには私たちも倍増の親しみを感じるとともに、自分たちを誇らしく思いました。 

パナソニックを視察した 2 時間の中で、私たちはパナソニックの創業者、松下幸之助氏

の創業の苦労と、社会を豊かにするという企業の責任を学ぶとともに、エネルギーを循環

利用するパナソニックのモデルハウスを見学し、省エネ、エコ、排出ゼロという先進的な

理念に触れました。 

ホーム企画センターの青木社長との交流：私たちは、青木社長の他人を尊重するという

理念と考え方に賛同、共感しました。そして、知識や製品の権利に関わる、知的財産権を

大限利用することが会社に利益をもたらす、ということを学びました。同時に、ホーム

企画センターが販売する「炭の家」のモデルハウスを見学、企業は富を創りだすとともに

庶民の生活の質を向上させなければならない、という理念を理解することができました。 

トヨタ自動車北海道：日本国際協力センターが手はずを整えてくえたお陰で、私たちは

トヨタ自動車が北海道に設立したエンジン製造工場を見学することができました。そして、

トヨタ式の在庫ゼロの生産方式と自動化された生産ラインに大きな衝撃を受けました（以

前、本で学んではいましたが）。 

今回の視察を通じ、私たちは、自分たちの会社の現状と視察した企業との差を痛感する

とともに、多くの新しい知識を学び、視野を広げ、自分たちの目標を明確にすることがで

きました。自分たちの会社の現状を考えると、短期間でこれだけのレベルに達するのは難

しいですが、まずは自分が手本となり、地に足をつけ、一歩一歩小さなことからはじめる

しかありません。そして自分が目にした、学んだ知識をまずは自分の会社に反映させ、ま

ず自らを変えることで、周囲に影響を与えてきたいと思います。自ら企業を成長させると

同時に、国民の文化水準を徐々に引き上げ、日本やその他先進国との距離を縮められるよ

う努力します。そして一日も早く、広大な土地と豊かな資源を有するだけでなく、国民の

文化水準が高く、総合的な力に優れた、真の大国の一員となるよう努力していきます。 
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人、社会、企業 ― 緻密な管理 

 

揚州寧達貴金属公司 樊紅傑 

 

2012 年 4 月 22 日から 4 月 27 日の 6 日間、私は「江都区次世代企業家能力開拓倶楽部」

の研修プログラムに参加しました。今回のプログラムは、日本国際協力センターが江蘇省

と結んだ提携協定により行われるプロジェクトの 1 つで、プロジェクトの中で日本側は江

蘇省の企業家に対し、異なる時期に複数回、無償の研修を実施していくことになっていま

す。そして、江蘇省全体における我が区の企業家育成事業の影響力、位置づけを鑑みて、

省の経済・情報化委員会、対外友好研究が検討の末、江都を 初の訪日研修プログラムの

実施地域としたのです。私は、初の企業家国外研修プログラムの参加者として、日本の有

名企業を訪問し、その先進的な経営理念と経験を学ぶことができたことに、この上ない誇

りを感じています。日本国際協力センターの行き届いた準備と手配の下、私たちはまず大

阪に入り、その後、東京、富士山、北海道で見学、視察、研修を行いました。そこで感じ

たことは主に以下の数点です。 

1. 美しい自然：日本が環境保全を重視していることは有名ですが、都会から農村、街中

から田畑に到るまで、きれいに整備され、清々しい印象を受けました。青々と茂る木々

に、底が見えるほど透き通る水、空は紺碧に晴れ渡り、本当に美しい自然です。幹線

道路や大通りは決して広くはありませんが、塵ひとつなく、全体的にきれいに整備さ

れ、心地良さを感じました。日本では、大規模なインフラ建設はすでに区切りがつい

ており、工事現場はいくつもありません。このため、砂塵も少なく、汚染もひどくな

いのです。加えて、政府が環境保全を重視しており、国民の素養や文化水準も高いた

め、環境の管理や保護が行き届いているのです。 

2. 先進的な技術：第二の都市、大阪で、埋立地を利用し建設された関西国際空港は、1994

年に運用が開始され、当時は「世界的快挙」と評されました。銀色の島のような形を

した関西国際空港は 1億 8,000万立方メートルの土砂を投入して造成された人工島の

上に建設されており、空港は全長約 5 キロメートルの海上橋を使って大阪の海岸とつ

ながっています。また、「高速旅客列車」とも呼ばれる新幹線は、日本の交通の大動

脈。東京と大阪を繋ぐ新幹線は時速 240 キロ、1964 年に運行が開始されました。新

幹線の出現は、世界の高速鉄道の歴史を変え、高速鉄道はより庶民的な交通機関へと

変貌しました。一方、道路を走る自動車多くは、トヨタ、クラウン、日産、スズキな

どの国産車、車体も全体的に小さいです。ドイツ車やアメリカ車などの外車も見かけ

ますが、決して多くはなく、中国車は見当たりませんでした。電気製品は、パソコン

やカメラなどのデジタル製品が豊富で、珍しい型が置いてある他、その他の小型の家

電製品も先進的で特色のある製品がありました。 
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3. 素養と文化水準の高さ：街中の歩道であれ、商業施設の中であれ、ホテルやレストラ

ンの中であれ、公共の場に足を踏み入れると、日本人の慎み深さや礼儀正しさが際立

ちます。そして、そうした上品な礼儀正しさは、日本人の素養や文化レベルの高さを

表しています。このため、日本ではむやみにゴミを捨てたり、そこら中に痰を吐いた

りするような光景を目にすることはなく、そのためゴミもほとんど落ちていませんで

した。タバコも指定の場所で喫煙するなど、誰もが社会規範と公衆道徳を守っており、

車も交通規則を守って走行しているため、道路も非常に秩序が保たれていました。当

然、信号も自主的に守っています。このため車の流れもスムーズで、渋滞している場

所はあまりありませんでした。歩道と交わるところでは、常に歩行者優先で、運転速

度も落とします。車が縦横無尽に突き進んだり、危険な事態が頻繁に起きたりするよ

うなことはないのです。 

4. 素晴らしい勤勉さ：私たちが移動に使っていたバスを運転していたのは 50～60 歳の

運転手でしたが、真面目に仕事をこなし、手を抜くようなことは少しもありませんで

した。朝は私たちが来るのを待ちかまえ、荷物の出し入れを手伝い、私たちが乗車す

ると、車をスタートさせ慎重に運転します。停車すれば時間と場所を書き込み、出発

時にも再度、時間と場所を記入、記載された運行表は非常に明確です。そして、食事

や宿は自分で手配するのです。また、ホテルのスタッフや商業施設の店員も同様にと

ても礼儀正しく親切でした。特に公共の場所で公益活動をしている人たちは、年齢が

高い人もいましたが、みな元気に礼儀正しく作業に取り組んでいました。 

5. 完璧に保存された民俗文化：日本文化の源は盛唐にあり、漢字や衣服、礼儀などすべ

て日本にコピーされて行きました。日本でも何度か文字改革がありましたが、今回の

研修中、街中至るところで漢字を目にしました。日本語で使われる漢字は、読み方が

異なるものの、その多くが中国語と基本的に意味が同じです。日本の皇居の庭園や霊

廟で使われている建築物の特徴も、中国の伝統的建築物を似通ったところがありまし

た。ただ、中国のものより、より精密で小さいだけです。 

6. 精緻なホテルの部屋：昔から日本のホテルは部屋が小さいと聞いていましたが、今回

の旅でそれを実感しました。小ささの 1 つは入り口。1 メートル 80 センチを超える

ことはありません。2 つ目は部屋の広さ。テーブルを 2 つ入れれば、残りのスペース

はほとんどなくなります。3 つ目はベッド。長さも短く、幅も狭いため、1 回寝返り

を打てば、掛け布団が落ちてしまいます。4 つ目は洗面所。小さな便器と、小さな洗

面台、小さなバスタブが、小さな空間に詰め込まれています。ただ、機能や設備は完

備しており、ドライヤーや温水暖房便座、冷蔵庫、机、テレビなど、必要なものは全

て揃っていました。空間を非常に巧妙かつ実用的に利用しており、日本の小さな間取

りや内装も非常に特徴的です。「場所は小さくとも大きなことをやる」日本人の想像

力に感動しました。 
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緻密な管理は、企業の運営に必要なリソースを 大限減らし、企業の運営にかかるコス

トを削減することを目標とした経営方式です。「緻密な管理」とは、つまり、「 大ではな

く 強を追求する」ことを理想とし、企業のマネジメントの「質」を向上させるとともに、

バリューチェーンを見直し、整理統合することで、利益を上げるという管理方法です。緻

密な管理の実施は即ち、完璧と超越を目指す行程であり、個人と企業の生命を支える精神

的支柱、或いは終わりのない学習の過程で得る一種の自己満足の境地でもあります。その

目標は、良い物にさらに磨きをかけること、 善を尽くすこと、在庫のムダ・作りすぎの

ムダ・不良をつくるムダを無くす努力をし続けることです。そして、常にイノベーション

を起こし、企業の持続的な成長、増強を追い求めるのです。 

「緻密な管理」は先進国の管理概念が元となっており、主に、自動車や家電など大規模

な生産を行うメーカーで採用されています。企業は緻密な管理によって、その生産工程や

管理工程を 適化するのです。「不良品ゼロ」、「ジャスト・イン・タイム」、「在庫ゼロ」な

どは、緻密な管理の代名詞となっており、多くの有名企業で実践されています。中でも

も有名なのは日本のソニーやトヨタ、アメリカのデルではないでしょうか。企業が緻密な

管理を採用する 大の利点はコスト面にあります。管理の緻密化を実現した企業は通常、

コストを 大限抑えることができるのです。なぜなら、管理が緻密化されれば、工程が

適化され、品質が向上、ムダな損失を減らし、抑えられる出費はすべて抑えられるからで

す。ただ、緻密な管理も社会や文化の違いによって影響や制約を受けます。なぜ海外では、

「緻密な管理」を実現した有名企業がいくつも現れているのに、中国にはないのか。結局

のところ、中国にはまだ、緻密な管理を行う企業を育てる土壌が育っていないのです。 

管理の緻密化を実現する際に重要なのは、まずそれによって起こりうる問題をできるだ

け回避するということです。このため、様々な段階で意思決定を行う際、その責任者は、

どの程度、緻密化が必要なのか、必要な数値的度合い、効率の度合い、実施の度合いを把

握していなければなりません。そして、すべて操作可能、実現可能、制御可能としておか

なければなりません。このため、企業が緻密な管理を行うには、まず以下の課題を解決し

なければなりません。つまり緻密な管理の意義、必要性、実現可能性を全員に浸透させ、

誰もが心の根底から緻密化を追求する、という雰囲気を育てなければならないのです。そ

して次に必要なのが、人材の育成です。緻密な管理の本質は、そのほとんどが従業員にス

ペシャリストとなることを求めるところにあり、従業員に対する要求は、職業資質の向上

や職業能力を通常業務に定着させる形で行います。このため、本当に緻密な管理を行うに

は、多くのスペシャリストを育成しなければなりません。人材の専業化によって管理工程

の専業化、緻密化、標準化を実現するのです。さらに、評価、報賞、懲罰などの形で人材

を指導、育成し、緻密化を推進しなければなりません。まず先に緻密化を評価・報奨面に

結びつけることをせず、ただひたすら管理の緻密化だけを追い求めるだけでは、当然その

効果は現れないのです。 後に必要なことは、段階的な目標設定です。順序に従い徐々に

進め、一気に終わらせようとしてはいけません。一歩一歩着実に緻密化の歩みを進めてい
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かなければ、確固たる基礎を構築することはできず、途中で諦めてしまうことになるでし

ょう。 
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学習、吸収と超越 ― 論語と算盤 

 

江蘇華豪航海電器有限公司 華桂龍 

 

2012 年 4 月、区委員会、区政府の組織したプログラムに参加し、日本で 5 泊 6 日の視察

研修を行いました。今回の全行程を漢字 2 文字で表すとすれば、それは「衝撃」です。そ

して 4 文字なら「非常衝撃（物凄い衝撃）」で表すことができるでしょう。 

日本に到着した当日、私たちが 初に降り立ったのは大阪の関西国際空港でした。ガイ

ドからこの空港の説明を受けた企業家たちは、みな驚嘆の声を発しました－「わー！」と。

そして、7 日間の行程の中で、私たちが も耳にした、 も大きな声も「わー！」でした。 

まず、日本人が口にし、そして本当に実行した、 もシンプルなことを紹介したいと思

います。 

1 つ目は、日本の企業です。その企業文化は本当にすごいのです。中国では、企業家が企

業を経営する場合、1 年なら管理によって維持し、5 年なら制度で維持する、と言います。

では、100 年以上ならどうするのか。それは企業文化によってでしか実現できません。です

から、日本の企業家が企業を運営する際の目標は 1 つだけ、「ナンバーワンになるか、オン

リーワンになるか」なのです。 

2 つ目は、日本企業が「複雑なものを単純化し、単純化したことを何度も繰り返し行い、

繰り返し行うことに真剣に取り組み、真剣に取り組んでいることをリノベーションしてい

る」という点です。 

3 つ目は、日本企業はみな、度量が広く、質素で、一途で、緻密で、効率的で、ヒューマ

ナイズされている、という点でした。大阪の関西国際空港に降り立った時、私たちが驚い

たのは、空港全体が埋立地に作られているということでした。彼らは僅かなコストで大海

原を埋め立て、日本でもかなり大きく、そして有名な国際空港－関西国際空港を作りあげ

たのです。 

また、この国にきて強く実感したのは、教育の重視、企業の重視です。日本を訪れる企

業家はみな、中国にいた時よりも、清朝時代の『海国図志』の作者、魏源の「夷の長技を

師とし以て夷を制す（外国の進んだ技術を学び、それによって外国を制す）」という言葉を

実感することでしょう。私たちは、他者との差を知り、それを認めた時でなければ、真剣

に学び、その差を乗り超えようとはしません。そして、それをしてこそ、中華民族が再興

する日が真に近づいてくるのです。視察の全行程を通じて、私たちは日本の強さの理由を

はっきりと感じました。ですから、私たちは自分たちの顧客全員、今企業を経営している

企業家全員を連れて日本を訪れ、何をもって「チーム」と言うのか、なにが真の「チーム

ワーク」なのか、何が真の「実行力」なのかを、ともに学ぶべきだと思いました。 

トイレ－日本でトイレに行った時も、深く感じるところがありました。日本では、どの
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公衆トイレでも、トイレにいくことが一種の楽しみになります。内装がすべて統一され、

ここでも「複雑なことを単純化し、単純化したことを繰り返す」という理念が実践されて

います。彼らは企業理念を重視する、という表面的なことに留まらず、それを本当に実践

し、実現させているのです。そして、その姿を実際目にした時、私たちはようやく「ああ、

口先だけではなく、本当に言っていたことを実行していたのだ」と気がついたのです。 

ゴミ箱－日本ではなかなかゴミ箱を見かけることがありません。こんなにきれいな国な

のに、ゴミ箱を見つけることが難しいのです。なぜでしょうか。それは、日本人がビニー

ル袋は全て環境を汚すものだと考えているからです。彼らは、自分たちの子孫のために何

かをし、何かを残さねばならないと考える時、特に自然環境を守ることを中心に考えるの

です。日本では、いかなる地域でも水道さえあれば、蛇口をひねって水さえだせば、その

水をそのまま飲むことができます。日本では水は全て消毒されており、直接飲んでも健康

に害はないのです。これこそが、高度に発達した日本、ハイテクの日本、近代的な日本な

のです。 

中国の今日は、おそらく日本の昨日なのです。明日がどうなるかは誰にも分かりません

が、それでも私は、私たちの身内が共に努力し、中国の民間企業の企業家すべてが海外に

行けるよう手助けし、たとえ写真 1 枚、考え方 1 つでも持ち帰り、彼らがそれを本当に学

び取り、活用し、実行できたら、私たちは民族としての責任を果たすことができると固く

信じています。 

この 6 日間、私は同業者の皆さんとともに、トヨタやパナソニックなどを見学しました。

そしてその時、私たちは一企業家の視野、レベルが、いかに企業の成長やレベルに影響を

与えるかを思い知りました。 

パナソニック：松下幸之助率いるパナソニック帝国の成長の歴史を学ぶことで、松下幸

之助が「事業経営を進めるうえで一番根底にあるのは、経営理念を確立することである」

と話しているとおり、経営理念において 2 つの考えるべき問題があることに気づきました。

1 つは、何のために存在しているかということ。そしてもう 1 つがこの会社をどのような方

法で運営していくかということです。そういう意味で、パナソニックの経営規範は、手本

とするにふさわしい内容だと思います。その内容とは「多くの人の知恵を集め、集団で経

営する」というものです。つまり、できるだけ多くの従業員から広く知恵や有益な意見を

集め、それらを有効的に活用し、経営を行うということです。1 人の力には限りがあります。

ですから、集団の知恵を活用できなければならないのです。 

トヨタ：偉大な使命が偉大な事業を生み出します。トヨタは、随分前に「車到山前必有

路，有路必有豊田車（車が山の前にくれば必ず道は開け、道が開けば必ずそこにトヨタ車

がある＝頑張れば必ず道は開かれる、という中国の諺にかけたもの）」というキャッチ・フ

レーズを出しましたが、まさにこうした気概と度量が、今の偉大なるトヨタを作り上げた

と言えるでしょう。そして、まさに聚成が「企業あるところに聚成あり」と打ち出したよ

うに、私たちが堅実に歩み続けさえすれば、必ずやもう 1 つの「中国のトヨタ」をつくり
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上げることができると信じています。09 年、トヨタは 900 台以上もの車をリコールしまし

たが、これはどの会社もできることではありません。この大規模リコールは、進んで責任

を負おうとするヨタの姿勢を現しているのです。 

また、京都を見学した時も、非常に感ずるところがありました。皆さんもご存知の通り、

中国の歴史上 も国が富み、繁栄したのは唐の時代です。ですから世界中の人が私たちを

唐人と呼び、海外に住む中国人のエリアを唐人街と呼ぶのです。日本も同様です。日本が

現在のように発展、成長したのは、たった 2 回、学ぶ機会があったからに過ぎません。1 度

目は中国に遣唐使を派遣していた時。その時日本は何を学んだのか。私たち中国の五千年

の伝統と文化、知識を学んだのです。そして 2 度目は、明治維新の時。西洋諸国から進ん

だ管理技術を学びました。そして、その後渋沢栄一のような偉大な実業家が生まれたので

す。彼があれだけの企業を創設し、あれだけの輝かしい実績を残せた理由を、ただの一言

でまとめるとすれば「企業を運営する も簡単な秘訣はなにか。それは論語と算盤である」。

つまり、彼は中国の儒家の知恵に西洋の企業管理モデルを加え経営を行ったのです。では、

私が京都で目にしたものは何だったのでしょう。私が目にしたのは、日本がコピーした、

盛期の唐王朝の都市そのままの姿でした。唐の時代、中国の首都は今の西安にありまし

たが、今、西安に行っても盛唐時代の遺跡はほとんど残っていません。ところが、京都に

はそれがほぼ完全な状態で残っているのです。ですから、もし唐王朝の面影を探しに行き

たければ、この京都で見つけることができるでしょう。中華民族が唐王朝時代、いかに繁

栄し、豊かだったかを見てみて下さい。当時、中国は世界でも も領土が広く、 も力の

ある国であり、外国人はみな、中国の首都、長安に住むことを生涯で も栄誉あることと

していました。過去を振り返り、そして現在を思えば、自分たちの肩にどれだけの責任が

かかっているかわかるでしょう。そして、それ以上に日本に一度は行ってみる理由ができ

るでしょう。 

京都でバスを降りた後、私は地元の特産品である丸い餅を買いました。とても美味しく、

私はそれを食べながら、その小さな店の入り口に目を向けました。すると、そこには昭和

何年と書かれた文字がありました。そこで私は、餅を売っていた、この店のただ一人の店

員だという 60 過ぎのおばあさんに、昭和何年というのは、この餅を売り始めて何年になる

のかを表しているのか、と聞いてみたのです。そして、彼女の答えを聞いた私に残ったの

は衝撃だけでした。この店はなんと、創業 140 年にもなるというのです。日本には 100 年

以上続く企業がどのくらいあるか。それは、皆さんが想像もできない数字－10 万社以上で

す。日本のフォーチュン・グローバル 500 にランキングされる日本企業の数は 68 社、そし

て創業 100 年を超える企業は 10 万社。日本はまさに我々が分析し、見習う価値のある相手

なのです。 

共に参加した同業者の団員の中に、「日本に来る前、日本に対するイメージは決して良い

物ではなかったが、来てみると、好感を持てる部分が多々あった。それはなぜか。それは、

ここ日本に中華民族の過去の優れた文化や伝統が数多く残っているためで、私たちはそれ
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らを中国に、会社に持ち帰り、従業員や幹部たち、そしてそれらを企業家の友人たちと共

有し、学び、実践し、そして超越しなければなりません。今回の訪日は、本来の価値以上

の価値があり、来たかいがありました。この訪日は、ただの学習の旅ではなく、それ以上

に衝撃の旅であり、中国企業家がみな足を踏み入れるべき、愛国の旅だったのです」と語

った人がいました。 

ですから、こうしてみると、私たちが今行なっていることは、ただ単に顧客を日本に旅

行に行かせるということだけなく、それ以上に重大な意義があるのです。その重大な意義

とは「私たちが今から将来に向け、中国企業を強大にし、中華民族を一日も早く再興させ

るという偉大な責任を果たす」ことにあります。なぜなら、国の発展の源は国力の強さに

あり、国力の強さの源は、企業の成長にあるからです。はっきりと格差に気づき、真剣に

学び、追いつき追い越せるよう尽力して初めて、私たちにも勝利の可能性が出てくるので

す。 

皆さんもご存知の通り、中国の民間企業の存続期間は、およそ 5 年から 10 年です。では、

なぜ日本人は 100 年も存続させることができるのでしょう。これは多くの企業家がいくら

考えても答えを導き出せない問題です。ですから、できるだけ多くの人を見に行かせる、

それが私たちの責任であり、私たちの義務です。民族再生の使命を負った国民は何をすべ

きなのか。民族再生の使命を負った企業家は何をすべきなのか。私たちがすべきは、客観

的な目で日本に向き合い、日本企業の経営、管理面における先進的な理念、先進的な技術、

先進的な方法を学び、そして、それらを国内に持ち帰った後、国情に合わせて活用し、昇

華させることです。上を目指して発奮し、自らを高め、企業を強くし、祖国を更に強大に

するのです。中華の再興はもうただの夢ではないのです。 
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トヨタのかんばん方式とチームワーク 

江蘇省正和木業集団有限公司 徐 念 

 

2012 年 4 月 21 日から 27 日、青年企業家として、光栄にも揚州市江都区が組織する次世

代企業家代表団に参加し、日本で視察、研修を行って来ました。こうした活動が組織され

たおかげで、次世代企業家同士が相互理解と友好を深めることができただけでなく、1 つ 1

つの些細なことから製造業大国としての日本の強みがどこにあるのかを身をもって感じる

ことができました。ここで区委員会、区政府の幹部の皆様に感謝申し上げます。 

日本での見学、視察の中で私たちが目にした、清潔で整然とした街並みやコンパクトで

無駄のない室内設計、そして 6 種類にも分類されたゴミ箱。それらはすべて、日本人の、

生真面目さや自制心の現れですが、トヨタの緻密な管理方式は日本人の生真面目さを極限

まで具現化しています。 

トヨタには独自の「かんばん」とよばれる方式があります。それは、後工程の作業員が、

かんばんを使い前工程の作業員に生産に必要なもの、例えば部品がいくつ必要か、いつ補

充が必要かといったことを知らせ、「逆方向」に生産数をコントロールする、サプライチェ

ーンマネジメント。この方式を導入すれば、在庫コストを削減できる（ゼロ在庫を実現）

だけでなく、それ以上に、生産工程を効率化できるという重要なメリットがあります。 

かんばん方式による工程管理により、部門間の関係は大幅に簡素化し、「発注書に基づく

生産」を行う取引関係が生まれるとともに、品質を安定させるための基礎が構築されまし

た。そして、かんばんにより、作業員間の業務がシームレスになり、作業員はまるでライ

ン上のボルトのような存在となりました。そして、能力を発揮できるところといえば、作

業と作業の繋ぎをよりスムーズにすることくらいになったのです。 

ただ、私がより価値を見出すのは、かんばん方式が定量管理に貢献した点です。中国の

大の問題は定量管理を行わないことです。大部分の人が、個人の判断で、意思決定や作

業を実施、「何事もだいたいで」は私たちが大好きなやり方です。しかし、こうした状況で

こそ、かんばん方式の効果が発揮されるのです。この管理では初めて「図表」が使われ、

それにより作業員間で発生する定量管理面の問題が解消されたのです。これは、まるで子

供が絵を見ながら話す遊びのようなもので、それが図表を見ながら行う生産、図表に基づ

き行う生産となったに過ぎません。そして、それが作業員間の定量管理に関する問題を巧

みに解決してしまったわけですから、確かに素晴らしい方法と言えるでしょう。 

トヨタでは、生産において、あらゆる無駄の排除が求められ、わずかな材料、労働力、

時間、エネルギー、空間、手順、輸送、或いはその他資源の無駄も許されません。つまり、

生産現場における様々な、通常にはない不必要な業務、或いは動作、時間、労働力の無駄

を排除する、ということです。これが、トヨタ生産方式の も基本的な理念なのです。 

企業による生産の 終目的は利益を出すためだということは、誰もが知るところですが、
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現在、企業は同質化がどんどん進み、製品の原料価格もほぼ透明化してしまっています。

このため、かしこい消費者は価格が異常に高い製品を選択することはありません。では、

どうしたら利益を上げることができるのか。利益は価格とコストの差額です。価格が消費

者によって決定されてしまう以上、生産者としてできるのはコスト面での努力だけなので

す。トヨタの哲学は「市場が成熟すれば、 終的に価格差は縮小し、唯一利益を出せるの

は製造面においてだけとなるため、製造で利益を上げなければならない」。トヨタにとって、

あらゆる運搬、輸送は全てコストであり、どんな理由であれ、製品の臨時在庫や移動は全

て無駄なのです。 

こうした哲学に基づき、トヨタは、生産の行為、内容、順序、時間制御、結果など、全

ての作業に細部にわたる厳しい基準を設けています。部品、ボトルを取り付けるのに何分

何秒かかるかまで厳格に規定されているのです。こうした定量管理は、トヨタの管理体制

の中で実施され、どこにでも見られるまでに浸透しています。どの部品にも、対応する「か

んばん」があり、社内には総合的なかんばん室まであります。そしてトヨタの壁には至る

ところに空白の表があり、完了したら印をつけ、完了していない、或いは問題が出た時も

それが表に現れるようになっています。 

そして、従業員のチームワークを強化し、「人」によって製品の価値を向上させる。この

考え方は、間違いなく私が日本で得たもう 1 つの収穫です。結局のところ、すべての利益

は人の知恵と行為が生み出しているのです。同様に、すべての無駄も人によって生まれま

す。ですから「人」をうまく管理することは、コストの削減や純利益の増加にも繋がるの

です。トヨタの製造現場でもニトリの本部オフィスでも、業務を行なっている作業員の大

半は若者で、男性作業員はその多くが髪を伸ばし色とりどりに染めているほど。では、こ

うした今時の青年をいかに勤勉に努めさせれば良いのでしょうか。肝心なのは、やはりそ

の管理工程と管理体質なのです。 

日本人は非常に団結心を重視する民族です。個人的な英雄を崇拝する文化はなく、集団

効果による組織の力をあちこちで示します。そしてチームワークがもたらす達成感と帰属

意識を重視するのです。日本企業のリーン生産方式は、人の行為を変えることで、設備が

生み出す利益と効果、生産条件や生産工程を変え、それと同時に常に改善を行い、より優

れたものを目指す生産方式。そして、これらすべてが工業化時代である現在、作業員一人

ひとりに も幸福感と達成感をもたらす「行為」なのです。そしてこれらすべてによって、

日本は世界的地位が向上し、国民の尊厳と自信が強まったのです。これがわかれば、なぜ

多くの日本企業が終身雇用制や年功序列の給与制度を採用しているのか、容易に理解する

ことができるでしょう。 

確かに、中国の文化と国情は日本とは異なります。島国特有の危機感はなく、数千年に

わたり継承してきた数多くの義理重視の図式と中庸思想が根強く残っています。日本企業

の管理文化をそのまま全てあてはめても効果を出すのは難しいでしょう。ただ、その背後

にあるロジックを理解するとともに、「人間本位」の管理を行い、人間性に基づく理念を重
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視すれば、必ずや自社の管理体制や経営モデルを改善し続けことができるはずです。これ

こそが、私たちの世代の企業家の使命なのです。いつの日か、メイド・イン・チャイナが

世界で品質の高さの証となることを願っています。 
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他者の長所をもって自らの短所を補い 自らに応用する 

 

江蘇国鴻投資担保有限公司 陳 功 

 

江蘇省揚州市次世代企業家として、日本での研修に参加することができ、非常に光栄に

思っています。2012 年 4 月 22 日に日本に到着、2012 年 4 月 27 日に中国に帰国しました

が、この 6 日間は本当にあっという間でした。しかし、その 6 日間が私の視野を大きく広

げてくれたのです。私は、研修や見学を通じて大きな収穫を得ることができました。私た

ち若者たちに今後の方向性をも指し示してくれたこの訪中研修は、まさに私の人生におい

て得難い学びの場となったのです。 

4 月 22 日正午、私たちは大阪に到着、ここから 6 日間に及ぶ日本での学習体験旅行が始

まったのです。 初に訪れたのは大阪の心斎橋、大阪で も代表的な繁華街です。周囲の

建物は色鮮やかで、形もダイナミック。街並みを見ながら散歩をしていると、楽しい気分

になる上、物欲も刺激されます。 

そして今回、幸運にも日本の象徴の 1 つである富士山の姿を目にすることができました。

富士山は雲に届くほど高く、山頂は真っ白な雪で覆われていました。遠くから眺めている

と、まるで空から下がった扇子のようにも見えます。世界的にも誉れ高い富士山は、「芙蓉

峰」、「富岳」、また「不二山」と呼ばれることも多く、この山の名は、古くから日本の伝統

的詩歌「和歌」の中でよく使われてきました。日本はとても美しく、環境にも恵まれた国

です。3 日間の観光で、私は心身ともにリラックスして、この発展著しい日本を見ることが

できました。日本の経済成長は日本企業の貢献なしに語ることはできません。その後組ま

れたスケジュールは、まさにその成功企業での研修、見学でした。日本では多くの企業が

成功を収め、しかも長く会社を存続させています。この機会に、彼らの様子を直に目にし、

その経営理念と経営方法を見学し、学ぶことができるのです。そうして学んだことは、必

ずや今後の私の成長に大きく生かされることでしょう。 

4 月 25 日、私たちはまず、ニトリを視察、見学しました。ニトリは家具、インテリアシ

ョップをチェーン展開する日本 大の企業です。ニトリは「欧米並みの住まいの豊かさを、

日本の、そして世界の人々に提供する」というロマンを努力目標に掲げ、チェーンストア

の拡大を核とした有効性のある「流通革命」に取り組んでいます。ニトリでは商品の原材

料調達から販売まで、一連の工程（この全工程を有する企業を「製造物流小売業」と呼び

ます）を全て自社で管理しているのです。そして、住まいのあらゆる空間をトータルコー

ディネートするという、ニトリ独自の O.T.C.M.（ワンハウス、トータル、コーディネーシ

ョン、マーチャンダイジング）思想に基づき商品を開発、より手軽な価格設定や、品質の

向上、機能の充実を実現させました。組織開発室の佐古道央室長から、こうしたニトリの

企業文化や成長の方向性に関する説明を受けた私たちは、その後さらにニトリの技術解析
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室を見学、さらにニトリの赤羽店も視察しました。 

一方、パナソニックは多国籍企業です。世界各国に 230 以上の関連会社を持ち、従業員

の総数は 29 万 493 人以上、その内 5 万 4,000 人以上が中国で働いています。2001 年の年

間売上総額は 610 億円を超え、世界の製造業トップ 500 の中で 26 位にランキングされてい

ます。そのパナソニックでは、環境本部環境渉外室の副室長で環境戦略担当部長の芝池成

人さんから「No.1 の環境革新企業」という環境を基軸としたパナソニックの経営理念や企

業文化、そして基盤となる基本的理念の説明を受けました。パナソニックは創業以来、「社

会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与すること」を会社の社会的使命及び綱

領としています。 

そして、より豊かな社会生活の実現と社会発展の促進のため、パナソニックは基礎技術

から商品技術、新たな生産技術など、世界的かつオールラウンドな開発と事業活動を積極

的に行って来ました。パナソニックは全世界のブランド名を Panasonic に統一、そして

「Panasonic ideas for life（暮らしを輝かせるアイディア）」をブランドスローガンに、「ユ

ビキタスネットワーク社会」と「地球環境との共存」の実現を理想とし、世界文化の進展

に寄与し続けているのです。パナソニックの精神や経営方法は、どちらも非常に学ぶ価値

のあるものでした。そして、その後私たちはパナソニックセンターにも見学に行きました。 

また 4 月 26 日には、ホーム企画センターで青木雅典代表取締役社長から青木雅典式経営

について説明を受けるとともに、同社のすみたい館（理想の住まいのモデルホーム）を視

察しました。 

さらに 4 月 27 日午後には、トヨタ北海道株式会社を見学、視察する機会に恵まれました。

その間、トヨタの概況について学んだだけでなく、自動車工場を視察することができ、多

くの刺激を受けました。トヨタの自動車工場では、ただ単に各工程を時間通りに行い、物

資、人員が時間通りに持ち場についていれば良いというわけではありません。そこで採用

されていたのは、必要な時に必要な量だけ製造、輸送する、という生産システムでした。

こうした完全な受注生産で、小ロット多頻度で物資を納入するからこそ、本当の「ゼロ在

庫」を実現することができるのです。これなら、保管の費用を大幅に削減することができ

るだけでなく、市場のリスクも回避できます。コスト意識が非常に高いトヨタ。彼らは製

品の販売価格は自分たちが容易くコントロールできるものではないと気づいたのです。製

品の販売台数も、環境による制約されることもあれば、いつ起きるともわからないリスク

もあります。自ら進んで、あらゆる方法で生産コストを下げ、それにより生まれた利益こ

そが確かなものなのです。 

日本で見学や研修を行った数日間、本当に勉強になることが大きく、大いに啓発される

ところがありました。日本企業に学ぶべき点は本当に多く、私は日本の多くの面に対して

新たな認識を持ちました。日本はもともと地理的に資源が乏しい国であり、そのため、ど

の日本人もどの企業も、強い倹約の意識を持ち、無駄をなくすことを永遠の目標としてい

ます。これは日本社会の様々な面で実感できることです。日本の企業人はみな細部にこだ
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わり、どんな小さなことも、つきつめて行います。私たちは振り返って自分たちを反省し

ました。細々と煩わしいことは多々ありますが、私たちはそれらを「終わらせる」ことに

だけ注力してきました。しかし、「終わらせる」ことや小さなミスの中から、経験や教訓を

得て、それによって向上を図れる業務がいったいどれだけあるでしょうか。もし、些細な

ことにも目を向けていれば、1 年後には必ずや思いもかけない収穫を得ることができるはず

です。一方、日本企業は「改善し続ける」ことも重視しています。日本企業には創業数 10

年、さらには 100 年という企業が少なくありません。彼らはその歴史と同じ時間、彼らは

改善を続けてきたのです。環境の変化や技術の向上などにより、どんなに優れた企業にも

大きな改善の余地があります。企業の経営者として私たちはより重い責務を背負い、長い

道のりを進んでいかなければなりません。過去の考えにとらわれ、現状に満足してはなら

ないのです。そして、「改善と向上に終わりはない」というスローガンを浸透させていかな

ければなりません。日本企業は中国企業と比べ、より現実主義です。私たちはこれまでを

反省し、より現実的かつシンプルになり、仕事中は雑念を捨て、業務時間をより意義ある

ものとしなければならないのです。 

今回の日本での研修期間は短いものでしたが、収穫は非常に大きく、日本企業の得難い

貴重な経験を学べただけでなく、視野も広がり、様々な視点から物事を捉えることができ

るようになりました。そして、それ以上に他者を見習い、長所をもって短所を補うことを

学びました。今回の日本での学習体験の旅は、楽しかっただけでなく、私の会社に明確な

今後の発展の方向性を指し示してくれた旅でした。 
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文明の力 永遠の友情 ― 訪日研修・視察ルポ 

揚州（江都）中原国際旅行社 郜順和 

 

序文： 

4 月 21 日から 27 日、私は幸運にも江蘇省揚州市江都区の次世代企業家として、20 名の

次世代企業家、及び責任者の皆さんと日本を訪れ、視察、研修をする機会に恵まれました。

そして、その旅は非常に感慨深い旅となりました。視察団の責任者からの私に対する要求

や方向性が他の企業家の皆さんとは若干異なったため、以下日記形式によってのみ今回の

訪日視察に対する考察を行いたいと思います。 

 

4 月 21 日 晴れのち薄曇り 

 

午後 2 時半、上海で会社関連の対応をしなければならない数名の団員を除き、大部分の

団員は身なりを整え、区政府から上海に向かいました。【22 日は早朝の便で日本に移動する

ことになっていたため、私たちは事前に上海浦東空港近くに向かわなければならなかった

のです】 

 

4 月 22 日 上海は晴れ 大阪は曇り時々雨 

 

午前 9 時、私たちは定刻通り中国東方航空 MU515 便で上海浦東空港を出発、大阪の関西

国際空港に向かいました。そして、2 時間強のフライトの後、飛行機は上空の雲を突き抜け、

大阪の関西国際空港に到着。飛行機の窓の外では小さな水滴が次々と落ちていました。そ

して、飛行機を降りて行った空港のトイレはさほど大きくありませんでしたが、その中に

は心地良い、さわやかな香りが漂い、洗面台には綺麗に並べられた緑の植物と、手洗いの

必需品などが置かれていました。私たちは団として来ており相対的に人数が多いので、税

関の手続きには時間がかかってしまうのですが、税関では全員の指紋をとらされることに

なりました。そして税関を出ると、荷物の受け取り場所で女性が 1 人、中国語で「もう１

度自分の荷物か確認して下さい」と書かれたプラカードを掲げて立っている姿が目に入り

まし。そして、その脇に別の男性職員が私たちの荷物を綺麗に 1 列に並べてくれました。

空港を離れ、車で 1 時間ほど走ると大阪に到着、中国の東北の人がやっている中華料理店

で昼食を済ませ、大阪で一番有名な心斎橋筋商店街を見学しました。商店街の主要な通り

には、道の上部に独特な透明な屋根が備え付けられており、雨だけでなく紫外線も避ける

ことができるようになっています。また、通りには、制服のようなものを着た人たちが何

人も 10 メートル間隔くらいで立っており、雨の中、自転車などの軽車両を身振りだけで誘
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導していました。周囲を見渡してみると、大阪の中心部には駐車スペースが多いことが分

かります。私たちは橋の上でバスを下りたため、バスはすぐにその場から走り去っていま

した。そこで、出発前、少し疲れた私はかなり早めに戻り、バスを下りた橋の近くのレス

トランで雨をよけながらバスを待っていると、集合時間の 10 分前にバスが橋の上に戻って

くるのが目に入りました。運転手は橋の上にいた人と言葉を交わすと、バスを指定の位置

に駐車させていました。そこで、バスに乗る時、通訳を介して運転手に、並んで待ってい

る駐車場所はどのように決められるのか聞いてみたところ、乗客が何時に戻ってくるかを

担当者に告げればいいとのことでした－日本では、遅刻する人がほとんどいないからです。

車の中から外を眺めていると、橋の下にあるセルフサービスの焼き肉店の入り口に、巨大

なカニの模型が体を動かしながら、大阪を訪れた世界各国の外国人旅行客を歓迎している

姿が目に入りました。そしてその後、大阪城に移動。雨の中、おぼろげに立つ大阪城は、

周囲に高い建物もないせいか、いっそう高く見え、雨に濡れた桜の木とも渾然一体となっ

ていました。大阪を離れ次に向かったのは京都です。高速道路をいくらか走ったと思った

ら、すぐに一般道へ。両側 2 車線の道路は車でいっぱいでしたが、耳障りなクラクション

の音は聞こえず、みな整然と秩序を守っていました。通訳によると、信号のある交差点に

交通違反を監視するものは何もないとのことでした。そして、大阪でも京都でも道行く人

は少なく、ほとんどの人が地下鉄をつかっているようでした。また、都市部でも農村でも、

そして民家にも、駐車スペースには必ずラインが引いてあり、車はその駐車スペースにき

っちり駐車されていました。 

 

4 月 23 日 曇り時々雨 

 

早朝、平安神宮と世界文化遺産の金閣寺を訪れました。平安神宮の建築は中国唐代の建

築様式に似通ており、通訳によると、これらの建築物はみな中国から伝来したものだそう

です。2 つの観光地では、大勢の修学旅行中の小学生や、中高生に遭遇しましたが、どの学

校も制服はほとんど同じで、スカートにジャケットと、とてもカジュアルでした。通訳の

話では、日本では小学校から高校までみな修学旅行に行く事になっており、どの都道府県

でも、地元の児童や生徒が地方に修学旅行に行く時、或いは地元で地方の修学旅行生を受

け入れる時、たいてい 5,6 人の児童、学生と教師 1 名が解説や生活の世話を担当することに

なっているとのことでした。金閣寺では、何人かの学生に私たちと一緒に写真をとってく

れないかと頼んだのですが、私たちが中国から来たと知ると、みな喜んで応じ、ポーズを

とっていました。そして、撮り終わるとつたないながらも中国語で「ありがとう」、「さよ

うなら」と声をかけてくれたのです。そして、昼になると今度は富士山に行くということ

で新幹線に乗車。新幹線の中は、乗降時も車内もとても静かで、私はゆっくり昼寝をする

ことができました。その後、私たちは、我が区の邵伯鎮と同じくらいの大きさの街がある

小さな駅で下車。そこで、入り口に大きく「華」と書かれた中華ラーメン店に入り、おい
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しいラーメンにありつきました。そしてラーメンを食べながら、他の団員たちと、もっと

頑張ればさほど遠くない未来、江都の小さな鎮もこの街に追いつくことはできる、と話し

ました。この街の建物はほとんどが二階建てで、屋根の上には様々な色の瓦が使われてい

ましたが、通訳によれば、瓦も中国から伝来したもので、その後、台風や地震の多い日本

の自然環境に合わせ改良したということです。ここでは、どの家々にも玄関先に有名無名

の花々がいっぱいでした。 

 

4 月 24 日 薄曇り 

 

朝食後、2 時間以上かけ移動した先は東京。市街地の高架橋の上からは高層ビルと 2 階建

てや 3 階建ての民家が入り乱れ、独特な雰囲気を醸しだしているのが見えました。中心部

にある皇居は天皇が住む場所で、四方を幅の広いお堀に囲まれた建物はとても勇壮でした。

中国のかつての皇帝の建物とほとんど同じであったような気がします。土地の値段が極端

に高い東京で、皇居はかなり広く、大きな松の木もありました。そして、昼、気温が 29 度

まで上がると、その松の木の下でたくさんの人が寝転がり休んでいました。夜は、JICE の

歓迎会に参加、中華料理の店で開催されましたが、内装は普通、もっと言えば、若干粗末

な感じがしました。ただ理事長はとても温かい人柄で「中国人はお酒の文化にこだわりが

あるので、自分の田舎から地酒を 2 本持ってきた、それで中国からきた友人をもてなした

い」と言ってくれました。そして、私たちが鑑真和尚の故郷である揚州からやってきたと

知ると、鑑真和尚の故郷の企業家のみなさんによる日本での研修を受け入れることができ

とても幸せだ、と興奮気味に話し、さらに、日中の友好の歴史は長くちょっとやそっとの

ことで友好の根が途絶えてしまうことはない、と熱く語っていました。私たち代表団は、

理事長や他の日本の友人の皆さんに、漢詩、「黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る」の中

の 初の 2 句、「故人西のかた黄鶴楼を辞し、煙花三月揚州に下る」が書かれた 1 セットを

含め、揚州の漆器何セットか贈りました。そして、私たちが帰る時、理事長は跪いて 敬

礼し、私たちを見送ってくれたのです。これには、私たち団員もみなとても感動しました。

明け方 5 時頃、日本から 160 キロ離れた地点で震度 5.6 の地震が発生し、東京でも 3.4 の

震度があったため、私は目を覚ましてしまいました。トイレが地震の揺れで音がしていた

ほどです。日本のホテルは基本的にバス・トイレがプラスチックでできたユニットタイプ

で、とても清潔で、使いやすく、しかも頑丈です。そして、トイレでも街中でも水道の蛇

口から出た水をそのまま飲むことができました。 

 

4 月 25 日 薄曇り 

 

この日は、早朝からバスで日本 大の家具・インテリアの製造、販売会社－ニトリを訪

れました。到着前、バスの中でとつぜん同行していた JICE の責任者が日本の唐詩 300 首
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日中字典を取り出すと、昨日贈った漆器上の唐詩のページを開き、私たちに回し読みする

よう求めたので、私たちはとても驚きました。 

ニトリに着くと、講義を聞き、技術解析部を見学、さらに傘下の旗艦店を視察しました。

そこで感じたのは、従業員の育成にとてもお金をかけている、ということです。ある部署

で 3 年働いた従業員は、配置換えとなるようになっていました。また、社内の検査センタ

ーには、団員全員が強い印象を受けました。午後はパナソニックを訪れましたが、会社に

入ると、入り口の外側にあるポールに、日中両国の国旗がはためいており、ホールに足を

踏み入れると、2 つの大きなモニターに「熱烈歓迎中華人民共和国江蘇省揚州市江都区次世

代企業家視察団」の文字が。こうしたことからもわかる通り、パナソニックは非常に私た

ちの訪問を重視していたようで、管理状況の説明も社内の会議室で会社から派遣された重

役の方が行なってくれました。私たちはさらに、未来のゼロ・エミッションを再現した生

活シーンを見学しましたが、そこからは、エレクトロニクス No.1 の環境革新企業になると

いう決意が感じられ、非常に啓発を受けるとともに、大きく視野を広げることができまし

た。団員たちも視察の間中、みな熱心に質問をしていました。さらに、交流時間にはなん

と、30 分前に撮影した素晴らしい集合写真が団員一人ひとりに配られました。そして夜、

東京から北海道へと移動したのです。 

 

4 月 26 日 曇り後薄曇り 

 

朝食後、出発。風が強く少し肌寒い日でした。この日訪れたのは小樽市でしたが、観光

地としてはうら寂しい感じがしました。小樽運河の川べりで、揚州の京杭大運河の世界遺

産への登録申請を思い起こし、感慨深くなりました。運河の近くで絵を描いていた人やお

土産を売っていた人になぜ観光客が少ないのか聞いてみると、昨年の震災と原発事故によ

り北海道を訪れる中国人旅行客が激減しまったとのことで、中国映画「狙った恋の落とし

方 2」放映により、大勢の人たちで賑わっていた一昨年とは、全く違うとのことでした。運

河沿いのホテルはほとんどが閉まっており、門の外には枯れ果てた野草が伸び放題でした

－北海道の本当の春はまだ到来していないのです。ある店の前に来た時、店主は私が中国

から来たと知ると、一緒に写真をとってほしいと依頼してきました。小樽に一日も早く昔

の賑やかさを取り戻してほしいと話す店主は、北海道に春が訪れた時、また夏ラベンダー

の花が咲き誇る頃、中国の旅行客を迎えるため、近々1,2 名中国語を話せる店員を募集する

と意気込んでいました。そして、日中両国の友好が代々続いていくことを願っていると話

してくれました。 

午後になると、今度はホーム企画センターを訪問。札幌市日中友好協会会長でもある同

社の青木代表取締役社長よれば、28 日には唐家璇前国務委員も同社を見学に訪れる予定だ

とのことで、青木社長は私たちの今回の視察をリハーサルにするとのことでした。青木社

長から、日中の友情や企業の成長理念、企業としての人への配慮、企業文化の形成などに
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ついて説明を受け、その後「炭の家」のすみたい館、「理想の住まいのモデルルーム」を見

学しました。そして別れを惜しむ中、私たちは温泉街である登別に向かったのです。夜は

温泉宿に泊りましたが、気づけば部屋の机の上にはポットに入った熱いお湯が、そして冷

蔵庫の中には氷水が入っていました。中国人が熱いお茶を好むことを知っているだけでな

く、温泉に入り熱いのが嫌になった時のことも考慮しホテル側が準備してくれたのです。

温泉につかっていると、偶然ホテルでコックをしているという四川省と大連の男性に出会

いました。聞いてみると、人材会社に派遣されてきたとのことで、1 ヶ月の給与は人民元で

1 万元前後だといいます。私たちは、彼らに疑問に思っていた、日本になぜ野菜や果物が少

ないのかということを聞いてみると、50 グラムくらいのトマトが人民元で 10 元から 15 元

ほどするとのことでした。その後、温泉から戻り、テレビを見ようとしたところ、テレビ

がまともに見られません。電話をすると、警備部門と書いたバッチを胸につけた年かさの

男性 2 人がそれぞれテレビといくつものリモコンを手にやってきました。そして 10 数分後、

ようやく見られるようになると、何度もすみませんと言って出て行きました。 

 

4 月 27 日 薄曇り 

 

この日は早朝早くに目が覚めました。この日が日本での 終日です。部屋を出ると、私は、

この温泉街をよく知りたいという気持ちにかられ、通りに沿って山の方に向かって歩いて

いきました。北海道は本当に春の訪れはまだ先という感じで、風がとても冷たく、山の上

に積もった雪は太陽の光を浴びて、きらきらと輝いていました。観光スポットの入り口に

は中国によくあるようなチケット売り場は見当たらず、日本国立洞爺湖公園－と書かれた

大きなボードが立っているだけ。後から通訳に聞いたところ、日本の国立公園は基本的に

無料であると知りました。政府が全額負担しているからで、一部個人が投資してできた観

光スポットは入場料が高いところもあるそうです。また広大な景勝地や博物館などの中に

は、入場制限をして保護しているところもあるということでした。ただ、日本政府は入場

料を無料にすることで、多くの観光客を呼び寄せており、それによりホテルやレストラン、

交通、ショッピング、娯楽等からの税収が増えるため、十分に観光地の関係者の人件費を

賄えるそうです。そして午後、フォーチュン・グローバル 500 にランキングされている、

もう 1 つの会社、トヨタ自動車北海道株式会社を訪問しました。同社は自動車の変速機を

製造している企業で、今回の訪日団の中にも同様の製品を生産するメーカーの団員がおり

ましたが、みなトヨタの生産環境に大いなる衝撃を受け、製造に使われているロボットの

効率に感嘆し、そして緻密な生産管理によるジャスト・イン・タイムの生産に感服してい

ました。映像や写真、そして現場での見学や説明により、私たちは世界トップ 500 の企業

に必須の、トヨタの成功の要因を悟ることができたのです。そして、トヨタを離れる時、

他の訪問先やホテルを去る時同様、従業員たちは私たちが見えなくなるまで手を振り続け

てくれました。その後、私たちは空港に移動しましたが、JICE の責任者がわざわざ東京か
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ら駆けつけ、名残を惜しんでくれた上、空港内の一室で修了証を授与してくれました。そ

して、日本の人たちの友情と、深い感慨、深い敬意の念を携え、私たちは北海道を飛び立

ち、上海に帰還、今回の視察の旅を終えたのです。 

 

あとがき： 

わずか 7 日間の日本の視察の旅は、私が視察の重点を景勝地の建設や都市の管理、日本の

旅行業を中国の旅行業の発展にどう生かすか、という点に置いたため、今回の旅を日記形

式で時系列に書いた方が、基本的な感想はよりはっきりと書き表すことができると考えま

した。その他の深い部分での感想や意見については、もう少し時間をかけてから具体的に

示したいと思います。 
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江蘇省揚州市江都区新生代企業家訪問団報告書 

日本国際協力センター 北海道支所長 飯塚友佳里 

 
 

日時：4 月 24 日（火）～4 月 27 日（金） 

来日者：21 名（中共揚州市江都区委 2 名、江蘇省人民対外友好協会 1 名、企業家 18 名）  

 

内容： 

・4 月 24 日（火）JICE 主催 歓迎夕食会 

 松岡和久理事長及び沈仁礼団長の挨拶により、和やかに始められた。一行は関西、富士

山を経由して、東京に到着したため、少し疲れも見えたが、20 代、30 代の参加者の多くは

楽しく歓談していた。松岡理事長からは「楊州市は医薬・化学工業・電子産業等、中国で

も有数の企業活動が盛んな地域と伺っており、今回の訪日が実り多いものとなることを願

っている」という挨拶があり、沈団長からも「揚州市は江蘇省の中部に位置する都市で、

その中の江都区は鑑真和上の出身地ということもあり、参加者は来日を喜んでいる。歓迎

に感謝する。」という御礼があった。また、江蘇省人民対外友好協会の呉丹理事をはじめと

する参加者各位から、研修に関する期待やご要望など、貴重なご意見をいただいた。 

  

 

【沈団長（左）と松岡理事長】 



- 71 - 

 

【（前列左）から 山野専務理事、沈団長、松岡理事長、呉義彪副団長、孔令栄秘書長、ほ

か江都区企業家代表団と JICE 関係者一同】 

 

・4 月 25 日（水）午前 株式会社ニトリホールディングス 

会社概要及び取り組みについて執行役員の佐古道央組織開発室長から講義を受けた。商

品の材料の 50％を中国から輸入し、その他の材料も多くは海外から輸入しているが、商品

全体の 80％が自社開発、自社輸入のプライベートブランドである。粗利益が 53％と他社よ

り 10％高い数字を維持しているのは、製造原価を下げ、物流も自社で行うなどの努力の結

果である。また人材育成に投資しており、配置教育システムなどに多くの参加者が関心を

持って聞いていた。視察は技術解析室と赤羽店舗内を視察し、日本の家具小売業について

理解を深めていた。 

〈訪日団からの質問〉 

1．Q：社員が異動したくないと言った場合はどうするのか。 

  A：希望はある程度聞くが、その社員に期待している時は部署異動をさせる。 

2．Q：ペンキは日本製か、外国製か？また水性と油性の使用割合は？ 

  A：価格だけでなく、品質で選んでいるため、世界中のものから選択している。 

   水性と油性の割合は回答できないため、専門部署に問い合わせる。 

3．Q：人材教育に 26 万円投資しているとのことだったが、内容は？離職率はどのくらい？ 

A：社内教育は教育研修部という部署が行う。セミナー研修、アメリカ視察（毎年 800

名）等実施。離職率は正社員で年 5％。減らそうとは思っていない。厳しい評価につい

ていけない人はやめてもらってよい。 

4．Q：ニトリのブランド化をどうやっているのか。 

  A：安価な商品でも使いやすさや、他の商品との組み合わせでお客様にとってより魅

力的にみえるような、トータルコーディネートの提案をしている。その結果、自

動的に客単価が上がるので、利益につながる。 
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【ニトリの取り組みについて講義する佐古組織開発室長】 【技術解析室を視察】 

 

・4 月 25 日（水）午後 パナソニック株式会社 

 2018 年で創業 100 周年を迎える。環境革新企業を目指している。パナソニックセンター

は 10 年前にオープンした。中国語での会社概要ビデオを視聴後、芝池成人次長からの講義

を受けた。エレクトロニクス No.1 の「環境革新企業」を目指し、エネルギーの効率化（省

エネ）を目指している。大阪市住之江工場では工程内の排水は 100％回収利用し、工場廃棄

物削減、太陽光発電等も行っている。またリサイクルにも力を入れ、商品に再生プラスチ

ックの利用等、「資源循環商品」の開発に取り組んでいる。参加した企業家の多くは自社で

工場を持っており、コスト削減について興味・関心が高い様子であった。また、エコアイ

ディアハウスを視察し、未来型の商品について熱心に説明に耳を傾けていた。 

〈訪日団からの質問〉 

1．Q：ガラスファイバーや薄型テレビの液晶の回収、処理はどのようにしているのか？ 

  A：タイプ別に異なる処理をしている。鉛が含まれている部分があればそれを封じ込め

てから処理をする。テレビの液晶は、薄型テレビ自体 近発売されているものなの

で、あまり回収は進んでいない。 

2．Q：太陽光発電のコストは？ 

  A：結構高い。日本では政府から補助金が出ている。4kw/家では 100 万円の補助金が

支給される。 
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【環境経営についての講義】      【様々なエコアイディアについて紹介】 

 

・4 月 26 日（木）午後 株式会社ホーム企画センター 

健康住宅を目指し開発した、「炭の家」についての説明を受けたあと、青木雅典代表取締

役社長から経営方針について講義を受けた。企業の理念は「人間尊重」である。起業は 1

人ではできず、社員が経営理念「平等・公平・公開」について理解してもらえるように努

力している。いかに社員と社長が信頼しあえる会社かということが経営にとって大事であ

る。また、取引銀行は 1 行のみという独自の取り組みを紹介した。日本では情報公開をし、

信頼関係を持つことで、業績が悪い時でも借りることができるとのことだったが、中国で

は 2 年に一度銀行のトップが交代する、会社の資本金の 10％しか 1 つの銀行から借りるこ

とができない、等のルールがある。参加者のほとんどが企業経営者のため、経営理念につ

いての理解が深まり、中国との金融制度の違いを認識した。 

〈訪日団からの質問〉 

1．Q：定年は何歳？ 

  A：60 歳。その後は再契約して 3 年ほど働いている人が多い。 

2．Q：今までの 大のピンチの時、どのように乗り越えたか。 

  A：実はそれほど危機的状況に陥ったことはない。他と差別化した「炭の家」とこれ

までの借金をすべて返済していることから、銀行から信頼を得ている。 
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【講義について活発な意見交換】     【「炭の家」の仕組みを隅々まで見学】 

 

・4 月 27 日（金）午後 トヨタ自動車北海道株式会社 

 15 分ほど企業概要の DVD を視聴したあと、ハスカップホールにて愛知万博で使用され

たパートナーロボットや一人乗りの未来コンセプトビークル｢i-unit（アイユニット）｣を見

学、その後、部品製造の工場内を視察した。トヨタ生産方式の「カイゼン」、「5Ｓ」等につ

いては参加者のほとんどが知っていたが、今回は「自動化」と「ジャストインタイム」に

ついて説明を受けた。異常があった場合には人間が機械を止めて対応する、部品の取り忘

れがないように電気が点滅する仕組みなど、工場を所有している参加者にとってはとても

参考になったようであった。 

〈訪日団からの質問〉 

1．Q：何度も機械を止めてしまう社員がいた場合はどう対処するか？ 

  A：現場に立つまで様々な研修を受けるため、そのような場合はめったにないため、想

定したことはないが、仮にそのような社員がいた場合は配置転換等を検討する。 

 

  

 

【会社概要についての説明を聞く】      【展示ロボットと記念撮影】 
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・4 月 27 日（金）午後 JICE 修了式 

 今回の訪日プログラムを修了したことを記念して、JICE 修了式を行った。山野幸子専務

理事から修了書を一人一人に手渡し、参加者はみな訪日成果に満足した様子であった。修

了式後、訪日成果について、沈団長から挨拶があり、「帰国後、それぞれの参加者が今回の

訪日を機会に、各自の業務により一層励むことを期待する」と述べられた。 

 

 

【山野専務理事より修了書授与】  

 

 
【修了書授与後の集合写真】 

 

・今回のプログラムでの各訪問先の講義及び視察についてはアンケートを修了式後に実施

し、評価を尋ねたところ、「非常に満足」との回答が概ね多かった。日中間で産業構造、ビ

ジネス制度が違うような分野においては、差異を考慮しながら、さらに効果的な研修を企

画していきたい。 


