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低コスト・ビジネスモデル

ボストン コンサルティング グループ（BCG）
BCGは、世界をリードする経営コンサルティングファームと	
して、さまざまな業種・マーケットにおいて、カスタムメードの	
アプローチ、企業・市場に対する深い洞察、クライアントとの
緊密な協働により、クライアントが持続的競争優位を築き、
組織能力（ケイパビリティ）を高め、継続的に優れた業績を	
あげられるよう支援を行っています。
1963年米国ボストンに創設。1966年に世界第2の拠点として	
東京に、2003年には名古屋に中部関西オフィスを設立。	
現在世界41カ国に70拠点を展開しています。
http://www.bcg.co.jp/

「低コスト」自体は今に始まったことではないが、いま、

「低コスト・ビジネスモデル」の新しい波が起きている。

世界各地の多くの業界で、低コスト・モデルの企業が旧

来型企業からシェアを奪っている。

この新しい波が最初に出現したのは新興市場だ。経

済的余裕のない膨大な数の潜在顧客を顧客として取り

込むためには、現地企業も多国籍企業も、新たなモデル

を開発しなければならない。こうした新興国発のモデル

は先進国市場にも重大な戦略的影響をもたらす。新興

国のリーダー企業群が、母国市場で成功した手法を武

器にグローバルな競争に挑んでいる。多国籍企業は、新

興国向けに創り出した低コスト商品・サービスを先進国

市場に展開して、競合企業を混乱させたり、新たな売れ

筋価格帯を開拓したりしている。

伝統的企業の状況を見ると、既にこの波に乗っている

ところも一部あるものの、乗り遅れる恐れのある企業が

あまりに多い。
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低コストの歴史と黄金律

1436年、ヨハネス・グーテンベルクが印刷機を発明し

た。それ以前は、修道僧が丹念に優美な書籍を手作りし

ていた。グーテンベルクの発明は生産コストを劇的に下

げ、1500年までに、有史以来、印刷機の発明までに作成

された書籍の数を上回る、約2,000万冊の本が印刷さ

れた。

1869年には、ジョン・セインズベリーが初のセルフ

サービスのスーパーマーケットをロンドンに開店した。そ

れまでは、立地と店員が食料品店の主な競争要因だっ

たが、セインズベリーは、中心部から離れたところにセル

フサービス式の店舗を開いた。これにより削減できたコ

ストは、低価格で商品を提供することで顧客に還元し

た。このモデルはすぐに成功をおさめた。

低コスト・アプローチは、単に現在の顧客が同じ商品

をより低価格で買える機会を提供するだけではない。

もっとも重要なのは、既存顧客と新規顧客の両方に対

する、根本的に新しいバリュー・プロポジション（価値提

案）であること、そして、斬新なオペレーション・モデルに

支えられていること、である。象徴的な逸話がある。アイ

ルランドの格安航空会社（LCC）、ライアンエアーを初め

て利用した乗客の55％は、飛行機に乗ること自体が初

めてだったという。

セインズベリーのイノベーションから約1世紀後、ドイ

ツのアルブレヒト兄弟はスーパーマーケットを再考し、新

たな業態を生み出した。スーパーマーケットは大規模な

ハイパーマーケットとなり、不動産コストや人件費が大き

く膨らんでいた。アルブレヒト兄弟は、品揃えを600品目

程度におさえ、ほとんどをプライベート・ブランド商品に

することで、中心部でも低価格で商品を提供できること

に気づいた。こうして創業したディスカウント・チェーン、

アルディは驚くべき成功をおさめた。

品質には妥協せず、提供する商品を絞り込むことも、

低コスト・ビジネスモデルの大きな柱のひとつである。

1908年にT型フォードを発売したヘンリー・フォードは、

この原則を活用した。1913年にベルトコンベアを用いた

流れ作業方式を導入するとともに、ボディの色を塗装の

乾きがもっとも早い黒一色に絞り込んだ。バラエティを

減らすことでコスト効率を高めたのである。

1948年、マクドナルド兄弟はレストランの新業態を発

明した。限られたメニューのみで、ウェイターもおらず、

顧客がカウンターで直接注文する。メニューの単純化と

セルフサービス化によりコストを低減したのだ。

これらの事例は、低コスト・ビジネスモデルの以下の4

つの黄金律を如実に物語っている。
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◇  低コストとは低マージンではない。高収益も達成可能
だ。たとえば、ライアンエアーとマクドナルドは、それぞれ

の業界でもっとも収益性の高い企業のひとつである。

◇  低コストとは低品質ではない。一定水準以上の品質を
保ちつつ、提供する商品・サービスを絞り込んでいる

場合が多い。

◇  低コストとは安っぽい物まねではない。真のイノベー
ションである。

◇  低コストとはノーブランドではない。強力なブランドに
支えられている場合が多い。

すべての成功した低コスト・ビジネスモデルが似通っ

ているわけではないが、その多くに共通する特性があ

る。それは、ビジネスモデルのあらゆる要素にわたり、革

新的かつ整合性のとれた選択を注意深く行っていること

である（図参照）。

低コスト・ビジネスモデルの新たな潮流

21世紀初めには多国籍企業の多くが、成長を達成す

るためにはBRICｓ市場で勝利をおさめる必要があるこ

とを認識するようになった。

ほとんどの企業は、先進国におけるビジネスモデルを

これらの市場に単純に移植した。これらの企業は、新興

国の大都会の高所得層をターゲットにすることで、売上

は小さいながら2桁の成長を遂げた。これ自体はすばら

しいことだが、企業のグローバルの業績や長期的ポジ

ションに実質的な影響をもたらす可能性は低い。ほとん

どの業界で、新興国・急成長地域で戦略的に重要な売

低コスト・ビジネスモデルの成り立ち：
あらゆる要素で革新的な選択を行い、全体を統合

低コスト・ビジネスモデル

バリュー・プロポジション

オペレーション・モデル

ターゲット・セグメント 商品・サービス 収益モデル

バリューチェーン コスト・モデル 組織体制

価格に敏感な顧客層に
フォーカス

ターゲット層の
優先事項と
事業の経済性を
理解

ターゲット層に強く
アピールする商品

バリュー・プロポジション
を支えるサービス・スタン
ダード

存在感と信頼を築く
ブランディング

基本的な中核価値に
みあう価格
　 •余分なものは排除
　 •オプションには課金

資産ベースを最適化
　 •中核的活動か、
　非中核的活動か
　 •内製か、
　アウトソースか

標準化された最新式
設備・機材を利用

バリューチェーン全体で
低コストを実現

収益がとれる形で
バリュー・プロポジション
を実現できるコスト目標を
設定

オペレーション効率の
高い体制

明確なビジョン、
企業家的文化
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上をあげるためには、ピラミッドの最上層に限らず、より

広範な市場を取り込むことのできるビジネスモデルや商

品・サービスを開発する必要がある。低コスト・ビジネス

モデルは新興国戦略に不可欠な要素なのである。

このような戦略を実現した好例のひとつとしてノキア

があげられる。同社は途上国で勝利をおさめるために、

各市場に適応させたビジネスモデルを開発した。現地の

R&Dセンターを活用して、主流顧客層の固有のニーズに

対応した低コスト製品を創り出した。そして、これらの製

品を市場に届けるために新方式の流通システムを築きあ

げ、競合企業をはるかに上回るリーチを獲得した。イン

ドで同社は市場に深く入り込むことにより華 し々い成長

に火をつけ、参入当初はほとんどないに等しかったイン

ドの携帯電話市場は、中国に次ぐ世界第2の規模に成長

した。

今日、ノキアはインドで30億ドルの売上をあげ、同国

で最大の多国籍企業のひとつとなっている。現在同社

は、機敏な新興国企業の猛攻に直面している。たとえば	

中国の大手携帯電話メーカー、Tianyu（天宇朗通）が、

スピーディーな商品開発や紫外線ニセ札判定機などの

独自機能に注力して、上位に浮上している。

低コストは新興国市場では不可欠の要素だが、成熟市

場でも創造的アイデアの源泉となる場合が多い。2002

年当時、ゼネラル・エレクトリック（GE）は10万ドル以上

する超音波診断装置を中国の最先端病院に販売してい

たが、業績は芳しくなかった。中国市場で成功するには、

劇的に異なるビジネスモデルが必要なことは明らかだっ

た。そこでGEは、低コストかつ携帯可能というバリュー・

プロポジションを追求することにした。同社は携帯型装

置を開発し市場投入するために、R&D、営業、サービス

のオペレーション・モデルを根本的に変えた。当初3万ド

ル（現在は1万5千ドル）で発売されたこの製品は成功を

おさめ、中国市場での売上は上昇軌道に乗った。

GEはさらに先進国でも、従来型超音波診断装置では

大きすぎたり価格が高すぎたりする場合に、この新製品

のニーズが大いにあることを発見した。2008年には携

帯型超音波診断装置の売上は約3億ドルに達した。同

社は、他の医療機器はもちろん、航空機エンジンなど他

の事業でも、この「双方向」の成果を得た。GEの会長兼

CEOのジェフリー・イメルト氏は、このアプローチを「リ

バース・イノベーション」と呼んでいる。

低コスト・ビジネスモデルでイノベーションを起こす

プレーヤーは先進国企業だけではない。インドのタタ

自動車は、モーターつきの乗り物を必要としているが、

従来の自動車は買えない世帯に、莫大な潜在的機会を

見出した。タタが2009年に2,500ドルのナノを発売す
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るまで、こうした世帯にとって三輪自動車が唯一の選択

肢だった。

タタは、2,500ドルの自動車を設計、生産し、顧客に

届けるために自動車のビジネスモデルを徹底的に見直

した。もちろん、余計なものを多数取り去り、オプショ

ンを限定した。さらに重要なポイントは、部品メーカー

に頼るところの大きい「オープン開発モデル」を活用し

たことだ。GEと同様、タタはこのイノベーションを先進

国にも持ち込みつつある。同社は、あらゆるヨーロッパ

の規制基準に対応した1万ドル未満の自動車、「ナノ・

ヨーロッパ」を2012年までに欧州市場で発売すると発

表した。

従来型企業はどう対応すべきか

企業は低コストの話になると、2つの罠にとらえられが

ちだ。ひとつは拒絶の罠、もうひとつはイノベーションの

罠である。

拒絶の罠は誰もが知っている。低コスト・モデルの自

社事業への影響を過小評価してしまう。低コスト・プレー

ヤーは手ごわい競争相手ではないと考える。自社の顧客

は、自社のサービスやブランドを高く評価しているため乗

り換えはしないだろうと思い込む。低コスト・プレーヤー

に顧客が流れ始めるのに気づくと、微調整したり真似し

たりする。しかし、それが結局うまくいかないと、プレミア

ム・セグメントに逃げこんでゆく。

1990年代半ばにジェネリック（後発）医薬品の成長

に対して従来型製薬企業がとった反応は、まさにこのと

おりだった。彼らはジェネリックは取るに足らないと考

えて、低価格市場は特許切れ製品で対応しようとした。

なかにはジェネリック部門を立ち上げた企業もあった

が、利幅が薄いため従来型の高コスト・ビジネスモデル

で収益をあげることができずに撤退したところもある。

しかし、今では、ジェネリックのリーダー企業であるテ

バファーマスーティカルは製薬業界上位4分の1に入る

収益性をあげ、医薬品市場全体の3倍のペースで成長

している。同社はさらに新薬の開発・販売にも乗り出し

ている。

イノベーションの罠もよく知られている。開発チームは

たいてい、新商品は常に以前のモデルよりも、良い商品

で、より洗練されているべきであり、したがって価格もよ

り高くすべきだと考える。高価格の新商品が発売される

と、前世代の商品は値引きされ、中級品や最低価格品に

なる。

一方、賢明な低コスト・プレーヤーは、低所得層をター

ゲットとした真のイノベーションに投資する。彼らは新技

術や新しいビジネスモデルを活用して、旧来の技術と戦
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い、勝利をおさめる。ある大手医療機器企業は、このよ

うな傾向を認識して、最近、R&D活動の一部を低価格

商品群のリニューアルに再配分する意思決定をした。

この拒絶の罠とイノベーションの罠にはまらずに、低コ

スト・ゲームに参戦しようと意思決定した企業にとって

も、さらに難しい選択がある。

◇  低コスト・ビジネスモデルのオペレーションは中核事業
の中で行うべきか。

◇  親会社と同じブランドを用いるべきか。

◇  親会社とのシナジーの最大化をめざすべきか。それと
も、自立した経営を志向すべきか。

◇  低コスト事業は自前で育てるべきか、M&Aを活用す
べきか。

これらの問いには全ての場合に当てはまる唯一の解

など存在しないが、経験則から次のようなことがわかっ

ている。

◇  低コスト事業は、旧来の「高コスト」環境ではうまくい
かない。

◇ ブランドは、ある程度までしか拡大適用できない。した
がって、第2のブランドが望ましい場合が多い。

◇  低コスト・モデルにとっての最優先事項は、それ自体の
真価によって勝利をおさめることだ。シナジー追求は

二次的な問題である。

◇  低コスト・モデルを自前で立ち上げて輝かしい成功を
おさめた例もある。しかし、良い買収候補が存在するな

ら、優れた低コスト・プレーヤーを初期の段階で買収し

て、買収後、自律的な経営を任せるのも得策である。

自前での成功の好例は、カンタス航空が立ち上げた

格安航空会社、ジェットスター航空である。ジェットス

ターは大幅な自治権を与えられ、独自に飛行機の購入

やスタッフの採用を行い、自社ブランドで運営すること

ができた。ジェットスターは操業初年度に黒字となり、

2009年にカンタス航空は、同社の堅固な財務業績は主

としてジェットスターの高い収益性に支えられたものだと

述べている。格安航空会社を立ち上げた他の伝統的航

空会社のほとんどは、親会社とのシナジーを最大化す

る道を選び、失望する結果に終わった。大手航空会社

の経済性を基盤に、低コストの要素をいくらか組み込ん

だ、ハイブリッド型オペレーション・モデルでは、格安航

空会社のバリュー・プロポジションに適合しなかったか

らである。

一方、低コスト・モデルの展開におけるM&Aの役割

を示す好例が、眼科レンズの世界最大手、エシロール・	
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刷機を創造して、人類の利益のために真の革命を起こす

道を歩むのだろうか。

	 Nicolas	Kachaner

	 Zhenya	Lindgardt

	 David	Michael

本稿は、BCG	FOCUS,	The	New	“Low	Cost”	を翻訳・再編集したものです。

Nicolas	Kachaner
BCGパリ事務所　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
Zhenya	Lindgardt
BCGニューヨーク事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター
David	Michael
BCG北京事務所　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター

インターナショナルである。同社は欧米市場でのアジア

からの輸入品のシェア増大に対抗するために、いくつも

の手を打った。過去10年間、同社はあらゆる大陸で低

コスト・プレーヤーを計画的に買収してきた。そのなか

には、韓国の大手レンズメーカー、インドの研究所、そし

て、イタリア、イギリス、アメリカの大手レンズ物流会社な

どがある。エシロールは、収益性が非常に高いこれらの

企業に、独立性の高い経営を任せている。

多国籍企業は、堅固な低コスト戦略なくしては、新興

市場で戦うことはできないし、先進国でも革新的な低コ

スト企業に勝つことはできない。低コストで攻撃してくる

企業は痛いところをついて、旧来型ビジネスモデルの経

済性を急速に崩壊させてしまう場合が多い。

自社の経営陣を集め、いっしょに最悪の悪夢を想像し

てみよう。それから、自社が犠牲者ではなく創始者とな

るにはどうしたらよいかを考えてみよう。これは、現在の

収益の一部とカニバリゼーション（共食い）を起こすこ

とになるかもしれないが、自社の市場スコープを桁ちが

いに拡張できる可能性も非常に高い。

あなたの会社は、写本をより速くよりきれいに彩色しよ

うとする、15世紀の修道僧のような生き方をするのだろ

うか。あるいは、自社を業界トップに躍進させる新しい印

　 13
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既刊「展望」
Vol. 150 今また戦略の時代
Vol. 151 キャッシュを生むR&D・商品開発：
	 イノベーション・トゥ・キャッシュ（ITC）
Vol. 152 「ニューラグジュアリー」型ブランドの創造
	 ―ワンランクアップの新商品開発・需要創造のカギ
Vol. 153 新視点での調達戦略―ネットワークと情報
Vol. 154 ベン・ホーガン　完璧を求めて
Vol. 155 成果主義を超えて
Vol. 156 営業現場を変える：SFE（営業生産性向上）
Vol. 157 投資家の顔が見えているか
Vol. 158 ポートフォリオ戦略：悪循環から抜け出すステップ
Vol. 159 M&Aの幻想と真実
Vol. 160 フロント係のジレンマ：
	 変革マネジメントの迷信を打ち破る
Vol. 161 「現実」を超えて、「認識」を変える
Vol. 162 ひとり二極化消費の心理学
Vol. 163 「現場力」を超えて戦略スペースを広げる
Vol. 164 企業再生リーダー　最後のスピーチ
Vol. 165 イノベーション・マネジメントの勘どころ
Vol. 166 ネクスト・ビリオン
	 ―世界最大の未開拓な消費者市場
Vol. 167 不透明な時代の戦略構築
	 ―ハイ・パフォーマンス企業調査にみる３つの鍵
Vol. 168 景気後退に克つ戦略
Vol. 169 景気後退に克つリーダーシップ
Vol. 170 グローバリティ
	 ―グローバリゼーションを超えて
Vol. 171 永続する企業を目指して
	 ―日本企業の伝統的強みに根ざした「サステナビリティ経営」
Vol. 172 ビジネスモデル・イノベーション
Vol. 173 ソーシャル・アドバンテージ：
	 社会的課題解決と事業戦略の融合

バックナンバーは、弊社ホームページでご覧いただけます。
http://www.bcg.co.jp/
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弊グループでは、企業経営に関する様々なテーマについて
コンサルティングサービスを提供しております。
ご関心をお持ちの方は、bcgtokyo@bcg.co.jp	までお問合せ
ください。　　

ボストン　コンサルティング　グループ

東京事務所
東京都千代田区紀尾井町4-1	ニューオータニガーデンコート〒102-0094

Tel.03-5211-0300   Fax.03-5211-0333

中部関西事務所
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4	JRセントラルタワーズ〒450-6036

Tel.052-533-3466   Fax.052-533-3468
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