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Asia Inside ：ＴｉｋＴｏｋ率いる張一鳴氏

「米国事業売却」
と新たな挑戦



３

若者を中心に人気を集め、あっという間に世界中に広がった動画共有アプリ「Ｔｉｋｔｏ
ｋ」。米中対立が激しさを増す中で、トランプ米大統領は米国でのＴｉｋＴｏｋ事業の売却
を命じ、中国側は「強盗の理論だ」と反発。中国生まれの人気アプリは米中対立の象徴のよ
うな立場に立たされている。一方で、アプリを開発した北京字節跳動科技有限公司（バイト
ダンス）を率いる張一鳴氏については、日本ではあまり知られていない。毎日アジアビジネ
ス研究所シニアフェローを務める経済ジャーナリストの陳言氏が、張一鳴氏について北京か
ら報告する。
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コラム 荒木英仁のインクレディブル・インディア
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紛争解決条項と準拠法条項について
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１９１８（大正７）年創業の１００年企業で、日本を代表する筆記具メー

カー、パイロットコーポレーション。創業の数年後から米国や欧州、中国へ

進出し、日本メーカーの中では最も早い時期から本格的な世界展開を開始し

た１社だ。同社は今、巨大な人口が集中するアジアなどの新興国で積極的に

筆記具の市場開拓に取り組んでいる。【毎日アジアビジネス研究所】

度ある国も有望。我が社は１９２６年

記用具が売れ始める。識字率が８割程

「所得が一定の水準に達すると、筆

アフガニスタン、スリランカと各国で

グラデシュ、パキスタン、ネパール、

ドでの万年筆販売からスタート。バン

は、南アジアでは１９５０年代にイン

海外進出、１００年近い歴史

にニューヨーク、ロンドン、シンガ

代理店を定め、市場拡大の努力を重ね

「人口が多く、将来の市場の伸びを

ポール、上海で海外進出をスタート
に次ぐ巨大マーケットであるインドな

期待している」という南アジア。主力

てきた。
ど、南アジア各国を担当する海外第二

商品は水性インキのボールペンだ。イ

し、市場を拡大してきました」。中国

営業部営業第二課の私市広樹係長は話

造が比較的容易で、地場企業も多く製

ンド市場で主流の油性ボールペンは製
現在、世界１９０弱の国と地域で筆

造している。地元メーカーの油性ボー

す。
記用具を販売しているパイロット社
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インドの消費者に日本品質のボールペンを
代理店育てて市場拡大 ――パイロットコーポレーション

パイロット社のインドでの主力商品の水性ボールペン＝同社提供
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ルピー（１ルピーは約１・

ルペンは決して品質はよくないものの
１本５～
円）ほどで売られており、同じ油性

ためだ。
とは言っても、パイロット社の水性

～

ルピー程度になる。「価格

インドの商店で販売されているパイロット社などの
ボールペン＝同社提供

努力している」。私市氏は話す。

を売るメリットを感じてもらう様に、

に、代理店、小売店にも我が社の製品

品質を消費者に理解してもらうととも

差をブランド名と品質で埋めていく。

１本

６０

大で出張もままならないが、通常は私

現在は新型コロナウイルスの感染拡

あるという。

２カ月は東京の本社に戻らないことも

売店を回る日々だ。一度出張すると、

パパママショップ回って営業活動

ボールペンは、インドでの販売価格は

５０

市氏は年の半分以上を現地出張し、小

も増えてきているが、販売の８割は

インドの都市部では近代的な文具店

良さを実感してもらうための試し書き

り下げ式のディスプレイや、書き味の

さらに学校の文化祭に協賛したりク

キットを製作し小売店に提供する。

経営の小規模店だ。日本のコンビニの

イズのイベントを開催したりするなど

「パパママショップ」と呼ばれる家族
ような存在で、食料品や日用品、文具

万年筆の販売からスタートしたパイ

して試供品を提供。メインタ―ゲット

代理店の営業担当者とともに、大都

ロット社は海外の代理店を大切にし、

など何でも扱う。ボールペンも雑多な

市の営業拠点から車で数時間かかるよ

１国１社の代理店と長く付き合う伝統

の一つである生徒、学生向けのキャン

うな地方都市のパパママショップを訪

がある。インドの代理店とも数十年の

種類が、ほこりをかぶった状態で乱雑

れ、まずは自社商品のほこりを払い、

付き合いだ。「製品が売れるようにな
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ペーンも行う。

目立つように並べてもらうところから

れば代理店営業員のコミッションも増

20

に売られていることが多い。

始める。自社のブランド名が入った吊

南アジアで使用する商品ディスプレイを
手にする私市広樹氏＝西尾英之撮影

２０

ボールペンでは価格面で競争が困難な

４２

インドの学生、生徒を対象にしたキャンペーン活動
＝パイロット社提供

コロナ禍で小売店に足を運ぶ消費者

強みを出せる部分をインドのマーケッ

野で戦うのは難しい。我が社の製品の

ペンとの違いは歴然だが、価格に極め

が少なくなっている中で、急速に伸び

トにフィットさせていく。そのために

え、シェア拡大につながる。私の役割

ているのがＥコマース（インターネッ

付加価値を高めていく」。

て敏感なのもインド市場の特性だ。

ト上での通信販売）だ。インドの主要

「市場性は高いが日本企業の成功例は

は代理店の営業の皆さんに当社製品を

なＥＣサイトであるアマゾンやフィ

少ないのがインドマーケット。市場が

「決してあきらめないが、品質とブラ

リップカートなどで、代理店を通して

まだ成熟しているとは言えず、代理店

自信を持って売ってもらえるようにす

パイロット社の製品が売られている。

とじっくり付き合い、育てていくこと

ンドでは埋められない価格差がある分

伸びは「小売店を通しての普及の倍の

が重要です」。私市氏はそう話す。
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ることです」。

スピード」という。
「ＥＣ上では若く新しいものに敏感
な消費者が多い。手頃な万年筆やボー
ルペンの多色セット、カリグラフィー
に向いたペンなど特徴ある製品が売れ
ている。直接、消費者に利点をアピー
ルでき、拡販のきっかけにもなる」と
私市氏。
インドは「日本製品」というだけで
全面的な信頼を得られるマーケットで
はないと私市氏は話す。「『メードイ
ン・ジャパン』というよりも、ブラン
ドそれ自体への信頼感の方が強い」。
一度、手に取って字を書いてみれば、
パイロット社のペンと安価な地元製の

21

荒木英仁のインクレディブル・インディア ⑥
荒木英仁（あらき・ひでひと）

毎日アジアビジネス研究所シニアフェロー、
インドビジネスコンサルタント

長年、大手広告代理店「アサツー・ディ・ケイ」の海外事業に従
事し、２００５年から９年間、同社インド法人社長。１４年春グ
ルガオンにて「Casa Blanka Consulting」社を設立し、日本企業
との提携を求めるインド企業を支援。監査法人「Udyen Jain &
Associates」と業務提携し、日本企業のインド進出や現地でのコン
プライアンスを支援。インド最大手私銀「ICICI Bank」のアドバ
イザーや、ＪＥＴＲＯの「中小企業海外展開現地支援プラットフォ
ーム」コーディネーターも務める在印１５年強のベテラン。

息を吹き返した自動車販売台数

６８人の駐在員がインドに戻ってきた（内訳は

デリーＮＣＲが６割、グジャラート２割、タミ

ルナド１・５割、その他０・５割）。業種別に

割が

ＣＯＲＯＮＡで動き

染者数は３４０万人を超えた。そんな中でイン

間の間はホテルでの隔離を余儀なくされたが、

輸送機器関連会社であった。今回は入国後１週

は自動車業界が活気を戻した事もあり約

ド経済は確実にＷＩＴＨ

次回からはコロナ陰性証明があれば自宅での隔

８月日現在、インドの新型コロナの累積感

出している。５月の販売台数が実質ゼロであっ

離が可能になったと報告されている。残念だっ

人が本社の最終決済が降りずにインドへ

たインド経済を牽引する自動車産業はコロナ禍

の内

は計り知れないが、そんな中

号店がインドで最

3
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たのは当初２３８人の予約が入ったものの、そ
月度

戻る事を断念せざるを得なかった事である。こ

の中には私の友人も数名いたが、本社の役員が

保守的な人が多く説得出来なかったと悔しがっ

日にはチャーター便第２弾が無事デリーに

到着。帯同者９人を含む１６２人の戦士たちが

ダウン３・０が施行されており、未だ国際線の
乗り入れは禁止。公共交通機関のメトロやバス

便を手配する予定とのことである。いよいよ日

系企業も動き出した。

一般市民の外出控えにより、日本同様に飲食
員達もロックダウンを機に８割以上が一時的に

「ココ壱番屋」のインド第

業界（除くデリバリー）やホテル業界への打撃
日本へ避難していたが、インド日本商工会議所

も近代的なグルガオンのオフィス街であるサイ

日、ついに
が８月５日に特別に手配したチャーター便（通

バーシティにオープンした事は明るいニュース

月

常の国際線の乗り入れは禁止されているが、チ

である。日本式カレーが本場インドへ進出した

インドに１４００社以上ある日系企業の駐在

通常便が飛ぶまでは月１便ペースでチャーター

戻ってきた。インド日本商工会議所によると、
なくされている中での復活劇である。

は運休中であり、全ての教育機関も閉校を余儀

２８
ャーター便は特例として認められている）で１

8

1

33

5

の中、確実に息を吹き返しつつある。インド自
動車工業会発表の統計によるとインドの

・１％まで回復

７０

キ（マルチスズキ）に至っては前年同月比１０

万台以上売れた。シェアートップのスズ

乗用車販売台数は前年同月比

7

ていた。

し、

９６

０％を超えたそうである。現在は段階的ロック

１８

動き始めた日系企業

WITH CORONAで動き出したインド

荒木英仁のインクレディブル・インディア⑥

グルガオンにオープンした「ココ壱番屋」のインド第1号店

とっては夢の様な出来事であるが、日本のカ

事は凄い事だと思う。インド在住の日本人に

高）の大半はスムーズにオンライン授業への

中）を余儀なくされている学校（小、中、

割が手にする携帯やスマートフ

移行が可能となった。

国民の約

レーがインド人相手にどこまで健闘するかは
本当に楽しみである。

ォーンで、マスク、飲食料や医薬品等は問題

無くオンラインで手に入れる事が可能となっ

や Maxの様な大手のプライベート
た。 Fortis
病院もオンライン診察のプラットフォームを

「デジタル・インディア」が功を奏する
モディ政権がこのパンデミックを見越した

積極的に活用し医者の問診から処方箋の発行

給付金にあたるインドの援助金給付もスムー

日本では行政の対応が遅れ混乱を招いている

てコロナ禍対策に大いに役立ってきている。

サプライチェーンが殆ど機能しない中、デジ

た。今まで長年頼りにしていたオフラインの

ライチェーンはコロナで遮断されてしまっ

キラナ・ショップ（パパママストア）のサプ
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期政権当時から着

まで全てオンラインで済ませ、院内感染を防

訳では無いと思うが、第

手してきた「デジタル・インディア」政策を

いだ。

割近くを占める地元の

ズに実施された。国民ＩＤ「アダール」（全

タルサプライチェーンプラットフォームを有

インドの小売業の

国民の９割以上が登録済の日本のマイナンバ

するスタートアップのジャンボテールやショ

たインフラは発展途上国であるインドにおい

ーに相当）などのデジタル公共インフラを活

ップキラナ等の活用が一気に進んだ。

た Paytm
や Google Pay
等のオンライン・ペイ
ントのプラットフォームの普及が、銀行口座

高額紙幣廃止で一気にユーザー数を伸ばし
民ＩＤに紐づいた銀行口座に遅れる事無く現

すら持たないキラナ・ショップの個人事業主

インド全土の貧しい農家を対象として、国
金給付されたと発表されている。今や世界一

達を後押しし、コロナを機にストレスなくオ

ンラインへ移行し始めている。

であった。

用した直接現金給付がタイムリーに実施可能

9
安い １(ギガ 円 ブ)ロードバンドのお陰で人
口の半数近い５億６０００万人がオンライン
３月のロックダウンから休校（今も尚継続

34

9

始めとするインドの総デジタル化で構築され

1

に繋がっているデジタルインフラのお陰で、

２０

荒木英仁のインクレディブル・インディア⑥

当初はおびえ、家にこもる

どのニュースチャンネルをひねっても日本の

って来ている様に感じる今日この頃である。

内、

に考えると、デリー人口の約２０００万人の

であった事が判明した。このデータをベース

％が感染しているとすると、約４５０

様にコロナ、コロナとメディアが騒ぎ立てて
いない事もひとつの理由ではあると思うが、

リーの死者数は３７００人だったので、致死

万人が既に感染していることになる。当時デ

日から始まったインド全土のロック

ダウン当時は、正体不明の伝染病にインド国

ワクチンがまだ完成していないにも関わら

月

民は恐れおののき、家から一歩も出ない人が

率は０・１％以下だ。

に匹敵する。コロナに関しては諸説あるもの

このレベルは東南アジアのタイ等の致死率

ず、街は確実に平常に戻りつつある。

稼ぎで来ていた労働者は仕事が無くなった事
も大きな理由ではあるが、都市部で蔓延が始
我先に故郷へ急いだ人も多くいた事であろ

ていたロックダウン開始から既に５カ月が経

まず一つの考えられる理由は皆が恐れ切っ

は無いものの、急速に新規感染者が増え続け

でも実証されている。勿論これだけが理由で

規感染者数は減少する傾向にある事は諸外国

の、一定の住民が抗体を持った事で確実に新

う。実際私のドライバーもロックダウンが実

過して、庶民がコロナに慣れてきた事だと思

まっている事に恐れ公共交通機関の無い中で

日の夜

たムンバイやデリーは

をかたむけず彼の田舎であるジャイプールに

も、家に籠り感染を防ぐ事より、外に出て稼

を切っている事が安心材料になっている事

の都市部では依然多くの新規感染者が発生し

部は若干沈静化が進んでいるものの、その他

感染者数が減少方向で推移している。大都市

勝手に帰ったきり未だに戻って来ない。当時

土が広いインドで感染を抑え込むのは不可能

であろう。２カ月あまりのインド全土におけ

月末にムンバイにあるアジア最大の
スラム街３カ所（約１５０万人が住むといわ

るロックダウンはコロナの蔓延を防ぐ事は出

また

で相当怯え切っていた事は電話口でも感じ取

れている）で政府主導の無作為抽出による抗

はまるで正体不明の悪魔の到来の様

れた。多分ロックダウン当時は大半のインド

来なかったものの、国民が精神的に安定する

National

染した形跡があったという結果が発表され
た。一方デリーでも、政府団体の

Center of Disease Control（国営疾病管理
センター）が 月下旬から 月初旬にかけて
万人の抗体検査を実

病院の数も需要に対して供給が著しく遅れ、

日本の環境とは事情が著しく異なる。全国の

の恐怖を煽るものではない事も、衛生国家の

インドに住む人々にとってコロナだけが死

考える。

準備期間として十分過ぎる程効果はあったと

％以上が既に感

ロックダウン開始時、総感染者数は６００
人にも満たない中で、そんな感じだったイン
万人前後の新規感染者が

ランダムに健康な市民

％が既にコロナに感染済

増え続け累積感染者数が３００万人を超えた

ドの人達が、毎日

５０

7

であろうと思う。

体検査を実施したところ、

ＩＤ―

ており、結果的に総数は増え続けている。国

施されそうな気配濃厚であった３月

う。依然感染者は増え続けているものの、回

月に入ってから新規

に突然電話をかけて来て、これから実家に帰

復率が

7
ぐ事を後押ししている様に思う。

％程度あり、致死率に至っては２％

りますと言い放ち、私の言う事には一向に耳

庶民の間にコロナへの「慣れ」

大半であったと思う。農村部から都市部へ出

２３

人は同様に怯え、皆じっと家に籠っていたの

7

の事は良く覚えているが、彼にとってＣＯＶ

７０

２３

施した結果、何と

6
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２５
19

中、コロナに対する人々の感覚が大幅に変わ

２３

2

6

35

3

荒木英仁のインクレディブル・インディア⑥

年狭心症や心筋梗塞で１５０万人、気管支

も全国を網羅しきれていないインドでは、毎

国民保険も無く、電気や水道のライフライン

払えない、電気代が払えない、そんな中でも皆一

は何故か皆明るい。給料が支払われない、家賃が

ず、私の周りのインド人（経営陣も一般社員も）

数多くの企業の存続が危ぶまれているにも関わら

年住み続けている私でも本当の理由は分からな

様に笑いながら前向きに頑張っている。インドに

万人、脳

万人、

万人の人々が亡くな

炎、肺疾患で１００万人、がんで
卒中と下痢でそれぞれ
っている。他にも呼吸器の感染症で
万人

い。単純に皆楽天的な国民なのかも知れないが、
恐ろしいまでの底力を持つ国民に支えられている

空気感染する伝染病である結核は未だ
の命が失わられている。また交通事故でも毎

な復活劇を遂げるのか楽しみでしかない。

国家である事は間違いない。今後インドがどの様

万人が亡くなっている。月収が

々にとって、コロナに感染するより仕事が無
くなり飢えで死ぬ恐怖の方が遥かに大きいの
である。
インドで一番人気のあると言っても過言で
はないボリウッド大スターのアミダ・バッチ
ャンや政府高官までもがコロナに感染した事
により、多くのインド庶民達はこう思ったと
言われる「雲の上の存在である、あの偉大な
大スターや政府高官まで感染するのだから、
我々に感染を防ぐ余地は無い」。だから恐れ
ずに街に出て仕事をして稼ごうと。完全に開
き直っているのである。

明るく前向きなインド人
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万円に

年
1

今、インド経済は歴史的な大打撃を受け、

36

４５

15

８０
５０

７０

も満たない貧困層が億単位でいるインドの人

１８

