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【第 2部】 

 司会 お待たせいたしました。それでは第 2部、創業 310 年を超える京都老舗素材メー

カーが語る、中国ビジネス成功事例につきまして、福田金属箔粉工業株式会社常務取締役

生産本部長、園田修三様のご講演を始めさせていただきます。 

 園田様は、1978 年に福田金属箔粉工業株式会社にご入社されました。その後、英国合弁

会社にアドバーザーとして、また、蘇州福田金属有限会社に工場長としてご出向されたの

ち、福田金属箔粉工業株式会社電解箔製造部長を経て、2011 年 3 月に常務取締役生産本部

長にご就任され、現在に至っておられます。 

 お待たせいたしました、本日第 2 部の講師である福田金属箔粉工業株式会社常務取締役

生産本部長、園田修三様にご登壇お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

皆さま、大きな拍手でお迎え下さいませ。（拍手） 

 園田 ただ今ご紹介いただきました福田金属箔粉工業株式会社の園田と申します。いま

のご紹介の中に「創業 310 年を超える京都の老舗素材メーカーが語る」と、こんなに上手

に言っていただきますと、本当にちょっと気恥ずかしい気分でいっぱいです。実際、中国

の工場におきましても、いまだに試行錯誤を繰り返していまして、ああしようか、こうし

ようかと言いながら、もがき苦しんでいるような状態です。 

 私自身、中国には駐在として 8年間、長期出張を含めましてもたった 10 年間弱の経験で

すので、私がこれからお話することがすべて正しいとは言えないかも分かりませんけれど

も、今日来ていただいている皆さま方に、何かの参考になればいいかなと思っています。 

 まずは、東北地方の太平洋沖地震におきましては、冒頭で野村理事長のほうから、もた

もたしているなという話がありましたけれども、ともかく一刻も早い復興をお祈り申し上

げます。 

 まず、会社の概要ですが、福田金属箔粉工業、長ったらしい漢字ばかりの名前で、何を

作っているのかよく分からない方も多々おられると思いますので、簡単にご説明いたしま

す。 

 当社は、京都の山科にある会社で、資本金が 7億円。昨年度の年商は 457 億円です。創

業が、赤穂浪士の討ち入りがあった 1702 年「時は元禄 15 年」とかよく芝居の中で言って

いますけれども、この 1702 年の討ち入りの 2年前、1700 年に創業いたしました。 

 当時は、京都の室町（JR 京都駅から北に約 1.5Km）で金銀の箔とか粉を作っておりまし

た。金箔は、ハンマーでトントンたたいて伸ばして箔にします。1909 年の伊勢神宮の遷宮
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のときには、金箔 10 万枚を受注、金びょうぶも受注したということが記録に残っておりま

す。現在は、従業員が 600 人を越えています。 

 現在の事業展開は、箔として電解箔事業と金属箔事業、粉として金属粉事業を展開して

います。両方の事業にまたがる箔も粉も取り扱う新商品事業、この三つが大きな柱となっ

ております。 

 電解箔事業は、電解銅箔、ニッケル箔等を、金属箔事業は、アルミニウム箔等を、金属

粉事業は主用途として車関連に使用されるさまざまな金属粉末を製造しております。新商

品事業として、燃料電池用の金属箔、チタン粉や、微細なフレーク状粉末等を製造販売し

ています。 

 製造拠点として京都の山科と滋賀の東近江の 2ヶ所に工場があります。京都工場で、電

解銅箔を年間 6000t、圧延銅箔を 3000 万 m、金属粉は京都、滋賀の両工場で年間 1万 4400t

を製造しております支店は東京、名古屋、京都にあります。中国の工場は、上海から西へ

80km 程のところにある蘇州にあります。そこに、電解銅箔を製造する蘇州福田金属有限公

司を 1994 年 10 月に設立しました。現在の生産量は年間 1万 2000t と本社の倍の電解銅箔

を製造しています。金属粉末を製造する蘇州福田高新粉末有限公司を 2003 年の 9月に設立

し、年間 4800t の金属粉末を製造しています。 

 蘇州には名勝地として虎丘や寒山寺があります。虎丘は中国人に言わせると「中国のピ

サの斜塔」とのことで、400 年ほど前に傾きはじめて、現在、北のほうへ 15 度ほど傾いて

います。寒山寺は、日本の方もご存知の方が多いと思いまが、大みそかの除夜の鐘を聞き

に、日本の方がたくさん訪れます。この除夜の鐘を聞きますと 10 年若返ると言われていま

す。私は 3回ほど行きましたので、3回で 30 年若返るはずですけれども、あまり変わりま

せん。ある意味、心も持ちようということでしょうか。 

 このような蘇州に金属の箔と粉末を製造する蘇州福田金属有限公司と、蘇州福田高新粉

末有限公司があります。近辺にはセイコーエプソン株式会社等多くの日本企業が進出して

おります。 

 蘇州福田金属は、1994 年の 10 月に、当時副主席でおられました胡錦濤副主席が当社に

来られました。 

 確か、前日の日曜日の夕方 4時か 5時ごろ、蘇州市から「これから行くから」と連絡が

ありました。何事かと思うと「明日、胡錦濤副主席が訪問されるのでよろしく」という話

でした。かなり前に連絡を入れるとセキュリティーの問題もありますので、突然、前触れ
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もなしに訪れ、手配のほうは自分たちでするので、とにかく早急に全員帰宅してくれと言

われました。 

 次の朝、来社しますと、道路から当社の玄関まで鉢植えの花がびっしり整然と並んでお

りまして、さすが中国と感心いたしました。胡錦濤副主席が来られた次の日に、それの請

求書がドンと送られてきて、これもやはり、さすが中国と妙に感心した覚えがあります。 

 その当時、私は工場長でしたが、工場長はいいよと、残念ながら写真に載ることはでき

ませんでした。 

 蘇州福田金属は、蘇州市の高新区に所在し、会社規模は資本金 5100 万ドル、投資総額 1

億 300 万ドル、昨年の売上が 8億 6400 万元、日本円でおよそ 110 億円になります。従業員

は 387 人です。年間 1万 2000t の銅箔を製造しております。 

 金属粉末を製造する蘇州福田高新粉末を 2003 年に設立しました。現在、資本金 2080 万

ドル、総投資額 3920 万ドル、昨年の売上が 3億 4000 万元、日本円でおよそ 43 億円になり

ます。従業員は 72 名です。 

 この 2社は、主原料として銅を使用しています。海外からの輸入にたよっていると、主

原料の供給が不安定になり安定した製造が望めませんので、南京にある東南銅業有限公司

という銅スクラップの会社に45％出資し、蘇州の2社に銅原料の安定供給を図っています。 

 電解銅箔の製法は、硫酸銅溶液の浴槽に円筒状のチタン製陰極とその底に設置された陽

極間に電気を流してメッキ膜を作りこれを連続的に巻き取ります。銅箔の厚さは 6ミクロ

ンから 105 ミクロンぐらいまで用途により自由に設定できます。 

 金属粉末はいろいろな製法で製造していますが、一例として、メッキ法で製造される電

解銅粉は、電極として銅板を使用しこの銅板に電気を流して粉を製造します。原理は銅箔

と同じですが、電流値の違いと溶液の濃度の違いが、箔になるか粉になるかを決定します。 

 アトマイズ法は、金属を溶かして、これをポタポタ垂らした横から高圧のガスや水を吹

きつけると、溶けた金属が細かい霧状に飛散して粉になります。 

 粉末の用途は、ギアや、他の粉末と混合してエンジン部品や、自動車用のブレーキパッ

ド、モーター用ブラシや自動車の軸受けに使用されます。 

 銅箔の用途は、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、コンピューターや携帯電話

等の電化製品に使用されているプリント配線板です。 

 携帯電話やノートパソコンの稼働するヒンジ部分にはフイルムにラミネートされた圧延

銅箔が使用されています。また、携帯電話には当社の製品がコンデンサー等の接点材料と
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して銀粉や真球の銅ボール等が使われています。 

 中国進出の経緯ですが、銅箔の市場は 1980 年代には、世界の銅箔生産量の 85％は日系

企業 5 社が占有していました。当社は、初の海外拠点として 1989 年に、EU の統合をねら

いイギリスのニューキャッスル（エジンバラから南へ車で約 2時間）に銅箔工場を建設し

ました。 

 1990 年代になり、当社のお客さまの家電とか電子部品メーカーさまが、汎用品の生産拠

点は東南アジア、高付加価値品の生産拠点は日本とすみ分けを明確にし始めました。そこ

で、当社も波に乗り遅れないために、東南アジアの生産拠点を検討中に、得意先の 1社が

中国蘇州に進出され中国国内の銅箔メーカーをいろいろ調査された結果、中国の銅箔メー

カーは地方に分散し、十数社当時ありましたが、規模が小さくて品質も悪いということで、

当社に対して中国進出の誘いの打診があり、1994 年にフィジビリティスタディーを開始い

たしました。 

 北は瀋陽、西は西安、東は上海、南は広州まで、おおよそ 20 ヵ所訪問調査をいたしまし

た。その中で、 終候補地を江蘇省にある蘇州、無錫、江陰の 3都市に絞り込みました。

特に、江陰の政府からは工場用地代を無料にするからぜひとも来て欲しいという話もいた

だいたのですが、ただほど怖いものはないと候補地から除外しました。 終的には 1994

年の 10 月に蘇州に蘇州福田金属有限広司を設立いたしました。 

 決め手は、蘇州の政府の方が大変親切であったということもありましたが、蘇州は遷都

2500 年、京都が 1200 年と、ともに古い都であり相通じる部分があるというところが決め

手になりました。 

 日系企業の蘇州への進出の第 1号は、1993 年の 4月で、横河電機株式会社です。その後

急速に増えて、現在、日系企業は 1000 社を超え、家族も含めて 7000 人の日本人が生活送

っています。さすがにこれだけ増えますと、2005 年に日本人学校が設立されました。それ

以前には、補習校しかなく、週に 1日、土曜日だけ細々と開校していました。、当社の現在

社長の林が総経理時代には、補習校の校長もしていました。 

 蘇州の行政はクリーンな自治体。中国ではリベートを要求するのが通例ですが、蘇州の

行政はこういった要求はありません。 

 中元、歳暮は送っています。以前は品物で「はい、どうぞ」と持って行っていましたが、

1998 年か 1999 年ごろに、「そんな目立つものを持ってくるな！」と言われ、商品券を渡し

ているという状況です。これを必要悪と捉えるか？ということになりますが、日本でも中
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元、歳暮のしきたりがありますから、さほど気にする必要はないかと思っています。 

 いよいよ工場建設ということになるわけですが、工場建設で私がいちばん 初にした仕

事はトイレです。当時 1995 年ごろは、トイレというと、大便器は 10m から 20m の溝だけで、

そこにまたがって用を足します。どちらを向けば良いのかよく分からなかったものです。

さすがに日本人はこれでは具合が悪いので、トイレに扉を付けるというのが私のまず第 1

の仕事でした。 

 工場建設は、心臓部である製造設備は日本から調達、それ以外の建屋、配管、配線工事

は中国で調達するようにしました。工期・生産時の立ち上げ短縮のために、日本で運転実

績がある製造設備を移転しました。新たな設計は 小限です。設備は全て自社で設計して、

組み立ています。 

 実際の工事では、いろいろ問題が発生しました。建屋は、日本と異なり基礎や柱は鉄筋

コンクリート製で、壁はれんがを積み上げるだけの工法ですが、監督が気を抜くと、基礎

や柱の鉄筋を間引きする手抜き工事がおこなわれていて、指摘すると「おう間違えたか」

とか言って誤魔化します。完全に意図的だったと私は確信しています。皆さまの中で、こ

れから中国に進出を計画されている方は、この辺りをしっかり監督できる人が必要となり

ます。 

 当社は硫酸系の液を使っていますので、ほとんどの配管はステンレス配管や塩ビ製配管

を使用していますが、当初、工事前に取り寄せたサンプルの塩ビ配管は、なかなかいい品

質で、中国も入手可能と高をくくっていましたが、実際に工事が始まると納品された中に

粗悪品が含まれていて、工事が完了し、試験運転を開始すると、配管がポン、ポン、ポン

と割れる事態となりました。 終的には日本から塩ビ配管を取り寄せて、順次取り替えて

いきました。取り替えが完了するまでだましだまし運転するというような状況でした。 

 金属配管は大丈夫だろうと思っていましたら、溶接配管のため、ぐるっと円筒状にして

溶接していますが、これも試運転を開始すると、その溶接部から水がナイアガラの滝のよ

うに流れ、今でこそ笑い話として言えますが、当時は腹が立ってしかたなかったです。め

ちゃくちゃ心底怒っていたことを思い出します。 

 中国でも探せばそこそこの製品はあるのですが、彼ら納入業者は「品質が悪い 2級品を

納入して、もうけたれ」といった商売根性で、品質の悪い製品を納入されることがありま

した。現在は、例えば塩ビ配管は台湾製で品質のいいものが出回っていますので、中国で

調達することを考えられて、日本からわざわざ持って行く必要はないと思っています。 
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 配線も、日本の電線は細かい線を束ねた撚り線になっていますが、中国のは単線で、太

い線が一本だけで、折り曲げを繰り返すとすぐに断線することがあり、全部やり直しさせ

ました。 

 夜間、工事現場に置いている資材が盗難に遭うことがあり、レッカー車とかトラックが

横付けできない場所に資材を保管することを心がけなければなりません。当社は特に大き

な問題は発生しませんでしたが、以前に発電所から当社へ高圧線を引き込む工事中に、供

電局（日本の電力会社）で、ある日突然工事中の電線が盗まれたという話がありました。

大がかりにレッカー車やトラックに照明まで用意して、正規の工事を装う窃盗団で、堂々

と窃盗をされると、かえって見つからないというのが中国かなという気がしています。 

 盗難といいますと、これも当社に関係のない話なのですけれども、町中にあるマンホー

ルは、日本と同じ金属製の円形ですが、金属というのは金になるらしく、蘇州にあるマン

ホールのふたというふたは全部なかったです。全部盗難に遭っていました。 

 当時、私は工事で夜帰宅が何時になるかわからないため、自転車で通勤していましたが、

夜になると街灯もありませんし、おまけにマンホールのふたがないということで本当に死

にかけたことが何度もありました。 

 あと注意すべき点は、工事を計画する場合、工程表というのは当然必要ですが、日本以

上に綿密な計画を立てる必要があります。追加工事というのは非常に高額になります。工

事段階になって、設計段階の間違いが見つかりその場で変更することが少なからず発生し

ますが、日本で発生する追加料金と比べて、中国はそれがドカンと、 後になってびっく

りするような金額で要求されます。工期延長になると、当然のこととして追加料金が発生

します。 

 建設会社の労働者は、現在、もうほとんど地元の人間を雇うようになりましたが、1995

年、1996 年ごろは、外地の人が多く、蘇州周辺では四川あたりから人を集めているので、

外地からの出稼ぎ労働者は、春節になると当然のこととして帰省します。 

 出稼ぎ労働者は、建設中は敷地内に飯場を作り家族で寝泊まりしますので、飯場内とい

うか工事現場で食事を作る状態です。ある時、3 歳か 4 歳ぐらいの子どもでしたが、我々

が食べた食事の残飯を袋に入れると、その袋を破って入っている残飯を食べている姿を見

ますと私自身も身につまされ、言いようのない気持ちになったことをしみじみ思い出しま

す。 

 工事がなんとか完了し、さあこれから生産と銅箔の製造を開始したのが、1994 年に設立
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から 2 年後の 1996 年になります。1996 年ころと比べますと 近は電力供給がかなり安定

していますが、1996 年のスタート時は、私が覚えているだけでも年間 21 回の停電があり

ました。 

 その停電の理由というのが、ネズミがそこら中を走り回って、これは当社内ではないで

すが、電力会社に侵入したネズミによりトランスが破損して停電したとかが幾度となく発

生しました。冬場になって雪が降ると石炭が陸路搬送できなくなり、石炭不足で停電にな

ることも発生します。 

 「日本ほど安定供給が見込めないことを念頭に」とこの資料を作成しましたが、いまの

日本の状況をみますと、15％の節電要請など決して日本もほめられる状況でないのが非常

に残念です。 

 今の日本は原発の運転状況や再稼働が問題になっていますが、中国国内での電力供給量

は、中国全体で、今年は 3000 万キロワット足りないとか 4000 万キロワット足りないとか

言われています。3000 万キロワットは、関西電力の能力が 3200 万キロワットから 3300 万

キロワットですので、関西電力 1社分が足りないということになります。 

 不足する理由ですが、中国は原発を推進していく方向性を打ち出していますが、現状で

は火力発電がいちばん多く、火力発電の原料となる石炭の値段が非常に高騰しており、電

力会社は、電力価格を上げたいが、政府が値上げの許可を出さないため、発電所の運転を

停止しているため電力が少々不足している状況です。 

 電力不足は、今日昨日始まったわけではなく、以前から電力不足という状況はありまし

た。外資企業に優先的に供給していたため目立たなかっただけで、こういった話は昔から

ありました。 

 当社は生産開始から従業員として蘇州人を採用しました。外地から出稼ぎに来ている人

を採用する企業もありますが、外地から人を採用しますと帰省休暇、3 年か 4 年に一度 1

ヵ月休暇を与える必要があり、社員寮も必要となることを考慮すると、蘇州の現地の人を

採用するのが得策と判断したわけです。さらに、蘇州ではすぐに退職する人は少ないこと

が事前に判っていましたので、蘇州の現地人を採用の決め手のひとつとなりました。 

 当社では年間 5％ぐらいの離職というか退職者はいますが、外地の人を採用している企

業では、月に 5％退職者が出る企業もありました。月に 5％といいますと年間 60％、1万人

の会社になりますと 6000 人が毎年入れ替わっていることになります。 

 この企業の総経理や業務部長さんは、「園田さん、これ大変でっせ」と、「毎月毎月、私
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の仕事は面接」、毎月 500 人採用しないといけないことになり、面接しているだけで 1日が

終わってしまうと嘆いておられました。 

 蘇州人を採用するにあたり、戸籍とか学校の卒業証明書等色々な書類を提出させること

になりますが、この証明書ですが偽物が結構多いです。高校のハンコをポンと押している

ので大丈夫だろうと思っていたのですが、私も当時面接官もしておりましたので、同じ高

校なのにハンコが違うということに気が付きました。たまたま続けてきたので「ハンコが

違うやないか」、総務の担当者に「ハンコ違うぞ」と言ったら「これ、偽物ですね」と、「町

に行ったら 2000 元でハンコを作ってくれます」、そんなようなことを言っていました。で

すから、何でも偽物があると思ってやったほうがいいと思います。 

 それと通訳です。イギリスとかアメリカに行きますと英語は話せないといけないなと日

本人は思うかもしれませんが、中国はもう仕方がないと通訳を雇う場合が多いです。通訳

を雇うと、一緒にいる時間がいちばん長い中国人になりますので、日本人は通訳は単に日

本語を話せるだけですが、ついついこの人は優秀だと勘違いをしてしまいます。この所は

気を付けないといけないと思っています。 

 中国の方言は、日本の東北弁や九州弁と比べものにならないぐらい違いますので、通訳

はできる限り工場を建設する現地の人を採用することをお勧めします。当社も、以前には

通訳として蘇州以外の人を雇い通訳をさせていましたが、従業員同士が蘇州弁で話をしま

すとまったくわからず、通訳できないということで泣いて辞めていきました。通訳という

のは、できる限り現地の方言が理解できる人が必要だと思います。 

 小物類の盗難と恥ずかしい話ですけれども、当社でも発生しました。固定電話を盗んで

どうするのか、理解できませんが、固定電話を盗まれたとか、出張者が持って来たカメラ、

カメラも日本と同じ感覚で置いていても大丈夫だろうと思ったら、確実に盗難にあいます。、

盗難が発生するため、やむを得ず管理職が交替で夜間の見回りをしました。現在も実施し

ております。もともと性善説を信じていましたが、これではいけないということで監視カ

メラも設置いたしました。 

 監視カメラを設置しますと、工場には製品等を吊るためにホイストがあります。このホ

イストを監視カメラの位置まで移動し見えないように隠します。よく悪知恵が働きますか

ら、監視カメラも設置するだけではなくチェックしているということを十分に認識させる

ため、「カメラの前にホイストを置くな」とか言うと、この人たち見ているなと従業員が身

を引き締めます。このような対策を実施して、盗難は幸い今はなくなっております。盗難
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に関しての研修や訓練などをおこなっても意味がありませんので、ともかく力ずくでも何

とかしようという心構えが必要だと思います。 

 中長期を見据えた戦略と偉そうに書いていますが、操業開示時点では日中合弁企業とし

てスタートを切りましたが、2006 年 6 月から福田金属箔粉工業が 100％株式を保有する独

資企業になりました。パートナーもあまりもうからないということで、それなら土地ころ

がしでマンション売買をしているほうが儲かると踏み、手を引いたのが実情です。 

 中国国内の急速な発展や、お客様からの増量要求に迅速に対応するために、生産能力は

増強しております。1996 年のスタート時は年間 2880t の能力から 1998 年、2001 年、2004

年と 3度の増設を実施して、現在が年間 1万 2000t。2012 年の 8月完成予定で増設の準備

をしており、完成時には 5割アップの 1万 8000t の生産を計画しております。 

 1996 年に生産を開始時点では、当時は中国政府の方針が輸出で外貨を稼ぐことでしたの

で、輸出に重点をおいて製品の振り分けは国内 40％、輸出 60％でスタートしました。 

 しかし、2006 年の 9月に、増値税の還付率が 13%から 5%に削減されました。言い換える

と 13%と 5%の差である 8％分利益がなくなるという事態になりました。 

 そこで方針を変え、国内販売を積極的に進めました。現在、国内が 85％から 90％、輸出

が10％から15％の販売比率となっております。10％から15％でも、これがある限りこの8％

は戻ってこないので、問題を抱えていますが、お得意さまに日本の企業もあり、ここは仕

方がないところです。 

 なお、2007 年に蘇州福田金属を中心に、中国に 30 社ある銅箔メーカーで中国銅箔工業

会という工業会を設立させました。銅箔工業会を中心に北京政府と交渉し、2009 年の 4月

から増値税の還付率は 5％から 13％に変更されました。私も北京に行って情報産業部経済

省の所長と、なぜ銅箔の還付率は低いのかといろいろ交渉に参加しました。 

 中国では、沈黙は美徳という日本人的感覚はだめで、主張すべきことは、しっかりと主

張することです。先ほど藪中さまの話にもありましたが、日本人が嫌われるというのが三

つありました。海外に駐在すると、この三つをやっておかないといけません。ただ、日本

で同じことをすると「お前、ここは日本やぞ。中国と同じことするな」とよく言われます。

ですから、日本に帰ったときはリハビリが必要ということになります。 

 中国に進出するにあたって何をすればいいか？どういうことを念頭におけばいいか？と

いうことをまとめてみました。日本の常識は通用しないということです。海外に駐在され

た方はよく分かると思いますが、日本の常識はどちらかというとどこの国にも通じない、
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世界の非常識のような気がします。 

 特に、日本人と中国人は顔が似ているものですから、考えも同じかなと親しみ深く感じ

ますが、これは大間違いです。よく勘違いされる方がいます。中国人は、特に YES、NO は

はっきりしております。「NO」と言えない日本、石原東京都知事が書かれた本がありました

が、日本人は YES、NO の決定がなかなかできない人種です。中国では、その場で即座に決

定することが基本になるかと思います。 

 さらに、顔が似ているうえに漢字もほとんど共通の文化なので、漢字があれば、会話が

できない人でも筆談があればなんとかできると考えているようですが、漢字の中でも意味

の違うものが結構あります。「勉強します」は、中国では「無理やり無理強いする」という

意味になりますし、手紙を書きますの「手紙」は「トイレットペーパー」になりますので、

通じているつもりでも全然通じていないということが多々あります。このあたりは、本当

に注意しなくてはいけないと思います。 

 契約社会、これは日本人がいちばん弱い部分かもわかりませんが、中国も契約社会です。

このことを念頭において行動しなければいけないと思います。私はイギリスに 5 年間、中

国には 8年間駐在しましたが、私の感覚では、中国人と英国人は同じ思考回路を持ってい

るように感じます。日本人と中国人、日本人とイギリス人よりも中国人とイギリス人のほ

うが本当に近い人種のような感じがいたします。 

 中国従業員の意識改革をするには、会社の価値観を明確に提示する必要があります。な

かなか自分が作った製品に誇りを持てないので、その誇りを持たせることがまずスタート

だと思っています。中国人より日本人のほうが多いと思いますが、「中国製だから、この程

度でいいんではないか。」とか、「もう、これでいいよ。」という妥協を徹底的に取り省くよ

うにしました。日本人の駐在員や出張者は当然ですし、特に中国の従業員からは、徹底的

に「こんなもんでええやないか。」という妥協せずに作られた製品は、品質も向上するとい

うことを教育しております。 

 中国従業員を年に一度日本に研修会ということで来させていますが、彼らが日本で購入

するものは、資生堂の製品や、デジタルカメラで、日本人が買うよりいいカメラを買って

帰ります。 

 彼らに中国にもキヤノンのカメラなど日本ブランドがあるではないかと聞きますと、中

国で生産された日本製品は中国人が作っているので信用できない。日本にある日本製には

偽物がないと、日本はえらく信用されているわけです。こういった感覚が彼ら中国人には
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あります。 

 世界基準のマナー教育、大層に聞こえますが、ともかく「5S」と「安全」はしっかりと

おこなわせる必要があります。工場を立ち上げた当初は倉庫に保管している完成品と仕掛

品を線引きをして区画を分けているにもかかわらず、区画からはみ出したり、斜めになっ

たりと整然と置くことができません。私は当時、工場長として、区画どおりにきっちり置

けと言い続けて、区画内に整然と置けるようになるまで 1年かかりました。 

 人事については日本式の人事ではなく、中国人に合うようなかたちを考え実施していま

す。従業員に対しては差別ではなく、区別することを主眼に実施しています。中国人は、

自社の従業員ばかりか、他社の従業員とも「給与いくらや」と見せあいます。従業員規則

では、給料は見せてはいけないことを明記していますが、それでもすぐに給料を見せ合っ

て「ベースアップはこれだけにしてくれ」とか、「何でおれがあいつより給料が低い」とか

いろいろ言ってきます。 

 中国人は向上心が強く、能力を磨くことを好みます。このことは本当に中国人は立派で、

日本人も見習うべきと思いますが、こういった従業員には給料に反映させるようにしてい

ます。能力、成果主義による評価・評価基準を明確にして、勤務態度と出来高を報酬に反

映する。日本ではこの考えを導入したほとんどの企業で、上手く機能していないようです

が、中国では意外とこのほうが会社として運営がしやすいと感じています。 

 日本でいう労働組合として、中国には工会という組合があります。組合の立場としては、

従業員側より経営側にたっているような気がします。経営者の立場から見ると工会は、従

業員がどんなことを考えているのかとか、従業員の要望等を聞き出すいい情報源になると

思っています。 

 蘇州福田の場合、工会の代表は工場長です。私が総経理のとき中国人の工場長が組合長

をやっておりました。ですから、日常的にこの工場長とは品質改善のこととか、ベースア

ップとか、奨励金（日本でいうボーナス）について、週に 3日も 4日も話し合いの場を設

けて情報交換をしていました。 

 蘇州に進出している企業で工会を結成していないところもありますが、このような企業

では労働争議とかストライキがおこなわれたという話をたまに聞くことがありました。こ

のような事態を避けるためにも工会はうまく利用し、お互いに情報交換するのが大切だと

思います。 

 また、工会はいろいろな行事を主催します。日本でいう総会もありますし、旅行とかス
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ポーツ大会、サッカー、バスケット、ピンポンとか、できる限り私は参加するようにして

いましたが頻繁に開催されます。行事が終わった後、一緒に食事に行ってビールやワイン

で乾杯とか、白酒（パイチュウ）といってアルコール度が 55～58 度ぐらいある度数の強い

酒ですけれども、それらを彼らと一緒に飲むのは、結構楽しいものです。 

 工会には幹部研修会があり、各企業が自社の考え方を研修会を通じて話し合います。江

蘇省から工会のために尽力したということで私は表彰を受けることになり、日本の企業か

らは私ともう 1人おられましたが、この表彰式の場にローカルテレビ局の蘇州テレビが撮

影に来て、いろいろインタビューを受けたりしました。さらに、会社までインタビューに

来られたために、他のいろいろなテレビ番組にも出て蘇州でちょっとした有名人になりま

した。 

 仕事が終わってちょっと食事や飲みに行ったりしますと「おう、園田さん、テレビ出と

ったね」と言われて、ありがたい反面、あまり変なことはできないと、襟を正して、ちょ

っと緊張しながら蘇州の生活をしていました。 

 日本の企業の場合、総経理、副総経理とも日本人という企業が多いですが、当社は、何

もかも日本人でかためてしまうと従業員の不満を発散させる場がなくなるため、駆け込み

寺的立場からも、副総経理は中国人と決めています。 

 当社は、会社設立時に、電子工業局から推薦していただいた方を副総経理としてずっと

迎えていました。当然立場上、政府などいろいろなところとコネを持っておられますので、

いい人脈を持てたということです。 

 日本人が偉そうにしていると、中国人もいろいろストレスがたまりますので、何か不満

があったときに「日本人あんなことしている」と副総経理が相談役になります。従業員の

不平・不満を吸い上げて、総経理に対して「こんなこと言ってる」「あんなこと言ってる」

といろいろ助言をしてもらえます。 

 ともかく、副総経理だけでありません、意思疎通が中国での成功の秘訣と思っています。

私が見ている限り、日本人のトップが、総経理で、中国人のトップが副総経理や工場長で

ある場合、両トップ間の意思疎通がうまくいっていない会社は、業績もいまひとつ芳しく

ないという感じがいたしています。 

 中国で悩ましい問題として技術流出の防止ということがあります。現実問題として技術

情報漏えい対策は、なかなか難しいです。ともかく、１人に技術情報が集中しないように

分散することを考える必要がありますし、メール等の交信については、総経理だけが送受
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信内容を確認できるよう対策は取っていますが、パソコンごと持ち出されるとか、フラッ

シュメモリにコピーされて持ち出されることに対する対策はなかなか難しいです。まだ対

策が不十分な部分については今後の課題かと思っています。 

 もう一つ悩ましい問題は、キーマンの流出対策です。有能な従業員が引き抜きされるこ

とに注意が必要です。金銭面がよいだけで転職する従業員がおります。恥ずかしい話です

けれども、当社でも製造部長が、同業の中国の銅箔メーカーに引き抜かれました。班長ク

ラスの引き抜もありますが、班長クラスまで管理するのは難しいというのが実状です。 

 私は、彼らが当社の技術を持って競合他社へ転職したとしても、実際に同等の製品を製

造できるようになるまでには 3年も 4年もかかりますので、その間により良い製品を生み

出していくことが、直接的には技術流出の防止にはなっていませんが、間接的には効果が

あると思っています。日々技術を向上させていこうというのが私の考えであり、会社の方

針でもあります。 

 納入品にはリベートというものがついて回ります。これは金額によりますが、業者の利

益の 10％がリベートとして購買担当者に返金され、表沙汰にはなっていませんが、ほぼ日

常的におこなわれています。 

 噂話として、業者と購買担当者が結託すれば「物が 10 個入ったよ」といって納入数量を

9 個に減らし、1個分を業者と担当者とで山分けする。といわれています。、納入品の二重

チェック体制、これは中国人に対するチェックも兼ねていますが、抜き打ちで日本人の管

理者が実施する必要があります。 

 私も時々抜き打ちで納品検査に立ち会いましたが、少し怪しいそぶりを見せたりする者

もいますが、頻繁に抜き打ちで検査を実施することで徐々に怪し行動は減りましたが、業

者と担当者の結託を皆無にすることは難しいのが実情です。 

 ちなみに、これは実際に蘇州福田金属であった話ですが、タンクローリーで薬品を納品

させていますが、その薬品中に不純物があり、ローリーが来るたびに品質保証担当者にサ

ンプル採取をさせていました。サンプルは目の前で採取するように指示していましたので、

ある日その品質保証担当者が「おーい」と私のところに来て、「何事や」と尋ねると、ロー

リーの中にバケツを入っていてそのバケツにサンプル用薬品が入っている。通常はローリ

ーの上に上がってまで見ませんから、品質保証担当者の言っていることを聞いて上に上が

って見るとバケツがあり、そこでサンプルを採取しているのが判明しました。バケツ内の

サンプルとローリー内の薬品を比べると全然違うものでした。 
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 このようなこともありますから、ともかく納品時には、日本人も含め品質保証の担当者

にも立会をやらさせるべきです。この結末ですが、品質保証担当者に納入業者は、200 元

渡すから目をつぶってくれと言ったそうです。当然ですがこの業者とは取引を中止しまし

た。 

 地方政府との付き合いですが、行政の役人との接触は日ごろから密にする必要がありま

す。いろいろな情報を彼らは持っていますので、北京政府が実施する法律の変更や、地方

政府が実施する条例の変更とか、いろいろあり、何の前触れもなく突然実施の通達が公布

されます。北京政府になるとなかなか難しいですが、地方政府レベルですといろいろ条例

変更を実施後も、条例変更に対して、企業や住民がどのような反応を示すかを見ています。 

 奇妙なことですが、日本企業の総経理と連絡を取り合って抗議を申し入れると、突然「あ

れ止めました、よくないんで止めました」とか、あっさりと条例の変更を取り下げます。

日本人はどうも黙ってしまいあきらめますが、主張すべきことは今後、本当に中国に限ら

ずどこの国に対しても、主張する姿勢が必要だと思います。 

 日商倶楽部という日本企業の集まりがあります。日商倶楽部は、ほとんどの企業が蘇州

なら蘇州に、上海なら上海に日商倶楽部として立ち上げています。ただ、団体として政府

に圧力をかけることはできません。単に日本企業同士の仲良し倶楽部と割り切ることです。 

 いろいろ政府に対して要求を突きつけると、蘇州の日商倶楽部ではありませんが、噂話

として、その要求を突きつけた日商倶楽部の長の方が日本に強制送還された。と聞いてい

ます。調整機能については期待できません。 

 仲良し倶楽部ですが、参加することに意義があり、多くの人を知ることによって、電話

とか食事をしながらいろいろ輪を広げていって、情報交換の場にはいいと思っています。 

 軽く聞き流して結構ですが、私が駐在していたときの心得として思っていることですが、

知識は大事ですけれども、海外で事業を興すという情熱がいちばん大事だと思います。日

本の常識は世界の常識でない、知識より情熱を持て。この二つがあれば、海外のどこに行

ってもへこたれることはないと思っています。 

 慌てず、当てにせず、焦らず、侮らず、諦めず、あきれ返らず。よくぶち当たる壁です。

諦めてしまったり、もうこれ以上は辛いからいやだとか、諦めてやめてしまうことがあり

ますが、この行動を取ったらだめです。相手はこれを手ぐすねを引いて待っています。「日

本人が諦めた、よっしゃ」と待っているのです。何事も諦めたらだめです。 

 結論のない会議は不要。これは中国に限ったことではありません。決断はスピードが大



 16

切で、決断は駐在する日本人自身がやる必要があります。よく、日本本社に問い合わせ、

日本本社から 1ヶ月後返事が返ってくる、そのときはもう遅いです。特に中国はスピード

が大切ですから、そのときに決められなかったら 1日猶予をくれといって、とにかく決断

することが必要です。本社に電話して「なんかいろいろやっているで」という行動を中国

人はよく見ています。今回の総経理は本社の指示待ちをしていると、バカにされてしまっ

て、うまく業務が機能しなくなります。 

 電話を盗聴されたり E メールも監視されています。他の日本企業の総経理の話では、家

から電話をすると雑音が入って、「おーい、盗聴してるやろ、どやこや」というとパッと雑

音が止まったということです。 

 私自身は経験がありませんが、発信した Eメールが本社に届いていなかったという話は

よく聞きます。インターネットもかなり発達しておりますけれども、サイバー警察は人員

が少なく 2万人ほどだと聞いております。インターネットでいろいろ書き込みがあったら

どんどん削除していく警察もあります。よく従業員から「日系企業で、なんか暴動が起こ

ってるで」という話を聞いてインターネットを見ると、書き込まれた先からどんどん、消

去されている掲示板も実際に見ました。 

 日常の行動は常に観察されています。従業員は「あの人何してる」と日本人をよく観察

しています。 

 中国人のプライドは高いです。プライドが高いのは決して悪いことではないと私は思っ

ています。ですから、日本人と中国人で一緒にやっていこうというという姿勢をともかく

前面に出す。プライドが高いからと放置することが一番の悪策で、ともかく一緒にやろう

という意識が大切だと思います。 

 中国人から不満がないからと安心していてはいけません。中国人は礼儀正しく、目上の

人とか上司に関しては、決して目の前では文句を言いませんが、結構陰でいろいろ言って

います。陰口がまん延すると、会社の経営は全然うまくいかないということになります。 

 後になりますが、日本人総経理は、待遇・地位に勘違いするな！ということです。中

には若い人総経理もおられますが、突然赴任すると運転手付きで車で迎えに来てもらって、

「わし、偉なったんや」と勘違いする人がおられ、ちょっと具合悪いと思うことがありま

す。以上です。 

 いろいろ話させていただきましたけれど、結局のところ私自身は、中国も好きですし、

中国人も好きです。だからこそ言いたいことが言えていると思っています。中国の現状は、
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今まで2桁の伸びを示していました経済成長が7％台と下降気味という報道もありますが、

私の見立ては 7％から 8％の成長が続く限り、中国はまだまだ発展していくと確信しており

ます。 

 ですから、これから中国へ進出を計画されている会社の方々につきましては、進出の判

断を下されたなら直ちに進出することです。調査はもちろん大切でが、進出するにあたり、

今日お話しした内容を参考にしていただければ幸いかなと思います。本日はありがとうご

ざいました。以上です。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それでは、ここでご質問をお受けさせていただきたい

と思います。ご質問ございます方は、挙手にてお願いいたします。皆さま、せっかくの機

会ですので、中国に進出を考えていらっしゃる方、またすでに進出されている方など、ご

興味ございます方は、せっかくの機会ですので何かご質問ございましたらお受けさせてい

ただきますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。また、セミナー終了後に

ご質問ございます方は、財団を通じてご連絡を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 それでは、以上をもちまして第 2 部は終了でございます。 後に、園田様に今一度、盛

大な拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

（拍手） 

 


