
日   時 ３月 22 日 

講   師 久留米大学経済学部 駄田井正教授 

題   名 『日本社会の課題と中国ビジネス』 

講座内容  ・社会全体と個々の会社の経営は、密接に関連している。 

 ・中国と関わることによって、日本社会の課題はどうなっていくのか。 

 ・中国とビジネスをやることによって、日本の課題も解決されていくのではないか。              

 ・社会の課題を解決するようなビジネスでなければ長続きしない。 

 

■日本社会の課題 

 ・少子高齢化… 急速に進んでいる。 

 ・過密過疎・一極集中・地域間格差… 世界的な傾向でもある。 

 ・安全保障… テロなどいろいろな問題が起ってきている。 

 ・持続可能な社会の実現… 我々現代が享受している豊かな生活と同様の生活を、 

               次世代の人々ができるか。 

               環境・資源等、次世代のことを意識して考えていく。 

               グローバルな課題である。 

 

■少子高齢化の問題 

 ・生産年齢人口（働く年代）の減少 → 少ない人間で多くの人間を養うため負担増 

 ・負担増の解決策 → 労働生産性の上昇 

             労働生産性が 0.45％上がれば、働く人間が少なくなっても、 

             生活水準は変わらない。 

  

■労働生産性の向上 

 ・市場部門 （ビジネス） 

  国際分業論からの生産性向上… 中国に工場進出（一番有利な場所に工場設置） 

   自由貿易の拡大 ⇒ 東アジア共同体 

              農業問題… 農産物の自由化は可能なのか。 

                     水問題→環境全般・食料自給率→安全保障  

                     の問題にもつながる。 

 ・非市場部門 

   ＮＰＯ・ボランティア活動 

   文化力の向上（富を幸福に変換する能力） 

    → 所得水準が同じでもいかに生活を楽しめるか。 

   社会全体での生産性の問題… 政治の能力が高まることも生産力の向上 

                  

■安全保障 



 ・社会全体の効率が上がる非常に重要な要素である。 

 ・軍備の縮小… 戦争などに使う労力を、別のものに向ける時代である。 

 ・青少年の交流… お互いの国を知る。 

          ↓ 

  平和実現ビジネス・シンクタンク（どこが安全か）・人的ネットワークの形成 

   → もっと民間の分野でやる必要があるのではないか。 

 

■福祉部門の生産性向上 

 ・福祉サービスの生産性向上… 介護、家の中の構造の充実等 

 ・仙台・フィンランド福祉研究センター 

   フィンランド… 福祉サービスの技術革新の先進 

   フィンランドの持つ技術をどう展開するか → 日本市場から中国市場へ 

 ・中国ビジネス… 福祉の分野の中継の可能性 

 

■地域間格差 

 ・日本の教育システム… 教育のやり方を根本的に変えていかなくてはいけない。 

   都会で働くためのノウハウから → 地域で生きていくノウハウへ 

 ・魅力ある都市づくり… 後背地（回りの田舎）の充実が欠かせない。 

   ヨーロッパの魅力ある都市は、田舎が充実している。 

 

■観光・ツーリズム 

 ・地域間格差の是正… へんぴは場所でも観光名所があれば人が集まる。 

             →観光業の発達が中国の経済成長に占める貢献度の割合は、 

              かなり大きい。 

 ・平和的産業… 観光が主体的に重要な要素を占めてくるには平和でなければなら

ない。 

 ・文化の振興… それぞれ固有の文化（外国からみて日本の文化は高い評価を得て

いる） 

 ・グリーン・ツーリズムの振興… 農村を食糧生産基地としてだけではなく、 

                 ツーリズムの対象へ 

                  →生産の現場が、観光の現場になる。 

 ・中国の人たちに、日本の魅力をどうアピールするか真剣に考えるべきである。 

 

■中国との対応・先進性の保持 

 ・中国との対応だけに限らず、日本は尊敬される国になるべきだ。 

 ・日本は、ポスト近代化（工業化）のモデルでもあるべきだ。 

   → 時代を先取りして考え、新しいことをやっていかなければならない。         

      

 



◎ビジネスプランの発表（前回グループで作成） 

■Ａグループ 「子育て支援」 

  背景 … 中国一人っ子政策 → 教育投資（子供に期待） 

  ビジネスプラン … 中国版「寺子屋的」教育支援 

             衣・食・住・文化・しつけ・娯楽も含めて 

            啓発的な体験学習 

             企業・専門家・祖父母世代 三世代交流型の学習体系 

                      ↓ 

            寺子屋型の「場」をプロデュースすることで利益獲得 

  コメント（パネラー） 

    ・中国のニーズをとらえたビジネスプランである。 

    ・中国は社会主義の国なので、制度等難しい点もあるだろう。 

 

■Ｂグループ 「ウェディングサポート」 

  背景 … 中国の富裕層をターゲット、海外での挙式を望む若者増 

       九州の立地を生かす 

  ビジネスプラン … ウェディングトータルサポート 

             結婚式のコンサル・料理・写真・旅行・通訳・緊急医療体制・ 

             家具のオーダー 等  

            緊急対応・連絡対応可能なシステム構築  

             きめの細かいサービス        

  コメント（パネラー） 

    ・交流が深まると、いろいろな意味で九州に関心を持たれるかもしれない。 

 

■Ｃグループ 「リフレクソロジーの人材派遣」 

  背景 … 都心部での精神疾患の増加 → 東洋医学（漢方薬等）の見直し 

       治療というよりストレス解放の手段として 

  ビジネスプラン … 中国の文化、人材（優秀な部分）を日本に持ってくる。 

             リフレクソロジー → 足ツボマッサージ、針灸 等 

  コメント（パネラー）  

    ・リサーチが大事である。 

      人材派遣となるとビザの問題とか出てくる。 

      現地でいいものが、日本でのビジネスとなるかは難しい。 

    ・旅行社の関係の会社がすでに、上海に展開している。 

    ・漢方を使ったメニューを提供するというビジネスもすでに成り立っている。 

    ・どのグループも、いいテーマをとらえている。 

      すぐにでもビジネスに、また実際にビジネスにとして成り立っている   

 

 



◎パネルディスカッション   

■テーマ「中国ビジネスの実践」 

  ・実際の取り組んでいる事業について 

  ・いろいろな課題を乗り越えるためのポイント 

  ・これからの中国と共に築く新しい時代の中国ビジネスについて 

 

■久留米大学経済学部 駄田井正教授 

・久留米大学に関連する取り組みとして  

  医療と観光… 日本に来たついでにドックに入ってもらう。 

         九州は観光地も多いし、中国から近い。 

・中国の全人口の１％＝九州の人口 → 九州と同じ市場ができる。 

 

■キタジマ食品㈱代表取締役社長 北島隆彦氏 

・30 年前に中国へ行き、中国の大きさ、人の多さを実感  

  → 中国との取引（たけのこ）を開始・産地が動かなければいけない 

・10 年前ぐらいから、竹林の荒廃  

  → 産地の工場としては竹山の環境、エコの問題に取り組むことが可能ではない

か。                      

    竹材として若竹の持つすばらしい成長ホルモン（カイネチン等）に着目 

    中国と共同で３年間実証実験を行い、有機農法のシステム化 

・このシステム、技術の確立により、新しい中国と日本との関係構築ができないか。 

 

■三和システム㈱代表取締役社長 森光実紀雄氏 

・６年前、上海にマーケティングオフィスを設ける 

  自動車関連・半導体業界を中心とした日系企業の生産防御システムを中心に事業

展開 

  中国人スタッフを多数採用し、活気溢れる職場 

    → 技術の習得のみならず、就業後には日本語の勉強もしている 

・昨年 11 月、北京市の中関村地域に新会社設立 

  現地のベンチャー企業、中国の大学と連携し、新製品の開発 

・日本企業として三和システムグループとしてのクオリティーを保ちながら、 

 確実な信頼と実績を積み重ね、さらなるビジネスチャンスに繋げたい。 

 

■㈲アジアビジネスコンサルタント代表取締役社長 古森政基氏 

・シンクタンク的仕事  

  官庁からの調査テーマを研究、調査、報告、提言 

    → 九州の経済や企業が、アジア、特に中国とどういう関係があるのか。 

      もっと国際化を進めるためにはどういう問題点があるのか。 

      それを克服するためには、どういう施策があるのか。 



・コンサルタント的仕事                                                       

  研究調査をしていると、企業に話を聞く機会がふえる。 

    →いいアイディアをコンサルしビジネス化していく。 

    ビジネスが停滞しているものに関しては、成功モデルへと導く。   

・シンクタンクとコンサルタントという違うエリアのものをうまく合わせて、 

 連携しながら仕事を回している。 

・アジアのパートナーとの連携をしながら仕事を回していきたい。 

 

アンケートよ

り 

1．「中国ビジネスの実践」参考になったところ・もっと聞きたかったところがありましたら

下にお書き下さい。 

・ 中国でＷin-Win になれる自身の技術の開発 

・ 中国とのビジネスはまだまだ可能性があるなと実感しました。日本国内で展開する

か中国に進出するかで、違いはあると思いますが、お互いの国の現状、実情を把

握することが重要と思いました。 

・ ビジネスにおいて、バックボーンとして文化が重要であると思った。 

・ ホスピタリティビジネス 

・ マスコミ・インターネットの情報とは違った視点からの現実的な説明で分かり易い。 

2．ビジネスプランの発表を聞いて参考になったところ・もっと聞きたかったところ等あ

れば、お書き下さい。 

・実態とギャップ部分のある所は、とりあえあず差し引いて考えると非常に前向きに考 

えられるビジネスプラン内容だと感じた。既に展開のあるビジネスについては、その 

優位性等の考慮もはかられるともっと良いプランになるのでは？ 

・ ３グループそれぞれの視違が違っておもしろかった。 

・ 中国とは今後必ず付き合っていかなければならないということを実感しました。どん

な企業がどんなビジネスを展開しているのかなど聞きたかったです。 

・ 適切なアドバイスにより、ビジネスに対する可能性が理解できた。 

・ 会社状況及び法律等も少し考慮した発表がほしかった。よく、マーケティングをし

ないと失敗する様に感じた。 

・ 三個のテーマ研究全てが誰でも手掛けることの出来る身近な問題であり、ケースワ

ークとして取り上げ方が良い。 

 

3．「パネルディスカッション」で、参考になったところ・もっと聞きたかったところがありま

したら下にお書き下さい。 

・  中国とアジアで商売が成立し、日本との取引に魅力がなくなる可能性がある。 

・ 世の中の尺度がかわってきたというところ。キタジマ食品さんのレジメにあったタケ

のガス化について、もっと詳しくお聞きしたかった。 

・ 健康、足つぼ、健康志向ビジネスは、良かったです。 

・ アジアビジネスコンサルタントさん等、日本企業が多く中国に進出していることが良

く分かった。信号機の話は参考になった。 



・ 森光先生の話が良かった。中国人を日本で育成して日本側の代表として中国側と

の仕事に関わってもらう事 

・ キタジマ食品の事業方法、中国でフィールドテストするのにどの様なアプローチを

されたのかをお聞きしたかった。 

・ 中国でビジネスを展開するにあたり、ハードルとか実際困難にぶち当る例のクリア

ーの仕方を聞きたい。 

 

4．他に講座全般について何かありましたら下にお書き下さい。 

・ 中国ビジネスとして大きな枠で捉えるとスケールが大きすぎて理解はむずかしいが、 

グループディスカッションなどのスタイルは何となくながらも身近かな形で捉える事   

が出来、大変良い体験ができました。 

・ 中国と差別化できる分野は何かを考えるきっかけをつかむことができた。 

・ タイムキーパーは必要ではないか？と思いました。 

・ 久留米、筑後、佐賀など、中国ビジネスに取組む企画、取組もうとする企業のニー

ズは少なからずあると思います。そのニーズを汲み取った今後の取組みを期待し

ます。 

・ 中国が世界市場が入っているグローバル化してますね。地元にて情報ネットワーク 

に感激しました。大変良かったです。ありがとうございました。 

・ 最終日のみの参加できたが、パネルディスカッションで実際中国ビジネスを成功な

さっている企業の代表者の方々の話を聞くことができ良かったです。 

・  

 

 

 

 

 

 




