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拡大写真
中国国内でのビジネス展開に不可
欠な中国人中間管理職を、中国全
土に求めることができる人材支援
サービスが産声をあげた。中国最
大の人材会社、上海市対外服務有
限公司（上海FESCO）の30万人
の登録者、および、上海FESCO
が提携する中国全土120の大学と
の人材ネットワークに、日本企業
が中国人材を求めてアクセスする
ことが可能になった。（写真左：
A－commerce　秋葉氏、右：グ
ローバルパワー　紺谷氏）

即戦力の中国人を、中国全土から募集する人材プロジェクトが始動
サーチナ 10月29日(金)11時38分配信

　中国国内でのビジネス展開に不可欠な中国人中間管理
職を、中国全土に求めることができる人材支援サービス
が産声をあげた。中国最大の人材会社、上海市対外服務
有限公司（上海FESCO）の30万人の登録者、および、
上海FESCOが提携する中国全土120の大学との人材ネッ
トワークに、日本企業が中国人材を求めてアクセスする
ことが可能になった。中国ビジネスアドバイザーのA－
commerceと、日本において外国籍人材就業支援事業を
展開するグローバルパワーが、上海FESCOと3社提携を
結んで実現した。2010年11月2日に第1回の合同説明会
を東京国際フォーラムで開催し、以降は定期的に日本企
業への人材斡旋を進める予定だ。

　A－commerceの秋葉良和代表は、「限られた手段で
あった中国人材の中途採用に、大きな窓口を空けること
ができた」と語る。グローバルパワーの紺谷洋樹代表
は、「中国でのビジネス展開をめざす日本企業にスピー
ディな管理職育成を可能にする」と、今回の3社提携の効
果を強調する。両者に今回の提携について聞いた。

――3社提携の狙いは？

秋葉　中国は、「世界の工場」から「世界の消費市場」へと大きな変貌を遂げつつあ
る。5年くらい前から、中国市場の変化が始まり、中国に進出する日系企業が求める中
国人材は、工場を経営する技術系の管理職から、中国市場を開拓するような営業感覚の
あるホワイトカラーの管理職を求めるように変わってきていた。その人材として『中国
市場での勤務経験』というキーワードは不可欠のものに変わりつつある。これまで企業
が単独で中国人材を雇用しようとする場合、パターンとしては日本国内で留学生や中途
採用を行うこと、現地の大学と提携をして新卒者を採用することが多かった。

　しかし、現地で優秀な中途採用を実施しようとしても企業単独ではそのような人材に
アプローチできるルートが限られていた。

　また、上海には約5000の日系企業が進出しており、その大半が既に上海FESCOを利
用して現地採用を実施している。しかしながら、その利用方法はそれぞれの企業が必要
に応じて都度FESCOを利用という手法。FESCO側から見ても日本企業の現地法人とは
連絡ルートがあるが、日本本社の人事部とのルートは限られていた。今回は我々3社が
チームを組むことにより、多くの日本企業に対してアプローチができ、かつ、複数の企
業が同時に参加して面接会を実施することによるスケーラビリティを持たせ、求職者に
対するアピール度を高め、優秀な中国人材を数多く集めることができるというメリット
も確立できる。

紺谷　実際に留学生を採用し、育成に時間をかけている企業は少なくない。しかし、急
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速な経済発展を遂げている中国市場で成長をめざすのであれば、スピードが重要だ。上
海FESCOが持っている膨大な人材データベースを利用すれば、ビジネス・スキルや希望
年収、語学力など、日系企業が求めるニーズに適った人材を多数リストアップすること
が可能になる。これから、中国市場を開拓しようと考える企業でも、日本に居ながら幹
部候補生の情報を確認できる。実務経験を積んだ数十万人のデータベースから、中国人
材を選ぶことができるというサービスは、これまで日本になかったと思う。

秋葉　これまで日本企業の本社では、日本に暮らす中国人を主に採用してきた。たとえ
ば、日本に10年も暮らしている中国人は、日本語も堪能で日本の文化についても理解を
深めているといえるが、「現在の中国」をどこまで理解しているのか？　今、消費市場
として中国に進出を考える企業が求めているのは、現在の中国を理解し、マーケティン
グプランを考えられるような人材だ。それは、現地で実務経験のある中国人が適任とい
えるのではないか。また優秀な中国人材を確保できれば、将来は中国本土のみならず、
ASEAN各国など中華経済圏での活躍をも見据え展開できる。今回の人材サービスは、広
くアジアでのビジネス展開をサポートすることも可能だ。

　A－commerceは、過去3年間にわたって上海FESCOと提携し、日本国内で中国ビジ
ネス研修センターを運営、中国赴任を控えた邦人幹部や、本社にて中国ビジネス統括を
担う人材にビジネス中国語や商習慣を教えるカリキュラムを展開してきた。
その活動を通じ、日本企業人事部と直接お話しをさせていただく機会が増えた。企業の
声を聞くにつれ、中国市場で活躍できる中国人材の確保が急務であるとの確証を得た。
上海FESCOに本需要の重要性を伝え、賛同を得、更にグローバルパワー社にパートナー
として加わっていただくことにより今回のチームが出来た。

――一般に中国でビジネスを成功させるポイントは？

秋葉　中国は広い。日本の25倍に相当する国土面積があり、56民族がいる。たとえ
ば、北京、上海、大連、重慶、広州など、中国の都市に違いはないのだが、それぞれの
地域には、それぞれの地域を良く知る地元出身者やその地で勤務を経験したことのある
人材が必要だ。考え方や嗜好が異なるため画一的なアプローチではビジネスは成功しな
い。

　また、中国人はキャリアアップのために転職を繰り返す傾向がある。日本企業が失敗
するケースで多いのは、採用当初の処遇について丁寧に説明するものの、その後のキャ
リアアップのプランなど、就労後の処遇など将来の展望に説明が不足していること。将
来の安定が見込まれるのであれば、簡単に転職するようなことはない。

　これまで中国で事業を展開する日系企業や欧米企業を数多く見てきたが、成功してい
る企業に共通していることは、中国の現地法人に信頼できる中間管理職を擁しているこ
と。日本人総経理は現地労働者の不満をくみ上げることが難しいし、日本本社の方針が
現地事情から乖離している場合でも、その指示に従わざるを得ないことも多々ある。そ
の場合、ビジネスセンスが高く、かつ現地の事情に詳しい中間管理職を擁すれば、日本
の本社からの指令も念頭に置きながら、現場の意見を汲み上げ、最適の折衷案を立案で
き、企業内の作業もスムーズに行われる。本社と現地の間で円滑な意思疎通を図り、現
地でのビジネスをスムーズに運営していく上で、優れた中間管理職が必要になる。もち
ろん日本人でも中国人でも問わないが、長期的にみると中国人の現地責任者や中間管理
職が必要。

――今回の提携による具体的なサービスメニューは？

紺谷　中国市場の開拓を考える多くの企業の人事担当者の方々と、中国人材の採用候補
者が一同に会する合同面接会を定期的に開催していく計画。四半期ごとに開催するとこ
ろからはじめ、毎月開催をめざしたい。

　あらかじめ、各企業の採用ニーズをヒアリングして、ニーズに合致した候補者リスト
を提供。資料をもとにある程度絞り込んだ候補者と、現地に赴き実際に面談して採用の
可否を判断していただく。幹部候補生として迎えいれるからには、直接、面談を行って
判断したいという企業の要望に応える。数年の実績を積んだ後は、オンラインのテレビ
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空港、治水など５勘定「解体」　スーパー堤
防「廃止」　国交省、苦渋の“白旗”（産経新
聞） 10月29日 7時56分

1位～20位

他のランキングを見る

経済主要ニュース

日航、年度内500億円増資へ＝大和証券起用、
京セラに出資要請も（時事通信）3時0分
プロミス、本社売却検討＝武富士破綻で過払い
請求急増を警戒（時事通信）3時0分
アコム、過払い金増加で４３９億円の赤字転落
へ　（産経新聞）14時28分
東京株、1カ月半ぶり安値＝円高で一時9100
円台（時事通信）13時1分
マツダ、期間従業員を正社員に定期登用（産経
新聞）12時1分
アサヒ、韓国ヘテ飲料の保有株式を売却へ（ロ
イター）15時53分

経済ニュース

お持ちの物件の売却検討なら
≪東京建物不動産販売／公式≫30周年キャンペーン
中！まずは無料査定
sumai.goodnews.jp

物件探しは≪住宅情報館≫
無料のプレミアム会員登録でカンタン資料請求！毎日
500件以上更新。
www.jounan-kensetsu.jp

住まい情報ならHOME’S
全国の戸建・マンション・土地等の物件情報がエリ
ア、沿線で検索できる
www.homes.co.jp

東京電力の≪オール電化≫
Switch！でオール電化に。快適で財布にも優しいエ
コライフを満喫
www.tepco-switch.com

≪東京都の新築分譲マンション≫
アットホームで価格改定や家具付き住戸など、今が買
い時の新築物件探し
www.shinchiku-athome.jp

野村不動産のプラウドシリーズ
新築分譲マンション・新築分譲一戸建てのことなら
野村不動産。
www.proud-web.jp

麻布のシンボルここに誕生！
「麻布十番駅」徒歩4分。地上38階建て。住むなら超
高層マンション
www.sumitomo-rd-mansion.jp
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クレヴィア二子玉川の情報なら ninki-mansion.jp

年収400万円台…僕も買える? suumo.jp

こ、これが2000万円台!? mansion-search.jp

ノムコムお薦めの新築マンション www.nomu.com

インタレストマッチ - 広告の掲載について

ソーシャルブックマークへ投稿 0件

関連トピックス

電話等を使った面接なども視野に入れる。

　第1回の合同説明会は、11月2日（火）に東京国際フォーラムで開催予定。12月12日
（日）に、上海で第1回目の合同面接会を予定している。上海FESCOに登録している人
材は、履歴が確かであるという安心がある。また、採用が決定した後には、必要に応じ
て、入国手続き、入社前研修、入社後のフォローなど、各種の人事サポートを提供でき
る。たとえば、日本での研修期間中に仕事以外の悩み相談に応じる中国語ホットライン
なども用意している。

――中国人材中途採用支援サービスの将来展望は？

秋葉　既に中国に進出している日系企業は1万社を優に超える状況。これから、中国を
開拓しようと考える企業に加え、既存の進出企業にも即戦力の優秀な人材を獲得したい
というニーズは強く、このニーズにも応えていきたい。上海FESCOは、中国全土に拠点
展開し、あらゆる地域に対応できる強みがある。中国を中心としたFTA網が広がる中、
日本企業が成功するために中国、東南アジアに広がる中華経済圏において広く活躍する
人材を提供したい。

紺谷　初年度には100社程度、3年後には500社との取引をめざす。中国人材への日系
企業のニーズは強く、上海FESCOには、それに応える豊富な人材データベースがある。
（編集担当：風間浩）

【関連記事】
個人ビザ緩和の誤解？インバウンドビジネス、最新Q＆A 
中国ビジネスを成功に導く、理解力と感覚力の重要性 
欧州出張で知る、中国のパワー 
早稲田の学生に伝える「学問経済」と「実際のビジネス」の違い 
日中で全く違う「物事へのアプローチ」 

室内や近所のフォトも大きく表示！人気マンションの情報はこちらから。

4LDK超！憧れの生活を手にする♪新築マンション情報→SUUMO

新築マンション探しなら今。エリアで探す人気マンション特集

今秋新発売物件、便利な駅近物件、メリットたくさんの年内入居物件も！

（ソーシャルブックマークとは）

中国経済 中国 企業の提携・合併

この記事を読んでいる人はこんな記事も読んでいます
トヨタとホンダ、韓国でも約4000台リコール…ブレーキなど問題（サーチナ） 10月25日(月)18時8分
ブラジル、レアル高抑制に向けリバース・スワップ活用か（ロイター） 10月28日(木)9時35分
【写真】現代・起亜自動車、Ｇ２０儀典車両を伝達 （中央日報日本語版） 10月29日(金)13時30分
現代車、「ソナタ」でブラジル中型車市場攻略へ （中央日報日本語版） 10月27日(水)16時10分
【韓国】07年以降初の営業赤字に：ＬＧ電子の７～９月決算（NNA） 10月29日(金)8時30分

みんなの感想
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