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要旨

本研究では、消費者行動、顧客適合、経営戦略、流通システム、電子商取引及び人材現地化と
いう 6 つの側面から、在中国日系家電企業に対して戦略提案を行った。
第 2 章（担当：謝 力）本章では、消費者行動の定義からその研究対象と研究領域を明確した
上で、中国の改革・開放が進んでいる伴い、中国の歴史舞台に登場した中産階層という新しい社
会階層の生活様式と消費文化をヒアリング調査で分析した。また、新時代の消費主役としての中
国の中産階層の消費者行動は日系家電企業の中国市場に参入するマーケティング戦略の構築にど
のような影響を与えるのかを分析し、広告戦略の面で提言する。
第 3 章（担当：黄 暁竹）本章では日系家電企業は中国に進出する際に、どのように顧客適合
戦略を進むべきかを研究するため、まず、顧客ニーズ、顧客価値、表舞台と裏舞台という 3 つ重
要な側面から、いかに成功な顧客適合戦略を導く関係を明らかにした。そして、価値創造サイク
ル図を用いて、ソニーとパナソニック両社は日系家電企業の成功例として、主に中国沿海部の上
海市という環境で進行した顧客適合戦略の分析を行った。また、今まであまり進出してなかった
内陸部に注目して、成都市顧客のアンケート、ヒアリング調査と価値創造サイクルに基づき、顧
客が抱えている問題と求めている価値分析を行った。最後に、それを基に、日系家電企業は中国
内陸部に対する顧客適合戦略の助言を行った。
第 4 章（担当：李 世玉）本章では、中国家電製品流通システムと、在中国日系家電企業流通
システムの実態を把握した。具体的にはローカル企業ハイアール社と在中国日系企業の松下電器
についてケース・スタディした。また、SWOT 分析を行い、両社の差異と優位性を探った。そして、
中国における日系家電企業に対する短期的な流通戦略の提案を行った。しかし、長期的に中国で
はどのような家電流通システムがいいのかは本章では扱われていない。
第 5 章（担当：張 萌）本章では、中国における電子商取引に関するマクロ動向、市場動向お
よび電子商取引産業の現状を分析し、特に中国における B2C 家電業界市場の現状については、4
種類のパタンに分かれ、それぞれの代表例をあげながら、電子商取引に関する仕組み、特徴およ
び欠点を明らかにした。また、中国の電子商取引市場を目指す日系家電企業について今後如何に
改善していくべきかを検討し、提案を行った。
第 6 章（担当：楊 可立）本章では、近年日系企業が中国に進出している背景の下で、多国籍
企業の人材現地化に関する概念、必要性、現状の観察を通した上で、在中国日系企業の人材現地
化の現状、問題点、背景を論述した。それから、それに踏まえて、ケース・スタディを通して、
在中国日系企業の人材現地化を改善するための要点を提案した。
第 7 章（担当：張 菾）本章では、中国経済が持続的に高成長する背景に、家電市場の需要総量、
成長率、需要構造の変化を検討した。そして、PEST 分析と 5Forces 分析を通じ、中国家電市場の
マクロ環境とミクロ環境を分析した。分析した結果を踏まえて、SWOT 分析を通し、日系家電企業
が中国における戦略論点を議論した。その論点によって、日系家電企業が中国家電市場へ参入す
る場合、経営戦略を構築するための要点を提言した。
第 8 章（共著）結論では、各側面から分析して出てきた問題点に対する提案及び今後の課題を
整理した。
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Abstract
This report conducts detailed analysis of consumer behavior, conformity of customer,
business strategy, distribution system, electronic commerce industry and HRM(Human
Resources Management) of Chinese household appliance market, in order to provide strategic
advices to Japanese household appliance enterprises in China.
In chapter 1, as an introduction, the background and object of our research will be
introduced. Besides, we explained the role of each chapter of relationship among them.
In chapter 2, according to the concept of consumer behavior, after clarified the research
target and research area, presented an analysis of the “middle class” in life style and
consumer culture in China, which appears in Chinese historical stage. This research is basing
on analysis the influences to the Japanese Household Appliances Enterprises giving by the
"Middle Class" and making a proposal to their advertising strategy.
Chapter 3 presented the analysis of how should the conformity of customer strategy be
taken while the Japanese household appliance enterprise are eager to advance into China
markets. Firstly, it was revealed to the customer needs, customer value, front-stage and
backstage which lead the customer strategy into success. Secondly, this thesis analyzed the
conformity of customer strategy of Sony and Panasonic, which both have achieved success in
coastal city of China with the cycle of the customer value creation. Thirdly, based on the cycle
of the customer value creation, this thesis made a research and collected the results of
questionnaires in the inland city of China so as to analyze the problems which the inland
customers are having, and the values which the customers are looking for. Finally, this thesis
made the suggestion for Japanese household appliance enterprises in China based on the
previous analysis.
In chapter 4, consists of the understanding of current status in Chinese household electric
appliances distribution system and distribution system of Japanese household appliance
enterprises. While choosing Haier China and Matsushita Electrical Industry system as case
study. In addition, the SWOT analysis was used to explain the different characteristic and
advantages of both enterprises. To proposed a short-term distribution strategy for Japanese
household appliance enterprises in China. However, the long term distribution strategy will
not be covered in this chapter.
In chapter 5, this thesis analyzed the current state of electronic commerce industry and
market trends, the macro trends of electronic commerce in China. Particularly in China B2C
market, the current state of the consumer electronics industry is divided into four different
patterns, and representative example of each pattern on electronic commerce was given
according to the characteristics and shortcomings. At last, the thesis uses the results above to
bring up the important strategy points of the future development needed for the Japanese
household appliance enterprises in China.
In chapter 6, firstly, using the embarkation of Japanese household appliance enterprises in
recent years as a background, we observed the concept, necessity and present situations of
HRM (Human Resources Management) in multinational corporations. Secondly, we discussed
the present situations, problems and background of HRM in Japanese household appliance
enterprises. Thirdly, based on a true case, this thesis brought up the important points needed
ii

for the HRM of Japanese household appliance enterprises in China.
In chapter 7, using the continuous growth of China’s economy in recent years as a
background, this thesis discusses the gross weight of demand, the growth rate, change of the
demand structure in the household appliance market. This thesis discusses the
macroenvironment and microenvironment of household appliance market through PEST
analysis and 5Forces analysis. Based on the analyzed results, this thesis analyzed the
strategy of Japanese household appliance enterprises in China. At last, the thesis uses the
results above to bring up the important strategy points needed for the Japanese household
appliance enterprises in China.
Chapter 8 summarized the list of problems identified in the present Chinese household
appliance market, and proposed possible solutions to this problem. It also drew a conclusion
to the topic, and the direction of future research.
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