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－そのトランスナショナルなビジネス・生活－』

＊本書は、瞬間的ではありますが、Amazon の「中国に関する書籍」で 2 位、
「起業・開業に
関する書籍」でも 21 位をつけました。
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＜発 行 に あ た っ て＞より

早稲田大学アジア太平洋研究科教授・現代中国研究所所長

天児慧

これまで「日本人の中国ビジネス」に関する多くの研究が、研究者･ビジネスマンらによ
ってなされてきた。しかし、大量のアンケート用紙を配布・回収した調査・研究は主に量
的調査であり、
「中国に越境してビジネス活動をしている人々の実態、リアリティが感じら
れない」という印象を持つものが少なくない。アンケート用紙のやりとりだけで統計処理
をした論考では、中国で生きる人々の、生々しい体験や意識が感じられないのである。そ
れとは逆のケースでは、中国滞在のビジネスパーソンの極めて個人的な体験をもとにした
個別的な書籍もあるが、教養書の域を出ないものという印象が強かった。
中国は、経済を始めあらゆる分野で急速な変化を示してきたが、本研究は 2009 年から
2013 年にかけて行われた調査分析の研究成果である。その主な期間中に、20 数年のビジ
ネス経験を経て、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士課程に在学した堀内弘司氏は、
上海・重慶・北京に留学し 1 年半あまり滞在しながら、中国に越境した日本人の経営者・
ビジネスパーソン 500 名以上に出会い、そして、150 名近くの人々にインタビューを求め、
丹念に、中国ビジネスに関する経験や知見を聴き取り、調査するという質的研究を行なっ
た。
彼らがどのように中国で事業を興したのか。中国と日本では法律や慣習など、さまざま
な文化・規範が異なるが、どのように異文化と対峙しているのか。たとえば、中国人従業
員や顧客・取引先と、どのような人間関係を構築し日常のビジネス活動を行なっているの
か。罰金や賄賂を要求する行政担当官には、どのように対峙するのかといった日中ビジネ
スの現場の実態には大いに興味が注がれる。本書に描写された中国在住の日本人ビジネス
パーソンたちの経験や知見は、他の現代中国の研究者にも役立つものになるだろう。
また、本書は“和僑”について探究するパイオニア的なものでもある。海外に越境しむ
しろその｢場｣を自身の中心的な生活空間としていった新しい日本人＝“和僑”を日本自身
がどのように受け止めるのか、日本の未来に降りかかるさまざまな問題を海外から支えて
いく可能性も秘めているかも知れない存在でもある。本書は、
「日本人の中国ビジネス」に
ついてだけでなく、
「日本人のグローバリゼーション」のあり方についても考えさせてくれ
る。

1960 年代の東京生まれ。
米国系の IBM と Sun Microsystems の日本法人に約 10 年、
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■著者について

とセコムに約 10 年の合計 20 数年、米国で生まれた IT ソリューションなどを日本で市場開
発するマーケティングや、ベンチャー企業の立上げに従事した。

社会人大学院生として、早稲田大学・アジア太平洋研究科に入学し、成長目覚ましい中
国・アジアの新興国に越境して起業する和僑経営者に焦点をあてた研究をし、2015 年に博
士号(Ph.D.)を取得した。
なお、山梨県出身の祖父は、20 世紀初頭に米国移住した戦前の和僑。15 歳の若さで横浜
から船に乗り移住して、クリーニング業、花屋、メロン農園、金融、酒造、富裕層向けの
ジャポニズム工芸品販売など、急激に変化する当時の米国社会の中でさまざまなビジネス
を興した。
早稲田大学現代中国研究所、桜美林大学・北東アジア総合研究所、工学院孔子学院中国
アジア研究センターの客員研究員を兼務(2016 年時点)。国際アジア共同体学会（2015 年度
岡倉天心記念研究奨励賞）と日中関係学会（2016 年度 宮本賞）の２つの学会賞を受賞し
ている。
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