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 中国企業のグローバリゼーション－海外 M&A－ 

 

周 立 

(長江商学院 副学院長) 

〔要 旨〕 

□ 2014 年の中国の対外直接投資は前年比 14％増の 1,231 億ドルと過去最高を更新し、対

内直接投資額とほぼ拮抗するくらいまで急拡大している。リーマン・ショック後の 2009

年以降、世界経済の構造に大きな変化が生じたことで、中国経済は輸出主導型から内

需主導型にシフトしつつあり、中国国内市場の需要を満たすための投資が増えている。

国有企業だけでなく民営企業による投資も増えており、中国の民間企業の海外投資に

対する意欲が近年高まっている。 

□ 中国企業による海外投資の成否は中国政府の政策方針に左右されるところが大きい。

また、問題の多くは投資後の統合プロセスにあり、統合には双方が衝突を繰り返しな

がら相互理解を深めるという長いプロセスが必要となる。 

□ 中国企業が海外投資で直面する最大の障害として、現地の言葉を話せ、現地の文化を

理解するグローバル人材の不足と地域・文化にまたがるマネジメント経験の不足、国

内外の知識および情報のアンバランスが挙げられる。 

□ 中国のコングロマリットであるフォースンは｢中国パワーを世界資源に結びつける｣と

いう戦略の下、2010 年以降一連の海外投資を行ってきた。 

□ フランスのリゾート施設運営会社であるクラブメッドの買収に当たり、フォースンは

経営への介入ではなく、フォースン傘下のリソースを活用することでクラブメッドの

中国市場の開拓をサポートしていくことに重点を置いた。その結果、クラブメッドの

中国事業の売り上げ伸び率はかつての 2％足らずから 2011 年には 50％に達した。 

 

  

 2015 年 11 月 16 日、ジェトロ「中国経済情報研究会」会員限定セミナーで、長江商学院 

の周立副学院長が、｢中国企業のグローバリゼーション－海外 M&A－｣をテーマに講演を行

った。本稿では講演録としてその内容の一部を日本語に翻訳し紹介する。 

 

１．はじめに 

2014 年の中国の対外直接投資は前年比 14％増の 1,231 億ドルと過去最高を更新し、対内

直接投資額とほぼ拮抗するくらいまで急拡大している。本セミナーでは中国企業による海

外投資の発展趨勢やその成否に影響する諸要素に言及した後、フォースンによるクラブメ

ッドの買収事例とレノボによる IBM の PC 部門の買収事例などを取り上げ、活発化する中

国企業の海外投資の動向をみていく。 
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２．近年の中国企業の海外投資の変化と海外 M&Aの発展の趨勢 

中国企業による海外投資は、主にリーマン・ショック後の 2009 年を境に変化している（図

表 1）。最も大きな変化は、｢世界の工場｣から｢世界の市場｣に中国が変貌を遂げていること

だ。｢世界の工場｣として台頭していたころの中国の最大の強みはコストの低さであり、海

外投資の主な目的は資源掌握、原材料コストの削減であった。しかし 2009 年以降、世界経

済の構造に大きな変化が生じたことで、中国経済は輸出主導型から内需主導型にシフトし

つつあり、海外投資の目的も大きく変化している。後述するフォースンによるクラブメッ

ドの買収事例のように、中国国内市場の需要を満たすための投資が増えている。 

 

図表 1 近年の中国企業海外投資の変化 

 
          〔出所〕長江商学院ケーススタディを基に作成 

 

また、2009 年以降は国有企業だけでなく民営企業による投資も増えている。中国の民間企

業の海外投資に対する意欲は近年高まっており、長江商学院の卒業生の投資状況からもその

意欲の高さがうかがえる（図表 2）。一方、中国の GDP に占める海外投資の比率は非常に低

い（図表 3）。その比率は日本、米国、ドイツを大きく下回っており、今後大きな成長を見込

むことができる。中国はあらゆる分野において日本より 30 年ほど遅れていると言われてお

り、それは海外投資についても例外ではない。中国企業は日本のビジネスパーソンから学べ

ることが多くある。当学院では以前は早稲田大学ビジネススクールと、現在は一橋大学大学

院国際企業戦略研究科（ICS）と提携し毎年多くの受講生を日本に送り込んでいる。 

 

図表 2 長江商学院卒業生による海外投資 

 
〔出所〕長江商学院卒業生との交流を基に作成 

　 2009年以前 2009年以後
環境・情勢 •世界工場 •世界市場

•資源の掌握 •バリューチェーンの地位向上

•原材料コストの削減
•海外資産の低価格化、魅力的
なオファー
•国有企業
•民間企業
•先進国
•発展途上国

•石炭 •ハイテク
•金属 •サービス業

目的

主要投資主体 •国有企業

主要投資地域 •発展途上国

主要投資業界

・中国海洋石油総公司の傳成玉総裁は米国のユノカル社に対するM&Aを行う予
定だったが、失敗

・TCLの李東生総裁のM&A

・中国動向による日本Phenixに対するM&A

・復星集団

・海底捞

・奔腾集団の劉建国氏によるHONMAに対するM&A

・浙江省の一卒業生が東京国際診療所の株を取得

・香港籍卒業生が海外初の「中村藤吉」抹茶カフェを香港にオープン

■長江商学院卒業生が行った初期のM&A

■最近の長江商学院卒業生の海外投資
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図表 3  GDPに占める海外投資の比率 

 
  〔出所〕PwC（プライスウォーターハウスクーパース） 

 

３．海外 M&A－成否に影響する諸要素と中国企業が直面する挑戦－ 

欧米では多くの経済学者などが中国企業による海外投資について分析を行っている（図

表 4）。中国企業による海外投資の成否は中国政府の政策方針に左右されるところが大きい

が（図表 5）、この点に対する理解が、欧米の経済学者には足りないと感じることがある。

また、問題の多くは投資後の統合プロセスにあり、統合には双方が衝突を繰り返しながら

相互理解を深めるという長いプロセスが必要となる。後述するレノボによる IBM の PC 部

門の買収事例がそのことを物語っている。 

中国企業が海外投資で直面する最大の障害として、現地の言葉を話せ、現地の文化を理

解するグローバル人材の不足と地域・文化にまたがるマネジメント経験の不足が挙げられ

る。このほか、海外との接点があまりない一部の中国のビジネスパーソンは、日本や米国

で唱えられている過剰な｢中国脅威論｣など、海外の政治・経済環境について十分な理解が

なく、態度が卑屈あるいは尊大になりがちだ。こういった国内外の知識および情報のアン

バランスも障害として挙げられる。 

 

図表 4 外国人専門家の分析 

 
〔出所〕ルクス博士（Dr. Kai Luks）、シーメンス国際 M＆A事業部マネージャー（2009） 
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図表 5 海外 M&Aの成否に影響する諸要素 

 
〔出所〕長江商学院ケーススタディを基に作成 

 

４．事例 

以下では主にフォースンのクラブメッドへの投資事例とレノボによる IBM の PC 部門の

買収事例を取り上げ、その成否を分析する。 

 

（1）フォースンの海外投資事例 

フォースンは、上海の復旦大学の 4 人の卒業生らによって創設された。このうち、郭広

昌氏と梁信軍氏は当学院の卒業生である。中国企業の｢走出去（海外進出）｣は、2002 年に

創設されて以来、当学院が一貫して強く主張してきたことで、当学院の項兵学院長は長年

一貫してグローバル化理念である｢月から地球を俯瞰する｣という主張をしてきた。このグ

ローバル化理念の影響を受けた郭広昌氏と梁信軍氏を含めた当学院の卒業生は、いち早く

グローバル化に向けた布石を打った。2009 年以降フォースンはグローバル化のピッチを加

速させた。フォースンの戦略とは｢中国パワーを世界資源に結びつける｣というもので、目

標は中国の中間層に対してサービスを提供することである。2010 年以降フォースンは一連

の海外投資を行い、クラブメッド、ギリシャのファッションブランド・フォリフォリ、米

国女性ファッションブランドのセントジョン、映画製作会社のスタジオ 8、スペインのハ

ム・酒類メーカーのオズボーン、カナダのサーカス集団シルク・ドゥ・ソレイユなどに出

資している。対象企業が多岐にわたっており、一見すると一貫性がないようだが、どれも

中間層と富裕層のニーズに応えるための投資である。 

梁信軍氏との微信（WeChat）でのやりとりによると、フォースンの海外投資はヘルスケ

アおよびレジャー関連に集中しており、投資額が比較的大きかったクラブメッドへの投資

事例も中国人消費者の観光ニーズに応えるためのものだった。フォースンはクラブメッド

への投資に当たり、経営への介入ではなく、不十分だったクラブメッドの中国市場の開拓

をいかにサポートしていくかという点に重点を置いた（図表 6）。また、フォースン傘下企

業および関連会社間のコミュニケーションを促進し、リソースの共有を図るべく、｢フォー

スン一家｣という専門の統合部署を立ち上げた。この｢フォースン一家｣は、1 年に少なくと
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も 1 回、これまでフォースンが投資してきた企業や関連会社を中国本土に招き、1 週間にわ

たる交流イベントを行っている。 

 

図表 6 フォースンによるクラブメッドの買収の一連の流れ 

 
〔出所〕長江商学院ケーススタディと梁信軍氏への質問の答えを基に作成 

・フォースンは中国政府内リソース、ブランディングリソース、不動産業チャンネルおよび、エリー
ト層のネットワークをフル活用し、組織体制、人材育成、リゾート開発、ブランドプロモーションお
よびグローバルリソースとの統合などにおいてクラブメッドの中国市場開拓をサポート

・中国地区を重点市場に：フォースンの提案で、中国地区本部をアジア太平洋本部と肩を並べ
る大中華圏本部に昇格させ、グループ本社に直接報告する体制に変革
・専門的な調整部門の設置：｢フォースン一家｣部門を設置したことで、フォースン傘下企業およ
び百社近いさまざまな業種にわたる協力企業間のコミュニケーションを促進し、リソースの共有
を実現

・クラブメッドとフォースンの協力によるリゾート不動産開発事業の相乗効果は顕著
・中国国内の最も適切な地域でクラブメッドの観光拠点を開設
・フォースンの協力の下、クラブメッドは国内外に10カ所以上の潜在的な新リゾート事業候補地
を選定

・マーケティング方式１：団体客向けのターゲット販売。フォースンの協力の下、クラブメッドは商
会、協会、企業家クラブ、銀行およびフォースン系企業に対してターゲット販売を行ったことで、
たくさんの団体客を獲得。 例えば、浙江商会はクラブメッドの団体客に。亜布力リゾートは中国
企業家クラブの年間会員制クラブになった
・マーケティング方式２：インセンティブ旅行を展開：フォースンはあらゆる機会を捉えて、クラブ
メッドブランドを繰り返し推薦。フォースンがからむイベントにおける賞品としてクラブメッドの旅行
券を提供。例えば、フォースン傘下のメディア関連企業にクラブメッドを推薦し、当該企業は第一
回目の社員および顧客対象のインセンティブ旅行をすべてクラブメッドに誘導

・フォースン傘下のメディア系リソースを活用し、クラブメッドブランドの認知度を高めた。例えば、
フォーブス中国やビジネス旅行雑誌に広告記事を載せ、公共エリアにディスプレイ広告を出し、
両方面でPR活動

・調達業務の提携：フォースン傘下の豫園輸出入公司がクラブメッドの中国での調達業務協
力。例えば、 リゾートスタッフの制服製造を中国企業に依頼しコスト削減を実現。クラブメッド中
国の調達コストはすでに40％削減済み。将来的に、フォースンはクラブメッドの世界各地のホテ
ル用物品調達における中国製造メーカーとの連携を推進
・人材リソース協力： フォースンの完全子会社｢星之健身ジム｣に所属していたコーチ3人をクラ
ブメッドのジェントル・オーガナイザー（以下、G.O）に。豫園商城に所属するコック1名を亜布力リ
ゾートのシェフに。万博民間会館のボランティアスタッフ（フォースン手配）11名をG.Oとして東南
アジアの異なる５箇所のリゾート地に派遣

・中国地域の売上成長率は2％足らずから2011年の50％へ成長した
・アジアでの収益性は欧州やその他の地域よりはるかに高い。アジアの売上額はクラブメッド
の全世界売り上げの14％を占め、利潤に対する貢献度は45％に達する
・クラブメッドのグローバル市場は中国市場統合の恩恵を受けた。2009年の時のクラブメッドは
赤字の状態にあったが、2010年に800万ユーロの収益を上げ、2011年の純利益は3,300万ユー
ロで同時期の成長率は312.5％に達した
・イギリス旅行グループのトーマスクックと戦略的パートナーになり、フォースンの｢ハッピーファッ
ション｣戦略の一部として位置付けることを発表
・2015年初め、フォースンは衆信旅行、フランスのエントリアンおよびクラブメッドの経営陣など
の戦略投資家と連携した上、フォースンホールディングスの投資プラットフォームを通してクラブ
メッドの約98％の株を取得

■2010年6月、復星集団は2,828万ユーロを出資し、Club Medの7.1％の株を取得。1位の10％と2
位9％に継ぎ第3位の大株主に

■トータル効果

■統合戦略

■組織構造および人事の調整

■新規オープンを加速

■売上アップ

■ブランド力アップ

■グローバルリソースの統合
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フォースンのサポートの下、クラブメッドの中国におけるリゾート開発のピッチが上が

った。また、フォースン傘下のメディア系リソースの活用によりクラブメッドの中国にお

けるブランド認知度も上昇。その結果、クラブメッドの中国事業の売り上げ伸び率はかつ

ての 2％足らずから 2011 年には 50％に達した。現状をみる限り、この事例は双方に資する

ものとなったといえる。 

梁信軍氏とのやりとりでは、クラブメッドの全世界売上高に占める中国事業の比率は以

前の 5％未満から現在は 17％に達しており、向こう 1、2 年で 30％に達する可能性もある

という。このほか、フォースンはクラブメッドのコストの削減にも注力している。こうす

ることで、フォースンによる買収を脅威ではなく、クラブメッドのグローバル化を支える

ものとして捉えてもらうことができる。この理念はフォースンが行ってきたほぼすべての

海外投資において実践されている。最近、日本のメディアで話題になっているフォースン

傘下企業による星野リゾートトマムの買収事例も中国の中間層のニーズに応えるほか、世

界の資源を十分に生かすためのものである。フォースンは星野リゾートトマムの経営には

介入せず、フォースン傘下のリソースを活用することで星野リゾートトマムのさらなる市

場の創設に尽力している。また、クラブメッドなど、世界で最も優れた観光関連の経営資

源を星野リゾートトマムの資源に融合させている。 

この買収によりフォースンは競合他社よりまた一歩前に出たといえる。昨今中国からの

訪日観光客が爆発的に増加しているが、フォースンはこの訪日観光ブームの到来を見越し

てグラブメッドを買収しているからだ。非常に先見の明があるといえる。 

 

（2）レノボによる IBMの PC部門の買収事例 

レノボによる IBM の PC 部門の買収事例は多くの人の知るところだ。フォースンとは異

なり、レノボは対象企業の経営に積極的に介入している。これはレノボの場合、興味がシ

ンクパッドなどの IBM のブランドや技術、とりわけ短期間では習得が難しい経営にあった

からだ。 

興味深いのは、新レノボは経営陣のほとんどが外国人で占められていたことだ。しかし、

その後経営面で衝突が起きた。業績が低迷すると今度は経営権の奪還を断行し、就任間も

ないスティーブ・ウォード氏に代わってデルのシニアエグゼクティブのウィリアム・アメ

リオ氏が CEO に就任した。同氏の経営方式は完全な米国式で、効率は著しく上がったもの

の、中国人従業員の精神的ダメージは大きかった（図表 7）。 

赤字に転落したレノボを立て直すべく、レノボの創業者である柳伝志氏が 2009 年に理事

長に復帰した。レノボは業績低迷の要因として、日本と米国の企業文化により、プロフェ

ッショナルマネージャーが長期的視野を持たず、目先の利益に固執したことを挙げている

（図表 8）。柳伝志氏は、米国籍の CEO が株価の高騰という目先の利益にとらわれ、成長

の見込める携帯電話市場への投資に躊躇したことでレノボは出遅れてしまったと話す。ま

た、米国の経営陣の興味は手馴れた先進国にとどまり、成長途中にある新興市場にはない。

このため、復帰した柳伝志氏は一連の改革をし、中でも戦略を大きく変えた（図表 9）。結
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果、1、2 年ほどの努力が実り業績は好転、黒字転換を果たした。とりわけ新興市場の成長

は著しいものとなった。 

 

図表 7 深層におけるカルチャーショック 

 
〔出所〕長江商学院ケーススタディを基に作成 

 

図表 8 柳伝志氏再登場後のレノボ上級管理職による戦略的反省 

 
〔出所〕長江商学院ケーススタディを基に作成 

 

図表 9 柳伝志氏再登場後の戦略的動き 

 
〔出所〕長江商学院ケーススタディを基に作成 

■2007年、ウィリアム・アメリオ氏が元デルあるいはIBMの上級管理職をまとめて採
用するパラシュート人事を行った。レノボプロパーの中国人上級管理職が大量離職
■米国式の数字をベースとした硬質性管理と東洋文化から来る属人的ソフト管理の
衝突
■構造転換による消費者市場と新興市場への進出は企業の長期的発展にとって有
益だったが、会社の年間収益や株式評価額、上級管理職の報酬等に大きなマイナ
スの影響

■2009年柳伝志氏が理事長の座に返り咲き、楊元慶氏はCEOに就任

■中国側人員の復帰後、一地域開拓の際に9人（中国人4人、外国人4人、プラス楊
元慶氏）によるM&Aチームが組まれ、３日間現地でマーケティング調査を行い、現地
のベンダーと交流する。その後、チームは1カ月間一緒に仕事する。レノボ式 “草の
根”方式で事業一つ一つを新規展開

・レノボはPC関連のビジネス領域において優勢だったが、既に市場のトレンド
が消費ビジネスや新興市場に移ったにもかかわらず、これら新領域への参入
を躊躇し前進しなかった

・国際市場への進出に邁進し、国内市場が守れなくなった

・レノボ上級管理職チームの急激な更迭によって、IBM企業文化の真髄部分を
獲得できなかっただけでなく、デルの企業文化の優れた部分さえも吸収できな
かった
・“旧レノボ陣営”の相次ぐ離職によって、レノボ成功モデルであったコア企業
文化が失われた

■失敗１：PC市場将来予測の見誤り

■失敗２：統合の完成度に対する判断ミス

■失敗３：初期の成功モデルであったコア企業文化を放棄するのが早すぎた

・Plan—考えをはっきりまとめた後にコミットメント

・Perform—コミットメントしたら必ず達成

・Prioritize—会社の利益がすべて

・Practice—毎年、日々進歩

・旧レノボ陣営が堅持した“有言実行、集団指導体制、反省”などのやり方が徐々
に外国籍のスタッフに受け入れられる。

・守備：中国市場と全世界の企業顧客。利益保護を重視

・攻撃：世界の新興市場（ロシア、ブラジル、インドなど）成熟市場の消費類業務。成
長を重視

■チームを組む：従来から好評だった“集団指導体制”を復活、“CEO独断体制”を否定

■企業文化の再建：改めてレノボの“４P文化”を見直す

■両こぶし戦略の促進：2009年レノボ管理職調整後、楊元慶が理事会に4カ年計画を
提出。レノボに大きな影響を与えた“守備プラス攻撃”と言う両こぶし戦略
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私がみる限り、フォースンの戦略には自発的なものが多い一方、レノボの変化の多くは

強いられた感がある。レノボによる IBM の PC 部門の買収には、デルや HP 等同業他社と

の熾烈な競争に直面していたという背景がある。また、業績が低迷し建て直しに迫られる

と今度は多数を占めていた米国籍の経営陣を解任している。 

現在のレノボの経営陣は国際水準に達しているといえる。レノボは欧米市場に手馴れた

者は欧米事業チームに、振興市場に手馴れた者は中国事業チームに振り分けており、中国

だけでなく、全世界を相手に市場戦略を立てている。この点についてフォースンとは方向

性が異なっている。 

 

５．終わりに 

以上、ここまで話題性の高い二つの買収事例をみてきたが、あまり知られていない海外

投資事例として、当学院の卒業生である劉建国氏が董事長の奔騰集団による日本のゴルフ

クラブメーカー本間の買収や、浙江省の卒業生による東京国際診療所への投資などがある

（図表 1）。いずれも梁信軍氏らと同様ヘルスケアおよびレジャー関連業界への投資であり、

当学院の卒業生の多くが同業界への投資をビジネスチャンスとしてとらえている。中国の

医療サービスは日本の水準には程遠く、梁信軍氏も日本の医療機関との合弁で中国向けに

医療サービスを提供することを検討しているとのことだ。このように中国企業の海外投資

は多岐にわたっている。海外投資を成功させるにはこういったグローバルな視野を持つこ

とが非常に重要だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




