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　昨年は、第4次産業革命、ソサエティー 5.0、
コネクテッドインダストリー、インダストリー
4.0といったバズワードが、より一層頻繁に
飛び交った一年でした。要はデジタル革命
による破壊的イノベーションの大波が、AI・
IoT・ビッグデータの発達を梃子にほぼ全ての
産業に押し寄せる兆候がますます濃厚になり
つつあるということでしょう。多くの企業が、
このイノベーションの波をチャンスとすべく、
新たな戦略展開、新たな組織展開に取り組み
始めています。
　その一方で、東芝の経営問題は混迷を続け、
年の後半にはいくつかの名門製造業において
データ不正問題が次々と明らかになり、「もの
づくりニッポン」の世界的なブランドイメー
ジが大きく揺らぐ一年でもありました。
　私は、このコントラストにこそ、破壊的な
イノベーションの時代、デジタル技術が多く
の産業の共通基盤技術となっていく時代の経
営モデル、企業モデル、さらには個々人の立
場から言えば働き方モデル、人生モデルにお
いて、あるべき姿と現状とのギャップが見て
取れると考えています。それは同時に日本企
業とそこで働く人々が21世紀型の産業社会、
競争社会をより良く生き抜いていく本質的課
題でもあります。

　繰り返される不祥事の真因

　東芝、三菱自動車、最近の商工中金、日産
自動車、神戸製鋼、三菱マテリアル・・これ
らの不祥事の共通点は、不正行為が大規模か
つ長期にわたって行われていたことです。い
ずれも現場の幅広い領域で、日常的に不正行
為が行われていた事案で、これを経営陣が正
確に把握していなかった、あるいは認識して
いたが公表を遅らせたという話も伝わってき
ます。結果だけ見るとまさに噴飯ものですが、
これは私が15年前に戦後最大の不正会計事件
であるカネボウ事件で遭遇した状況にそっく
りの構図です。
　カネボウ事案も、不正な会計操作は約10年
にわたり行われていましたが、その多くはトッ
プの具体的な指示によるものではなく、捜査
当局も立件にかなり苦労し、2000億円をは
るかに超える巨額な粉飾決算のほんの一部し
か事件化できていません。
　当時から私はこの問題の根は深く、多くの
日本企業に共通しうる疾患だと感じていまし
た。要はこういうことです。構造的な経営問
題に対して経営陣が抜本的な手を打てない中、
実現困難な経営目標を達成するために、現場
の創意工夫で様々な不正会計が行われる。「日
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本的経営」の競争力の源泉であった真面目で
勤勉な現場が、上からの理不尽な指示と競争
の現実の狭間で、社会的に見れば明らかな不
正行為を大真面目に行い続ける。そして現場
主導、ボトムアップの日本的経営スタイルに
おいて、現場が上にあげなければ問題は顕在
化しない。終身年功制の同質的、連続的な組
織集団の構成員にとって、共同体の論理は社
会的な規範を容易に凌駕するという構図です。
　当時から、私は色々な場面、講演、あるい
は書き物を通じてこの危険性を日本の産業界、
経済界に訴えてきました。しかし、それに対
する典型的な反応は「カネボウが特殊な事例
だ。それを一般化するのは無理だ」「うちに限っ
てあんなことは100％起こりえない」でした。
　しかし、このように明言していた経営者の
会社の数社は、じつは最近の不祥事企業のリ
ストに含まれています。そしてその後の15年
間も、残念ながら日本企業のプレゼンスは、
売上ランキングであるフォーチュン500にお
いても、利益率指標であるROE水準において
も、時価総額ランキングにおいても、日米欧
及び新興国の中で長期一人負けの状況を脱却
できませんでした。そしてここに来て、案の定、
カネボウ型の不祥事が一斉に起き始めている。
　かかる衰退のメカニズムから脱却するには、
トップ経営者が、耐用期限の過ぎた古い日本
的経営モデルと決別し、新たな会社のかたち
を創造すべく厳しい改革を断行しなければな
りません。繰り返される不祥事の多くは、現
象的には「現場主導」で起きていても、根源
的にはトップ自身が果敢なる決断と改革を先
送り、現場力を盲信し頼り切っていたことに
起因しているのです。
　一部には、これらの不祥事を、根本的な会
社のかたちや経営のかたちの問題としては捉
えず、対症療法で対処できる問題に矮小化す
る向きがありますが、それが絶対に間違いで
あることは、歴史が証明しています。

　今求められるハイブリッド型の
　経営モデル

　世界の市場を舞台に競い合うグローバル型
産業の価値源泉は、明確に設備から知識にシ
フトしています。しかもデジタル革命の中で
は、「稼ぐ知力」の中身において、集団知、経験
力が大きくものを言うハードウェア的な知識
から、個人知、発想力が、より大きく効くソフ
トウェア的な知識へと重要度がシフトします。
　加えて、デジタル革命は少なくともその波
が押し寄せる初期において破壊的イノベー
ションを起こす傾向があり、そうなると事業
モデル、バリューチェーンの構造、ひいては
競争モデルを根こそぎ変えてしまい、既存の
事業者が全滅ということが起きてしまいます。
古くはヘンリー・フォードの生産システム革
命で馬車産業が壊滅し、最近ではインターネッ
ト・モバイル革命で伝統的な通信機製造業や
AV（音響映像機器）製造業が壊滅的な打撃を
受けたようなことが起きてしまいます。
　要は一つの事業、あるいは事業モデルの寿
命は、「明日をも知れない」ものになり、平
均的には一人の職業人人生よりも短くなって
しまう。また、競争要因についても、集団的、
蓄積的に積み上げる「すり合わせ」的な技
術、連続的・改良的イノベーション力が、時
折、破壊的イノベーションによる劇的なゲー
ムチェンジャーに吹き飛ばされてしまうよう
なことが起きる。しかもグローバル化の時代、
そのゲームチェンジャーは今やどこから現れ
るか分からない。
　こうなると、新卒一括採用で終身年功制を
基軸とした経営のあり方、組織のあり方、す
なわち連続的、同質的な日本企業の集団特性
は、色々なところで深刻な齟齬をきたすこと
になります。
　まずもって大胆かつ迅速な事業ポートフォ



リオ、機能ポートフォリオの入れ替え、新陳代
謝が出来ない。適性の無い現有勢力で無理や
り新しいことをやろうとして、時間はかかる、
比較優位も絶対優位もない、ということで競
争上は必敗の構図に嵌っていく。航空戦の時
代に変わっているのに、水兵さん中心の組織
で戦いを挑むような話になってしまうのです。
　また、ソフトウェア系の先端技術は、次々
とオープンな世界、大学やベンチャーから斬
新なものが不連続に出てくる。要は将棋や囲
碁と同じで「恐るべき子供たち」が跳梁跋扈
する世界です。そこで勝つには広い世界のど
こかで起きる不連続なイノベーションの果実、
いわゆるオープンイノベーションで取り込む
しかないのですが、これまた同質性・連続性、
すなわちクローズ型組織である日本の大企業
とは相性が悪い。
　他方、昨年、このコーナーでも述べたよう
に、第4次産業革命の主な舞台は、ロボティ
クスや自動運転、建設・物流、医療・介護な
どのリアルでシリアスな産業領域です。そこ
では、今までの音響機器やネットサービスの
バーチャルでカジュアルな市場とは競争の様
相が変わってきます。一つ間違えると人の生
命や健康に直接、シリアスな影響を与えるわ
けですし、リアルですからハードウェア技術
とソフトウェア技術を融合させ、熱と重さに
耐えながら安心、安全に継続利用できるモノ
やサービスをリーズナブルな価格で提供でき
なくてはなりません。ハードウェア的な世界
は改良型の連続的イノベーション力がものを
言うので、組織の同質性・連続性はむしろ有
利に働きます。
　結局、新しい時代の覇者になるのは、同質
性・連続性と相性の良い組織能力と、多様性・
流動性と相性の良い組織能力と、両方を武器
にできるハイブリッドな経営モデル、組織モ
デル、会社のかたちを作り上げられた企業な
のです。

　21世紀の産業社会が求める
　会社と個人のあり方

　最近、多くの大企業が「AI人材の採用を強
化する」と発表しています。しかしAIの先端
的な研究をやっている院卒学生のスターティ
ングサラリーの世界相場は、概ね年俸2000
万円以上という感じです。そして彼らの開発
者としての旬は短く、せいぜい30代半ばまで
の人が多い。となると、プロスポーツ選手と
同じで年棒制の契約社員で採用することが合
理的です。ところがそれを日本の大企業で実
行すると、同じ東大工学部卒のマスターの若
者を二人雇った時に、一人は普通の正社員で
初任給年収400万円、もう一人はプロフェッ
ショナル採用でいきなり年俸2000万円、し
かも二人が机を並べて働いている状況が生ま
れます。かかる状況に多くの大企業、特に人
事部が耐えられない。現場の上司もこの二人
をどう扱ったらいいか分からない。
　しかし、21世紀のグローバル競争を生き抜
くというのは、こういうことが日常茶飯事な状
況、あるいは事業部門ごと、機能部門ごと、あ
る日突然、他社に売却されることが日常茶飯
事な状況に、経営者も従業員もストレスなく
対応できるようになることを意味しているの
です。そして人材要件的には、事業的にも機能
的にも非常に高いスキルレベルが求められ、
かつスキルの中身はどんどん進化、変化する。
それぞれのスキル領域で世界中の優秀な人材
が競い合うわけですから、日本型のメンバーシ
ップ型雇用、特に何ができるというでもなく、
ローテーションをしながら色々な業務を経験
し、漫然と管理職を目指すタイプの人は絶対
に通用しない時代になって行きます。いわゆ
る総合職、幹部候補職の人材も、結局のところ
「サラリーマン」ではなく、「プロフェッショ
ナル」になっていかなければなりません。こ



れがハイブリッド型経営モデルのリアルです。
　裏返して言えば、それがどうしても難しい
会社のかたち、経営モデルなら、経営者はグ
ローバル競争にさらされる事業ドメインは回
避すべき。生き馬の目を抜くプロフェッショ
ナルな競争が嫌なら、個人としてはそういう
競争の真っ只中にいる企業で働くべきではな
い、ということなのです。私が数年前に拙著
「なぜローカル経済から日本は甦るか」でご紹
介したように、日本のGDPの約7割、雇用の
約8割はこのようなグローバル競争型の産業
とは連関しない、ローカルなビジネスモデル
の産業や会社が占めているのですから、そこ
で働けばいい。

　琴線を踏みつけ、改革を断行、
　持続せよ

　グローバル競争を闘う多くの経営者が「オー
プンイノベーションだ」「ゼロベースでの大改
革だ」という言葉を使い始めています。しかし、
それを本当に実行するには、多くの幹部、社員、
ステークホルダーとの明示、黙示の約束事を
反故にするような非情な処断を行う必要があ
ります。少なからずの仲間が理不尽な目に合
うかもしれません。長年の仲間、いつもの仲
間との職場の調和が破壊され、大変なストレ
スにさらされ、中には人生計画が大幅に狂っ
てしまう人も出るでしょう。

　しかし、古い日本型経営の琴線、日本的サ
ラリーマンの琴線を思い切り踏みつけ、傷つ
けるようなことこそが、今、求められている
経営のあり方、会社のあり方、そして職業人
としての生き方の大転換なのです。今までの
同質的・連続的な組織特性をパッチワーク的
にいじり、改善的な努力を積み重ねても、けっ
して真にハイブリッドな経営モデル、すなわ
ち新たな経営モデルを創造、確立することは
できません。グローバル競争の中で破壊的イ
ノベーションの波の中で戦い抜く企業、個人
にとっては、この転換を逡巡することは、ほ
ぼ経済的な意味での死を意味します。真に人
を大事にする経営者ならば、短期的な痛みや
反発に耐え、手遅れにならないうちに果敢な
改革を断行するべきです。
　昨年、噴出した多くの不祥事が、単に耐用
期限の過ぎた古い経営モデルに断末魔の叫び
で終わるか、歴史的な大改革、経営大維新へ
の号砲となるか。
　長年にわたり、グローバル化とデジタル革
命による破壊的イノベーションの波に翻弄され
てきた日本のグローバル大企業群ですが、イノ
ベーションがリアル×シリアスフェーズにきた
今、劣勢を挽回できる大チャンスが到来してい
ます。しかし対応を誤ると、今までそれなりに
戦えてきた自動車や機械の世界も含めて根こ
そぎ敗戦となる危機が到来しているとも言え
ます。我が国産業史における歴史の審判に耐
えられる仕事ができるか否か、日本の経営者
たちの本気度、決心覚悟が問われています。
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近年、ホンハイ（鴻海精密工業）によるシャープ買収に代表されるように中国・台湾企業の日本企
業買収が数多く報道されています。一方で、外需型の日本企業にとっては中国市場は海外売上の2
割、利益の3割を占めるといわれ、この比率は増加傾向にあります。今回は中国企業の日本企業買
収事案にも関わられ、今も台湾企業傘下での日本企業の経営を担っておられる新日本工機株式会社 
張CEOと、PMI（M&A後の経営支援）、中国ビジネスを数多く手掛けてきたIGPI 村岡代表の対談
をお届けいたします。

　中国企業による日本企業買収の
　パイオニアとして

村岡　張さんが新日本工機※1（以下SNK）の
CEOに就任されて、1年が過ぎました。そも
そものお付き合いはもう10年以上になりま
す。最初の出会いの時には張さんは上海電気
日本CEO※2でした。中国・台湾企業が日本

企業を買収するという流れの先鞭をつけたの
は張さんと上海電気だと思います。上海電気
によるアキヤマ印刷機製造（以下アキヤマ）
※3の買収（2001）と池貝※4の買収（2004）
は、恐らく日中国交回復以後の現代史におい
て、中国企業による日本企業買収案件の第1
号と2号でしょう。のちほどそのお話も伺い
ますが、この2件は必ずしも大規模なM&Aで

※１新日本工機株式会社：主に航空機・自動車・エネルギー分野における門型機械、マザーマシンをはじめとした
　　工作機械製造メーカー
※２上海電気グループ：中国・上海に本社を置く電気機器製造グループ。中国重電大手
※３アキヤマ印刷機製造株式会社：現在はアキヤマインターナショナルへ譲渡。
※４株式会社池貝：工作機械、産業機械の老舗製造メーカー
※５友嘉実業集団（FFG）：台湾を本拠地とする世界的な工作機械製造大手
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はないですが、歴史的な意味合いは大きいの
ではないでしょうか。この2件の経験を踏ま
えて、その後のラオックスの蘇寧雲商による
買収（2009）、三洋電機の白物家電事業のハ
イアールによる買収（2012）、NECパソコン
部門のレノボによる買収（2016）などへと続
くことになりました。これら中国企業による
日本企業買収事案が成功した背景には、恐ら
く張さん及び上海電気の取組みからの学びが
あったものと思います。張さんは、上海電気
によるアキヤマ及び池貝買収の経験が、その
後の中国企業の行動にどんな影響を与えたと
考えますか。

張　まず日本企業を中国企業が買収できると
いう事実を作ったことは間違いなく大きいで
す。以前、ラオックスの羅社長と取材で対談
する機会がありましたが、その時にもそのよ
うなお話が羅社長からありました。当時、日
本は閉鎖的というイメージがありましたし、
資金決済の方法、官庁対応、両国の法律関係
など、全てが未知で手探りでしたので、その
道筋をつけたかと思います。当時、欧米を含
む海外メディアからもそれで取材を受けまし
た。中国の積極的な対外投資戦略を表す「走
出去」（ゾウチュチィ）という言葉があります
が、これは、いわば上海電気から出た言葉です。
それまでは「引進来」（インジンライ・外資誘
致）といい、「来てもらう」だったのが、積極
的に「出ていく」ことになりました。

村岡　当時、アキヤマも池貝も法的手続き後
のスポンサー探しに大変苦戦していました。
そこで、戦略の多角化で印刷機械や工作機械
に進出する上海電気にアプローチしました。
上海電気はアキヤマや池貝の技術力に注目
したわけですが、その一方で、国内では中国
企業による日本企業の買収への強い抵抗感も
あったのも事実です。

張　上海電気は80年～ 90年代の改革開放路
線の頃には外国企業とのJVがメインでした。
しかし、技術は常に進歩するため、自ら特化
しようとする領域のコア技術やブランドを手
に入れるためには、JVでは限界を感じていま
した。その間に資金の貯蓄も進んだこともあ
り、企業買収の行動に出ました。それがアキ
ヤマと池貝の買収であり、その成果としては、
買収した二社の技術から何かを得るという以
上に、海外企業買収に伴う一連の手続き、そ
して買収後の運営などにおいて大きな学習が
できたと思います。上海電気はその後欧米へ
進出し、欧州では大型買収案件などでもかな
り成功しています。

村岡　張さんは、アキヤマ及び池貝で、買収
後に被買収側の日本企業の経営に関与された
わけですが、どのような印象をもちましたか。

張　池貝の場合、親会社の上海電気が自社の
最大クライアントとなりました。親会社から
ビジネス機会が得られるメリットもある一方
で、親会社依存の甘えの体質が生まれてくる
ことが問題となりました。これは他の重電
メーカーにも有り得る問題点かもしれません。
SNKも親会社の戦略的ニーズから創られた子
会社で、最初から工作機械で勝負していくビ
ジネスモデルではなかったが故に、やはり経
営面の甘さがありました。



村岡　これは重要な点ですね。主力事業を支
えるために周辺事業を拡大した場合、ビジネ
スシナジーという名の元に、周辺事業単独で
の利益確保が疎かになってしまうことはよく
起きます。総合家電メーカーなどでは多々見
られるグループ内の甘えの構造があったわけ
ですね。ただ、上海電気も同様の多角化・総
合化による収益率悪化病に一時期陥りかけて
いたと思いますが、2010年頃から急激に選
択と集中のスピードを速めたように見えます。
その過程でアキヤマを事業縮小し池貝を台湾
の友嘉（ FFG）※5へ譲渡するなどの戦略的事
業の取捨選択をしました。なぜノンコア事業
を捨てるという選択がドラスティックにでき
たのでしょうか。

張　それは単純で、日本よりはるかに競争が
激しいからです。上海電気にしてみれば、世
界の重電メーカーとしてシーメンス、三菱電
機もいれば、中国内には東方電気はじめ3－
4社の大手国有重電メーカーがあり、その他
に民間有力企業が何社も育ってきました。経
営陣は、計画経済から市場経済への転換を求
められ、今振り返ってみると、市場の転換の
圧力に耐えられず構造改革せざるを得なかっ
たのだと思います。

村岡　そうですね、中国企業の経営者が日本
企業の経営者と違うわけではなく、競争が激
しいので意思決定せざるを得ないという張さ
んの評価は示唆に富みます。

　IGPIとの共同経営

村岡　ところで、買収したからといってすん
なり経営ができるわけではありません。特に、
中国大手国有企業である上海電気がいきなり
池貝のような日本の老舗企業を経営するのは
企業カルチャーの違いが大きかったのでは。

張　苦労の連続でした。買収後にこちらで選
んだ工場長、開発責任者が短期間で辞表をもっ
てきたり、プロパーでは人材が足りず外部招
聘もしましたが、期待外れだったり。一言で
言えば人の問題、人事が一番大きかったです。
各個人の三観（世界観、価値観、人生観）の
差、生き方の問題をことごとく感じました。
今までの判断基準、成功体験では通じないこ
とばかりで、自らの力、個の力不足を痛感し、
事業パートナーが必要と判断しました。文化
の多様性への理解力があり、三観、企業理念、
方針が合致し、実行力があって信頼できる人
というのはなかなかいません。そこで冨山さ
んへ相談にいき、IGPIに出資を要請し、IGPI
との共同経営に移行しました。
　これまでに他の外資系コンサルティング
ファームなどとも仕事をしてきましたが、
IGPIが他のファームと一番異なるのは当事者
意識だと思います。仕事の質へのこだわり、
職人的な気質ですね。そして、長期的な目線、
ステークホルダー全員が満足し納得する道の
追求も徹底しています。特に、3.11のような
想定外の要因で業績に影響を受けた時の強い
サポート、また資本が上海電気から台湾の工
作機械最大手企業である友嘉実業（以下FFG）

張 春華
1964年中国上海生まれ。
上海電気に入社後、1989年に来日。以降30年間、工作機械、産業機械を
中心に多数企業の経営再建を手掛ける。2004年日本国籍取得。
株式会社紙工機械グループ代表取締役（株式会社タナベインターナショ
ナル、株式会社菅野製作所）、株式会社池貝 代表取締役CEO、そして
2016年より新日本工機株式会社 代表取締役CEOに就任。



へ移る時のサポートは忘れられません。
　ただ、そのFFGへ資本が移る時に、池貝の
社長に自分自身が就任することになったのは
全く予想外のことでした。村岡さんにしてや
られました（笑）

村岡　FFGの朱総裁から「次の池貝の社長
は誰がいいと考えるか？」と意見を求められ
たので、「それは張さんがベスト」といった
ら、総裁も「俺もそれがいいと思っていた」
と。上海電気では経営は基本的には現地優先
としながらも、上海電気からの代表取締役や
社外取が就任しており、株主としてのガバナ
ンスも未熟で、また現地法人の経営上の権限
も不明確であったことは否めません。その点、
FFGは世界各地での企業買収経験からガバナ
ンスはよりしっかりしている。基本的に現地
に任せて、自らは株主に徹してうまくガバナ
ンスをする。池貝は、生産は日本、販売は中
国市場依存、株主と調達は台湾という構造で
あったので、その三方に経験ある経営者と言
えば張さんしか思いつかなかった。

張　買収した株主の上海電気側に立つ非常勤
取締役から、一転してFFGに買収される側で
ある池貝の社長となって、対親会社、対社内
のコミュニケーションなど各パートで求めら
れるものが違い最初は大変でした。今振り返
ると、私一人では絶対できなかったと思いま
す。その時に相談相手、理解者がいること、
自らが気付かないところ、特に方向性や各ス
テージにおける重要ポイント、足元を重視し
つつ、中長期的・持続的な成長バランスにつ

いての視点を教示してくれる、そして一緒に
行動してくれるIGPIの存在はとても大きいも
のでした。最初は大変でしたが、そのうち「会
社をよくする」ことは全てに共通しており、
迷う時にはこれが明確な判断基準となりま
した。

村岡　社長の判断基準、価値観が社内に伝わ
ることが大切で、それが伝われば社員は動け
る。大きな判断の軸、基準をトップが示せな
いと道に迷います。張さんはそこがクリアで、
しかも熱い。そのように考えて社長に張さん
を推しました。張さんの思いが違うところに
あったことは知っていましたが…ただ、この
判断は今でも正しかったと思っています。

張　初期段階では被買収企業に接する目線は
上からではなく最大限に同じレベルにするこ
と。そして被買収企業から何を得るかではな
く、何を貢献できるかを徹底して考えること。
それが結果的に信頼関係の構築に繋がり、次
のステップの基礎になります。その上で、
１）残すべきもの、良いところを見極め、伸
ばし、強化する

２）時代遅れ、腐ったところを除き、足りな
いことを見つけ補充する

３）持続的経営と成長するための自立：キャッ
シュフローの安定化、顧客との関係の正
常化、金融機関等の外部先と市場で勝て
る原価を追求し、市場での厳しい戦いを
通じて共に強くなり成長していく関係を
築く

ことだとわかりました。
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　池貝、SNKのような伝統産業では、どうし
てもベテランの経験、勘、手作業に依存する
ところが大きいです。まずはやるべきこと、
やれることに集中し、改革に必要な資金と環
境を先に作り、信頼関係を深めていき、改革
を一緒に取り組んでいく。そして老壮青、新
旧の間で上手く接合できるかどうかが勝敗を
左右すると思います。  

村岡　日本企業の共通の課題として意思決定
の遅さが指摘されます。変化の速い市場や意
思決定スピードのある顧客と、日本企業の経
営との距離ができてしまう。この距離を如何
にして埋めるかが大きな問題です。それを張
さんは現在、池貝の次に買収をしたSNKの
経営において、ユニークなやり方で、上手く
やっています。製造現場は日本にあって顧客
企業の過半は海外、欧米中アジアと全世界に
います。その顧客企業にCEO自らが出向き、
刻々と変わるニーズをCEO自らが把握しなが
ら、国内の現場と常にキャッチボールをする
というやり方。CEOは日本の本社にいなくて
も、ウィチャット（WeChat・微信。無料メッ
センジャーアプリ）を使って24時間、いつ
でも、どこでも幹部と意見交換をし、かつ意
思決定ができる。ヴァーチャル役員会のよう
なものです。意思決定のスピードを求めてく
る顧客に現地で対応出来るし、顧客・市場の
ニーズをいち早く捉えて経営の方向性を早期
に修正できる強さがある。ベンチャー経営の
スピード感を伝統的日本企業の経営に上手く
持ち込んでいる。経営のスピード感を早めよ
うとするとステークホルダーも動き方も変え
ないと追いつかないです。社外取の私もウィ
チャットにも参加し、社内で何が起きている
かをほぼリアルタイムに見ています。しかし
そこで執行に関与するとガバナンス力が担保
できなくなるので、この点は意識しています。
ただ、このやり方はCEOが若くて世界を飛び

回れる気力体力がないと出来ないやり方です。
トップの若さはグローバル市場で戦う企業の
必要条件です。社外取にとっての最大の懸念
はCEOの体調管理です。

張　自分が専門医であるとすれば、IGPIは総
合病院＋人間ドック。多くの設備を備えてい
ると同時に手術の際にも事前に万全を期して
準備する。特に、今回のSNKは相当に準備・
想定がなされていたと思います。こういうプ
ラットフォームのお陰で自分の経験値もパ
フォーマンスも上がります。

村岡　今回のケースでは私たちは投資家であ
り社外取締役でもある。重要だと思っている
のは、CEOの価値観、張さんの言う三観を理
解することです。CEOの技量に加えて価値観
を理解するということができなければ、投資
家としても社外取としてもその責務がちゃん
と果たせない。もし明日CEOに何かあれば、
私が代わってやるという覚悟でやっています
が、それがないと本当の意味での二人三脚に
なりません。そのためには情報を常に見てお
かないと「いざ鎌倉」はできません。

  今後の日中間ビジネスの発展

村岡　ところで、日本企業が中国市場でビジ
ネスをする時の課題をどう考えますか？市場
が伸びている一方で、シェアを伸ばしている
日本企業の比率は落ちていると思います。た
だ、多くの日本企業にとって中国市場はます
ます重要です。日本企業は今後何をしていか
なければいけないのでしょうか。意思決定の
スピードを上げる。これは間違いなく必要で
す。しかし、これは現地法人だけでは無理です。
日本本社の意思決定のスピードを上げる、し
かも意思決定の質も落とさず上げるというこ
とをやらないと中国市場で勝てない。



張　全く同感です。例えば、日本の某企業で
は何年もやっても実らない。一方で、我々と同
業界のファナックは全部会長できまる、今で
も会長（創業者のCEO）自らが現地に直接飛
んでいっています。それが日本企業と欧米企
業の違いです。トップが早ければ勝つのです。

村岡　逆に、今後の中国企業からみた日本市
場、中国企業の日本市場への参入の動きはど
のように変化してくるでしょうか。これまで
は中国企業のメーカーが日本のメーカーを買
収するケースがほとんどですが、今後はメー
カー以外、サービス業が日本に進出してくるの
ではないでしょうか。世界でも進んでいるフィ
ンテック、ウィチャットなども含めた、デジタ
ル技術を使った具体的なサービスは、中国が
世界で一番使われています。ユーザー数が多
いだけでなく使用頻度も高くデータは質量と
もに圧倒的。もちろん、中国の新興企業の日
本進出には様々な障害が想定されます。規制
の障壁もあるし、中国ブランドはまだ良いと
は言えない。しかし、間違いなく流れとして
出てくると思います。日本にはできない技術
力、サービス力を提供している企業も多く出
てきています。そういった中国企業が持つイ
ノベーティブなサービスを日本は上手く取込
めば良いし、日本は「 Look West」で学ばな
いといけない。中国企業のサービスや技術が
「Cool China」と呼ばれて日本市場でも評価
される日も近いのではないでしょうか。

張　政治的、自然的な要素に左右はされて

も、もはや国境を越えることを防ぐことはで
きません。人間が動いていますから。そうい
う意味で例えばローソンは訪日外国人観光客
の利便性向上のため、2017年から中国最大
級のモバイル決済サービス「支付宝(Alipay)」
の取り扱いを開始しており、またソフトバ
ンクグループも2016年に中国の「Alibaba 
Cloud（アリババクラウド）」の提供を開始す
るなど、民間を中心にすでに始まっていると
思います。

村岡　今日はSNK Americaのシカゴにある
本社に伺い、グローバル市場における工作機
械ビジネスの最前線を肌で感じる機会にもな
りました。最後に今後の張さんの抱負をお聞
かせください。

張　我々が持っている強み、職人的な製造業
に特化することに心配はしていません。グロー
バルで日本企業が付加価値をつけられること
は沢山あります。一緒に働いてくれる仲間の
生活が少しでも向上し、チームとして若者も
含めて育成する。自分の教訓や経験がその成
長に役立ち、いずれ自分が職を離れても会社
が持続的に、永遠に成長し続けるようにあっ
てほしいと思います。　　　　　　（構成：英）




