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海外動向〔中国市場進出〕

中国企業が次々と日本企業を買収する理由
中国企業による日本企業の買収が続いている。最
初の大型事例が、2001 年の上海電気集団股份有限
公司による「アキヤマ印刷機製造（株）」の営業権
取得である。世界的に有名なアキヤマ印刷機を買収
したことで、有名ブランドと高い技術力を獲得し、
一気に日本、世界市場に参入することが可能になっ
た。上海電気集団は、2004 年には工作機械メーカー
の「（株）池貝」も買収している。

2003 年、中国大手医薬品メーカーの三九企業集
団が「東亜製薬（株）」を買収し、2007 年には更に
同社を香港の華潤集団が買収した。2006 年には、
中国の太陽電池大手である無錫尚徳太陽能電力有限
公司が、太陽電池モジュールメーカーの「（株）
MSK」を買収した。
2008 年、スポーツウェアの「（株）フェニックス」

は中国の動向集団が新株取得の形で傘下に入った。
フェニックスは、2004 年に産業再生機構に入り、
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—日本企業が中国市場に進出するためのビジネスモデル—

1  中国企業による日本企業の買収が進んでいる。その主な目的は、大競争時代に対応するためのブランド及
びノウハウの取得である。

2  中国企業自身、中国内販には知名度の高いブランドが必要と考えている。知名度が低ければ、プロモーショ
ン投資のために新たにお金と時間を費やして知名度を上げなければならない。

3  日本のメーカーは問屋、商社等から受注するOEM生産が主体である。しかし今後は、中国市場、日本市
場を含め、少なくともサンプル製品の企画機能は持たなければ、OEM生産の受注も困難である。企画機能
がなければ、デザイナー等と連携し、ライセンスブランドを展開するのも一つの方法である。

4  中国市場進出では、中国市場ニーズに対応しなければならない。同時に、価格競争力の強い中国メーカー
と差別化しなければならない。デザイナーの国籍等も柔軟に考えるべきである。また、中国人デザイナー
企業へ投資するという発想も選択肢の一つになる。

5  多くの日本企業は、中国市場進出に際して独資企業設立を選択するが、合弁、連携、投資等、様々な形態
を柔軟に考えるべきである。自社だけが利益を上げ、日本に利益を持ち帰るという発想では中国での協力
者を得ることはできない。日本・中国双方がWIN−WINの関係となるような体制づくりが必要である。

6  中国市場進出は、グローバルビジネスのスタートラインであり、日本、中国、アジアを俯瞰したビジョン
を持つべきである。また、できるところから行うという発想ではなく、必要条件を整備してから中国市場
進出に取り組むべきであり、そうした戦略性を獲得することがグローバル企業として飛躍するための条件
となる。
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その後オリックスグループが所有していた。
2009 年以降、中国企業による日本企業の買収が
加速している。2009 年 6 月、家電量販店「ラオッ
クス（株）」は、中国家電量販大手の蘇寧電器集団
に第三者割当増資を行い、蘇寧電器集団が同社の筆
頭株主となった。11 月には、ジャスダック上場の
システム開発の「（株）SJI」が中国 IT最大手の聯
想控股集団の傘下に入った。12月には、「パイオニ
ア（株）」が、蘇寧電器（株）と戦略提携を行って
いる。同じく、12月、いすず自動車系の自動車部品
メーカーの「日興電機工業（株）」が、中国・自動車
部品メーカー寧波韻昇股份有限公司に買収された。
2010 年 2月には、「（株）本間ゴルフ」が中国のマー

ライオン集団に買収され、4月には、金属大手の
「（株）オギハラ／館林工場」が中国大手自動車メー
カーの比亜迪股份有限公司（BYD）に買収された。
アパレル業界に衝撃が走ったのが、東証一部上場
の大手アパレル「（株）レナウン」が中国繊維大手
の山東如意科技集団の傘下に入ったというニュース
だった。山東如意科技集団は、山東省済寧市に本社
を持ち、1972 年に創立された中国の紡績から縫製
までの一貫生産体制を持つ総合繊維メーカーで、
ウール、カシミヤ、綿等の織物・ニットなどを扱っ
ている。山東如意科技集団はレナウンの株式
41.18％を保有する 1位株主になった。1株 120 円
で手取概算額は約 37 億 7,000 万円。日本及び中国
における出店、店舗改装及びその他の設備投資費用
に 20 億円、同じく宣伝費用、販売促進費用に 10
億円、IT設備費用に 10億円を充てる予定である。
いずれの日本企業も、不況下で赤字に陥り、中国
マネーの導入により経営再建を図ろうとしている。
一方の中国企業は、日本の高度な技術、経営ノウハ
ウ、知名度の高いブランドを導入することが主な目
的となっている。
現在、中国企業はこれまで経験したことのない大
競争時代に突入している。世界中の企業が中国市場
に参入し、中国国内でも次々と企業が生まれている。
この厳しい競争に勝ち抜くためには、これまでのよ
うなドメスティックな経営手法だけでは通用しな
い。国際的な企業への脱皮が必要である。
また、輸出企業が中国国内市場に参入するには、
オリジナルブランドの構築が必要だが、一からブラ
ンドを構築し、人材育成するには時間がかかり過ぎ
る。そこで、金で時間を買うという発想が生まれて
いる。レナウンを買収した山東如意科技集団も大手
繊維企業だが、糸やテキスタイルの販売、OEM生

産による輸出ビジネスが主体であり、中国内販が課
題となっている。中国内販を目指す中国輸出企業は
数多く、今回のレナウンの買収が成功すれば、次々
と新たな投資が行われるだろう。

知名度の高いブランドがなければ中国内販は困難
中国企業でさえ、中国内販には知名度の高いブラ

ンドが必要と考えている。もちろん、日本企業も同
様である。
中国企業が考えるブランド戦略は二つ。
第一は、有名ブランドの買収、あるいはライセン

ス。つまり、社外からブランドを調達する戦略。
第二は、自社でブランドを開発する戦略。この場
合は、ブランド知名度を上げるためのあらゆる努力
をすることが求められる。例えば、有名人のイメー
ジキャラクター採用等の大規模なプロモーションに
より一気に市場シェアを拡大するという戦略であ
る。
日本企業が中国市場に進出する場合でも、二つの
戦略が考えられる。
第一は、世界的に有名なブランドのライセンスブ

ランドで進出する。日本の大手アパレルは、ライセ
ンスブランドの比率が高い。ほとんどは日本国内だ
けの製造販売権だが、それを中国に拡大できるよう
になれば有利なビジネスが可能だ。もし、欧米のラ
イセンサー企業との結びつきが強ければ、インポー
トとライセンスのミックスで店舗展開するという方
法もある。
しかし、日本企業には中国国内での販売経験や独
自の運営ノウハウがない。その場合は、中国企業と
の提携が必要になるだろう。つまり、欧米のブラン
ドライセンサー企業、マスターライセンシーとして
の日本企業、中国での販売を担う中国企業の 3社提
携である。
第二は、自社ブランドを独自のプロモーションで
一気に知名度を上げるという戦略である。もし、中
国企業並みの投資が可能ならば、中国人に人気のあ
る知名度の高いイメージキャラクターモデルを設定
するのも効果的である。
不可能であれば、更に二つの選択肢が考えられる。
第一は、プロモーションに必要な資本を中国で調
達する方法。この場合、独資企業は不利になる。中
国企業との合弁による資本増強や、中国政府機関等
からの融資を募ることになる。
第二は、低コストで効果的なプロモーションの展

開である。
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日本企業が中国市場に進出する場合、日本で有名
ブランドであっても、中国では無名ブランドと考え
なければならない。最低でも、日本でブランドデ
ビューする場合のプロモーションが必要であり、本
来ならば日本以上のプロモーションが必要である。
現状、中国市場において、日本企業は中国企業よ

りもいくつか有利な点を持っている。例えば、中国
政府は輸入促進に動いているので、日本企業の進出、
日本からの輸入は歓迎される。更に、中国のアパレ
ル企業に貢献するということになれば、中国社会に
歓迎されるだろう。
例えば、中国の繊維アパレル業界団体のイベント

の冠スポンサーになることで、知名度を上げるとい
う方法がある。日本企業は団体等から寄付を要求さ
れると、「たかられる」というマイナスの印象を持
つことが多い。しかし、中国ではスポンサーになる
ことは名誉であり、会社をPRする絶好の機会と捉
える。中国の業界団体が主催する催しは国策的イベ
ントなので、それに参画することは中国業界への貢
献として業界トップやキーマンから高い評価を得る
ことにつながる。欧米や韓国、台湾の企業はそれを
よく理解している。多くの中国企業は、イベントの
冠スポンサーになりたいのだが、主催者は海外企業
を優先する。日本企業がスポンサーになれば、その
イベントは国際イベントになるのに対し、中国企業
のスポンサーでは国内イベントという位置づけにな
るからだ。
しかし、こうした戦略も中国の事情を熟知してい
なければ採用されない。保守的な企業は、日本の前
例がないことは決断できないことが多いのである。

OEMメーカーが中国市場に進出するための
ビジネスモデル
日本のメーカーの多くは、デザイン機能を持たな
いOEMメーカーである。テキスタイルメーカー、
縫製メーカー共に商品企画機能を持っていないケー
スが多い。例えば、テキスタイルメーカーの技術者
は、組織、密度、撚糸回数等には詳しいが、カラー
については、問屋やアパレルの仕事の範疇と考えて
いる。カラーは指示通りに染色すればいい、という
考え方であり、自らがカラー決定するという発想が
ない。
しかし、日本以外の国において、テキスタイル企
画の最も重要な要素がカラーの決定である。カラー
の知識なくして、テキスタイルの企画はできないし、
染色して販売するのが、テキスタイル販売の基本で

ある。同様に、日本のニッター、縫製メーカーもデ
ザイン機能を持っていない。デザインやパターンは、
アパレルから支給されるものと考えている。
つまり、日本の繊維メーカーの多くは、紡績、合
繊メーカー、テキスタイルコンバーター、産元問屋、
アパレル問屋等の下請けであり、メーカーとして自
立していない。下請けゆえに、自社のオリジナルブ
ランドを持つという発想がない。ブランドがなけれ
ば、中国市場に参入することはできないのである。
オリジナルブランドを持たないメーカーが中国市
場に参入するには、二つの方法が考えられる。
第一は、中国市場に浸透しているアパレル企業等

のOEM生産を受注すること。一部の日本商社は、
既に日本アパレルのOEMよりも、中国市場で販売
する商品のOEM生産に力を入れようとしている。
しかし、海外アパレル企業のOEM受注をするには
営業力、コスト競争力、素材調達力等が必要である。
もし、一社でできなければ、複数の企業が連携しな
ければならない。
OEMメーカーが数多く出店する香港ファッショ

ンウイーク等では、OEMメーカーもトレンドに対
応したサンプルを出展している。OEMメーカーと
いえども、サンプルまで最低限の企画提案力は必要
である。
第二は、ライセンスブランドによる小売り及び卸
売りである。現在の中国のアパレル流通は、直営店
か代理商（FC展開）が主であり、どちらもショッ
プ単位の商品力がなければ売場を展開できない。現
状では、セレクトショップ業態は少なく、小売店が
単品を仕入れて、独自の編集をするというケースは
少ない。
例えば、日本の単品アパレルは、様々なライセン

シーとなって商品を展開している。しかし、多くの
場合、それらが一つのショップにはならず、単品平
場で展開されている。もし、ライセンサーやマスター
ライセンシーが、ショップを編集できるだけの企画
力があれば、複数の企業が同一のブランドでショッ
プを構成できるはずだ。
例えば、紳士服スーツアパレル、カジュアルアパ

レル、インティメイトアパレル、ニットアパレル、
バッグメーカー、靴メーカー、帽子メーカー等がデ
ザイナーと契約して、ショップを構成する。その
ショップごと、パッケージとして中国で販売してい
くという発想である。
逆に言えば、このビジネスモデルは日本のデザイ

ナービジネスの新しい方向性かもしれない。単品ア
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パレルと契約して、コレクションを構成し、日本と
中国でショップ展開していく。デザイナーというよ
りも、ブランドディレクター、クリエイティブディ
レクターに近いのだろうか。自らが服を作るのでは
なく、単品各社のもの作りのディレクションを行い、
ブランドとしての統一感を表現し、そのロイヤリ
ティを受け取るというビジネスモデルである。

中国人の嗜好に合ったデザイナーを起用する
中国人消費者は、日本製品に対して「安心・安全」

「高品質」という良いイメージを持っている。中国
人観光客も、日本製品を探して購入している。しか
し、中国人のイメージと現実のギャップも存在する。
アパレルの分野では、デフレ傾向が続き、日本のア
パレル市場は低価格志向に陥っている。中国人がイ
メージする日本製品はもっと高級・上質である。
中国の展示会、売場で注目を集めるには、商品を
周囲から際立たせなければならない。日本人消費者
の嗜好は、周囲に調和するファッションであり、あ
まり個性の強いものは好まない。しかし、中国人消
費者は、欧米人に近く、明確な主張を持つファッショ
ンを好む。ファッションの主張と自分の主張が合え
ば購入するというスタイルである。その両者の違い
が、デザインよりも、技術や品質を重視する日本人
と、視覚的な差別化を重視する中国人の違いとなっ
ている。
渋谷 109 系に代表される個性的なアパレルであ

れば、サイズ展開の対応だけで、中国市場でも販売
が可能だろう。しかし、百貨店アパレルのように、
ブランドの個性よりも流行や売れ筋を重視している
ブランドは中国市場で苦戦することになる。
テキスタイルもアパレルも、中国市場、中国人消
費者の嗜好に合ったデザイナーを起用しなければな
らない。それは必ずしも日本人とは限らない。中国
人、香港人、台湾人の方が中国市場については熟知
しているかもしれない。あるいは、日本人と外国人
の混成チームかもしれない。しかも、中国メーカー
の製品とは差別化しなければならないのである。
また、すべてを自社で完結するのではなく、投資

という手法でビジネスを展開することも考えられ
る。中国企業による日本企業の買収ばかりが目立っ
ているが、日本企業による中国企業の買収にも様々
な可能性がある。
例えば、中国人デザイナーのアパレル企業に投資

をする。テキスタイル、付属、副資材、縫製等のモ
ノ作りのノウハウは日本側が提供する。また、店舗

設計、店舗運営、接客サービス等も日本の専門家を
派遣するなどして、競争力を高める。単純に投資す
るのではなく、投資することにより、日中の理想的
なチームを作るという発想である。
日本企業が中国人デザイナーに投資すること。あ
るいは、中国アパレル企業に日本企業が投資し、中
国企業に足りない部分を補うことは、中国のアパレ
ル業界、関連団体からも喜ばれるだろう。こうした
地元の支援があれば、コストをかけてプロモーショ
ンしなくても、マスコミ等にも取り上げられるに違
いない。

中国市場進出のスタイルを柔軟に考える
世界の工場としての中国に進出した日本企業は、

中国の安い人件費を活用するために、中国に生産会
社を設立した。改革開放当初は合弁企業しか認可さ
れないために、国営企業の体質を残した中国側と日
本側の意見が噛み合わず、あらゆる場面で苦労が耐
えなかった。その後、独資企業が認可されるように
なり、スムーズな企業運営が可能になった。
そのため、日本企業の多くは中国市場進出に当た

り、まず中国に販売のための独資企業を設立しよう
とする。しかし、私は販売会社を設立するのならば、
独資にこだわらず、合弁企業も選択肢として残した
いと考えている。
その理由は 6つ。
第一の理由は、中国市場参入は、中国人消費者、

中国企業、中国政府機関とのコミュニケーションが
不可欠であり、日本人では対応できないこと。
第二の理由は、日本企業、日本人は日本国内のビ

ジネスだけしか経験しておらず、海外の言語、商慣
習、文化、生活スタイル、宗教、価値観、美意識等
に対応することが難しいこと。中国ビジネスにおい
ては即断即決が求められることが多いが、日本の組
織と意志決定システムでは対応が難しいこと。
第三の理由は、日本独資企業よりも、中国との合
弁企業の方が、資金調達、許認可取得等で有利であ
ること。
第四の理由は、独資企業であっても中国の事業
パートナー、中国人社員とのコミュニケーションは
不可欠であり、最終的に中国人に依存しなければな
らないこと。
第五の理由は、海外ビジネスに長けている欧米企
業の多くは、市場参入する場合、相手国との合弁企
業を設立していること。例えば、日本市場に参入す
る際にも、日本の商社等とジャパン社を設立し、日
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本人社長を起用している。
第六の理由は、中国側の企業を説得するには、明
確な事業プラン、利益計画の算出が必要であり、そ
の過程で最低限の調査や準備が必要になること。こ
の壁を乗り越えることが、中国市場でのビジネスを
成功に導くことになる。つまり、中国企業が投資し
たくなるような経営ビジョン、経営計画を事前に準
備することで、中国ビジネスのリスクを減らすこと
ができるのである。
中国市場進出の形態を柔軟に考えることは、中国
市場参入の選択肢を広げる。独資に凝り固まってい
たのでは、様々な連携、投資、資金調達等の可能性
を摘むことになるのである。

日本人もアジアスケールの投資家の発想を持とう
多くの日本企業は、日本での組織、人材、事業モ
デル等をそのまま中国に持ち込んでビジネスをしよ
うとしている。それを突き通すには、合弁よりも独
資がふさわしいのも確かである。
しかし、私が提案したいのは、中国で成功してい
る中国企業の事業モデルを参考に、成功する条件を
整えるということである。人材が必要ならば人材を
獲得し、資金が必要ならば、資金調達を行う。ビジ
ネスに必要な資源を揃えてから、勝負しようという
ことである。
その基本の上に、中国企業が抱えている課題を解
決し、中国企業以上の競争力を獲得することを目指
さなければならない。
中国企業は、ブランドや技術、ノウハウが必要な
ので、日本企業を買収している。日本企業も同様の
発想を持つべきではないだろうか。
社内に人材がいなければ社外の人材をスカウト

し、社内に十分な資金がなければ、資金調達の方法
を考える。ブランドの知名度が必要ならば、ブラン
ドの知名度を上げる具体策を考え、信頼できる中国
人パートナーが必要ならば、どうすれば信頼できる
中国人パートナーが獲得できるかを考える。
既存の中国企業を買収することで問題解決ができ

るのならば、それも選択肢の一つである。また、中
国ビジネスの経営者もスカウトするべきかもしれな
い。
これまで、日本企業の経営者は、工場長であり、
営業部長だった。常に自分が経営の主体であり、誰
かに経営させて、リターンを得るという発想はな
かった。だから、自分がやらなければならないと考
えてしまう。

中国人経営者は投資家である。もちろん、起業時
には工場長であり、営業部長だった。しかし、ビジ
ネスが成功すれば、他の可能性にも積極的に投資し、
多角経営を進めることでリスクヘッジしている。そ
の意味では、非常に広い視野を持っていると言えよ
う。中国ビジネスとは、そういう資本家との競争で
ある。敵を知って、打ち勝つためには、自らも資本
家としての発想を持つべきではないだろうか。
こうした意味からも、中国ビジネスは日本国内の
ビジネスの延長ではない。日本市場に成長の可能性
がないから、中国市場を攻略したいという企業も多
いが、日本の地方都市への出店と、中国への出店を
同レベルで考えてはならない。中国は日本よりも遅
れているから、日本の手法がそのまま通用すると考
えるのは過ちである。最近 5年間は、既に中国市場
に進出している企業がそのことに気づくために費や
されていると言ってもいいだろう。
日本企業にとって、中国ビジネスはグローバルビ
ジネスの第一歩である。ここでグローバルビジネス
を展開できる陣容を整備できれば、次々と新しい市
場に進出することができるのである。
中国市場進出とは、日本製品を輸出することでは

ない。輸出するだけなら、中国に販売会社を設立す
る必要もない。中国企業に独占販売権を与えれば良
いのである。
現在、楽天やユニクロなど、一部の先進的日本企
業が社内の公用語を英語に指定している。これもグ
ローバル企業への第一歩であり、海外の人材を活用
するための方策であり、同時に、本社の海外移転等
を可能にするための準備でもある。
グローバル企業は、組織、人材、本社や営業拠点、
事業領域等をすべてグローバルに考えなければなら
ない。日本市場は価格志向が強くなり、中国生産の
低価格商品に集中している。しかし、中国の高級品
市場を狙うのであれば、あえて、メイドインジャパ
ンにこだわることで差別化を図ることも重要であ
る。グローバル企業とは、日本国内の横並び意識か
ら脱することでもあるのだ。
アジアビジネスを展開する経営者は、もう一度ア

ジアを俯瞰して欲しい。自社の特徴、競争力とは何
か。日本にあるビジネス資源とは何か。中国企業に
は、どんな強みと弱みがあるのか。今後、アセアン
諸国はどのような発展を遂げるのか。中国市場もそ
の全体像の中の一部であると認識すべきだろう。


