
変化する新興国市場　多国籍企業がいま取り組むべき課題  30

新興国市場にとって今は試練の時だ。中国の経済成長率はここ10年
あまりでもっとも低水準となり、一時は好景気に沸いたブラジル、メキ
シコ、ロシア、南アフリカなどの国々の成長率も年間0.1～2.5%程度に
まで減速している。新興国を見回すと、通貨は弱体化し、資産バブルと
負債の増加に対する不安が高まり、海外直接投資は激減している。こう
したボラティリティ（変動の度合い）の増大により、自社が新興国市場の
リスクを多く抱えすぎているのではないかという懸念が多くの企業に
広がっている。

新興国市場の課題はボラティリティだけにとどまらない。より根本
的で長期的な変化によって競争環境が様変わりしつつある。ほとんど
の新興国市場では、低コスト構造で現地の消費者を知り尽くした現地
企業が攻勢を強め、オペレーションの改善を迅速に進めている。ます
ます希少になっている有能な人材の獲得競争も激化し、人件費を押し
上げる。これらの動きは収益性に悪影響をおよぼす。たとえば、上海
の米国商工会議所によると、中国で世界平均を上回る営業利益率をあ
げた米国企業の割合は、2010年の約50%から2013年には30%強まで
減少した。

変化に適応した打ち手

しかし、新興国市場からの撤退や事業縮小を計画している企業は再
考すべきだ。大本の基本的動向はなお有望だからだ。そのひとつは、
ほとんどの業界において、新興国市場は今後も並ぶもののない成長の
源泉であるということだ。もうひとつは、今後10年間に数億もの世帯
が次々と中間・富裕層に仲間入りすることだ。

悲観的になるようなニュースが続く昨今だが、新興国市場の重要性
はかつてないほど高まっている。激動の2013年においても、これらの

《日本の読者の皆様へ》

「新興国」は皆様にとってどのような意味を持つでしょうか。そこは
戦うべき市場でしょうか、何らかの供給・生産拠点でしょうか、それと
も輸出品で攻めてくる競合企業の本拠地でしょうか。いずれにしても、
「新興国」抜きに戦略を検討することはできないのではないでしょうか。
一方で、新興国では右肩上がりの成長が終わり、コストも上昇する 
など、事業環境は厳しさを増しています。加えて、現地企業が成長する 
につれて新興国での日本企業の価値は低下してきています。また、 
欧米（そして韓国）企業が中国、インド、東南アジア、アフリカなどさま
ざまな地域で攻勢を強めています。
もはや日本企業にとって、新興国に基盤を構築するために残された
時間は多くはありません。
本稿では、日本企業を含む先進国企業が新興国の新しい現実に適応
するために何を考える必要があるのか、を論じています。いったん 
立ち止まって新興国への取り組みを再考されてはいかがでしょうか。
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いわゆるBRIC諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）が注目を集めてき
た。さらに最近では、MINT（メキシコ、インドネシア、ナイジェリア、ト
ルコ）が話題を集めている。もちろん、グローバルな成長を望む企業な
ら、中国とインドを無視することはできない。しかし、企業は、短期的
により好ましいチャンスが見込まれる市場でも足場を固めるべきだ。
たとえば、多くの多国籍企業が今もインドネシアをターゲットにして
いるが、ベトナムやフィリピン、フロンティア市場のミャンマーなど、
近隣の東南アジア諸国にも大きな機会が開かれている。アフリカも、
多国籍企業からの関心が高まっている（詳細は、BCGレポート“Winning 
in Africa: From Trading Posts to Ecosystems”（2014年1月）をご覧くださ
い）。

アイデアの二つ目は、効果的に拡大し競争するために戦略を単純化
することだ。たとえば、各国にそれぞれ個別にアプローチするのでは
なく、クラスターとして考える。100を超える新興国市場のそれぞれを
理解し、それぞれの市場で勝利をおさめようと考えると圧倒されてし
まい、ほとんどの経営幹部はやってみようという気にならない。そこ
で有効となるのが、いくつかの近隣諸国をくくった有望クラスターを
対象に戦略を策定する、あるいは、クリティカル・マスを達成するため
の地域調達戦略を検討する、といったアプローチである。たとえば東
南アジアで、ある大手自動車企業は自由貿易協定を利用して、国ごとに
部品の生産品目を集約した国際分業により効率的な生産ネットワーク
を築いている（詳細は、BCGレポート“Beyond BRIC: Winning the Rising 
Auto Markets”（2013年10月）をご覧ください）。

要求の多い消費者の心を掴む　　新興国市場の消費者は、以前よりも
外国ブランドに多くのものを期待するようになった。中間層の下部に
属する平均的な消費者でさえ、品質を気にかける。価格を抑えるため
に機能や特徴を省いた製品では、欧米製、日本製といえどもこれらの消
費者を継続して取り込むことはもはや難しくなっている。

こうした状況になった原因のひとつは、外国製品と国内製品の品質
の差が急速に縮まっていることだ。たとえば、中国のハイアールが世
界最大の家電メーカーとして台頭しているが、エコノミスト誌の最近

国々は世界の経済成長の68%を担っていた。全体の成長ペースは鈍化
したが、オックスフォード・エコノミクスでは、今後4年間、新興国市場
のGDP成長率は先進国を2.2%ポイント上回ると予想している。イン
フラだけでも、2025年までの新興国市場における投資需要は総額25兆
ドルにおよぶという試算もある。

最大の成長ドライバーは所得の増加だ。BCGの予測では、トルコで
は今後5年間に新たに600万世帯が中間・富裕層に加わると見込まれる。
インドネシアでは、2020年までにイギリスの全人口とほぼ同じ6,800
万人が中間・富裕層に加わると予想される。ブラジルでは、中間・富裕
層は現在、全世帯の29％を占めるが、2020年には全6,000万世帯のうち
37%に達し、1.2兆ドルの市場を形成すると推定される。中国とインド
の中間・富裕層世帯の購買力は合わせて10兆ドルに達すると予測され
る。企業は各国のGDPにとどまらず、成長を生み出すもっと重要な要
素に注目しなければならない。それは、市場の成長を牽引する消費者
セグメントによる消費の増大と、購買力が急成長を始める兆しである。

これからの新興国市場で成功するには、経営幹部は自社のアプロー
チを再考する必要がある。新興国市場の多くが超急成長からの転換期
を迎えるなかで、新たな収益源を開拓するのは以前より難しくなるだ
ろう。それぞれの市場および市場セグメントに対して、より差別化し
たアプローチをとるべきである。新しい組織能力を構築し、自社のビ
ジネスモデルを修正し、よりうまく実行していかなければならない。
以下、こうしたなかで多国籍企業がいま取り組むべき課題について考
えていきたい。

地域ポートフォリオを再考する　　新興国といっても、成長の見込み
や消費者の行動、現地の競争環境は市場ごと、また業界ごとに大きく異
なる。企業は自社に固有の状況や出発点を考慮し、有望な新興国市場
の優先順位を定義しなければならない。

ここで、経営幹部が市場ポートフォリオをどう再考すべきかについ
て、具体的なアイデアを2つ紹介したい。一つ目は、アルファベットの
略語で称される代表的新興国以外にも目を向けることだ。ここ数年、
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さい）。

もうひとつの強力な競争相手は、BCGが「ローカル・ダイナモ」と呼
ぶ企業群である。新興国でもっぱら国内市場に注力する、グローバル・
チャレンジャーより規模が小さい現地企業だ。ローカル・ダイナモは
業績や販売網において多国籍企業と肩を並べつつある。さらに、こう
した企業は現地の消費者について熟知し、政府とも強力な関係を築い
ている。たとえばブラジルでは、ウォルマート・ストアーズとカルフー
ルの2社が積極的に投資を行っているが、ブラジル南部の内陸都市や
パラナ州の人口30万人以上の都市で売上トップを誇るのは、地域スー
パーマーケット・チェーンのスーパー・ムファットだ。同社の40の店舗
は、大都市で大手グローバル・チェーンが経営する店舗と同等の利益率
をあげている。前述のBCG調査では「新興国市場で、国内注力型の現地
企業は自社の脅威となるか」という問いに対して、回答者の78％が「そ
う思う」と答えた。言い換えると、ローカル・ダイナモは、多国籍企業や
グローバル・チャレンジャー企業よりも強敵と見なされているのだ。

現地パートナー企業の高い期待に応える　　新興国市場における数
十億ドル規模の国際M&Aはトップニュースになりやすい。しかし、外
国企業にとって実際の見返りは期待を下回り、インパクトが小さい場
合が多い。とはいえ、自前の成長は厳しい。成功をおさめるには、M&A
と現地企業とのパートナーシップの両方をさらに多く活用しなければ
ならない。パートナーシップについては、その論理的根拠やアプロー
チを細部にわたり熟考し、自社の状況に応じて調整しなければならな
いが、新興国市場の変化からすでに従来とは異なるアプローチの必要
性が伺える。

経営幹部にとってひとつの課題は、現地パートナー企業の期待レベ
ルが上がっており、それに応えなければならないことだ。新興国市場
のジョイントベンチャーは、従来、多くの業界で単純な契約に基づい
て行われていた。外国企業は技術へのアクセスと資本、高度な経営ソ
リューションを提供し、現地パートナーは市場へのアクセス、政府との
リレーションシップ、そして多くの場合、低コストでの生産を担当す
る、というものだ。

の記事によると、その理由のひとつは品質へのこだわりだという。ハ
イアールは初期に中国国内で、製品・サービスの質が高いという評判を
確立した。海外進出にあたっては、東南アジアやアフリカなどの競争
の少ない市場ではなく、まず米国とヨーロッパに向かった。世界でもっ
とも洗練された消費者の要求にどう応えるかを学ぼうとしたのだ。そ
の結果、ハイアールの売上は2000年以降4倍に増加し、2013年には290
億ドルを超えるまでになった。

多国籍企業はまた、新興国市場の高所得層向けに設計された既成の
商品・サービスを売るモデルから脱却しなければならない。中国で約
30%もの年平均成長率を達成しているヤム・ブランズ（ケンタッキーフ
ライドチキン、ピザハットなどの外食チェーンを展開する米国企業）の
有名なサクセスストーリーは、店舗の設計からメニューの選択までレ
ストランのコンセプトを現地の嗜好に合わせてカスタマイズする戦略
が基盤になっている。

新興国発の競合企業との戦いに適応する　　10年前には、多くの多国
籍企業が自社の最大の競争相手は自社と同様の多国籍企業だと考えて
いた。だが、風向きは完全に変わった。新興国市場の外国企業は現在、
まったく別のタイプの競合企業から強いプレッシャーを受けている。

強力な競争相手のひとつは、BCGが「グローバル・チャレンジャー」
と呼んでいる企業群である。新興国で生まれ、急成長しているグロー
バル志向の企業群で、業界トップのポジション獲得をめざして前進し、
自社の属する業界を根本的に変革しようとしている。実際、2013年の
「フォーチュン・グローバル500社」のうち、124社は新興国に本社を置
く企業だったが、この数は2008年版の社数の2倍を超えている。150
名以上の多国籍企業経営幹部を対象としたBCGの調査では、「新興国市
場で、他の先進国の多国籍企業は自社の脅威となるか」という問いに対
して、40％の回答者が「そう思う」と答えた。しかし、それを上回る50%
の回答者が、「新興国市場で、新興国発の多国籍企業は自社の脅威とな
るか」という問いに対して「そう思う」と答えた（詳細は、BCGレポート
“Playing to Win in Emerging Markets: Multinational Executive Survey 
Reveals Gap Between Ambition and Execution”（2013年9月）をご覧くだ
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が、これに対抗するには、迅速な意思決定と着実な実行が何より重要で
ある。母国市場で成功した組織やガバナンス構造をそのまま新興国市
場に持ち込む多国籍企業は、現地の競合企業に対して不利な立場に追
い込まれる。

現地市場での生の体験　　もっとも重要な課題は、リーダーシップと
人材に関するものだ。経営陣は新興国市場に精通する必要があり、そ
れも実体験を通じて肌感覚で理解していることが望ましい。また、新
興国市場の主要な顧客、流通企業、パートナー、政府関係者と十分な接
触を保たなくてはならない。しかし、外国企業の幹部は真新しい空港
と5つ星ホテルしか体験せず、現地の生活の実情を知らないという例が
少なくない。

競争優位性の源泉としての人材　　現地のトップレベル人材を獲得す
ることにかけては、たいていの場合、外国企業の競争力は低い。才能あ
る人材はますます希少化し、離職率も高い。たとえば、インドネシアで
は最初の3年間で3人に2人が転職し、3人に1人は複数回、転職する。
インドの年間の離職率は15%近い。

離職率の高さは、現地の才能ある人材を引き寄せ、育成し、引きとめ
るために、幹部が努力を倍増させなければならないことを示している。
さらに、長期的な視野に立って新興国市場の組織づくりに真剣に取り
組む必要がある。現地組織の幹部を任命する際は、本社のマネジャー
を3年ほど新興国市場に赴任させるといった従来のやり方から脱する
必要がある。そうではなく、将来の現地リーダーの育成に投資するの
だ。新興国出身のトップクラスの人材に国際舞台を経験させて、彼ら
が国籍に関係なく活躍できる企業での自身の将来の成長の可能性に胸
を躍らせるようにすべきだ。リーダーは、あらゆるところで、多様性が
国際的な成功に資するというグローバルなマインドを自社組織に染み
込ませる必要がある。

•			•			•

新興国市場での成功は以前よりも難しくなっている。しかし、成長
の機会は今も数多く存在し、おそらく先進国よりも多くの機会がある

しかし、このような関係は時代遅れになってきている。今日では、外
国企業と新興国企業のパートナーシップは、より対等な立場での関係
へと変わってきている。現地パートナーが資本を注入し、有益な技術
を提供する場合もある。グローバル規模の提携を求める可能性もある。
日本の医療機器企業がインド市場での事業展開のために現地のパート
ナー候補3社にアプローチしたところ、各社とも現地の事業構築支援に
加えて、他の海外市場への事業拡大のための提携を要望した。インド
のオートバイ・自動車メーカーであるバジャジ・オートが川崎重工業と
提携したのは、新製品開発のための技術支援を手に入れ、かつ、国内外
でより広範な市場に展開できるようにするためだった。

グローバルな成功に向けた組織づくり

自社の成功には新興国市場が重要だと考えるなら、組織も新興国市
場にうまく対応できる体制にしなければならない。私たちは新興国市
場での組織づくりに必須のポイントが4つあると考えている。

本社・経営陣のコミットメント　　重要な要素のひとつは、本社部門が
海外事業部門をどう支援するかだ。企業は、往々にして新興国の現地
部門を過小評価してしまう。そうした企業の現地部門は意思決定や企
業戦略、商品開発に関して適切な権限を持たず、資本や人材も十分に手
に入れることができない。しかし、新興国市場が成長の大部分をもた
らすのなら、現地部門は「十分すぎるほどの」関心や支援を受けてしか
るべきだ。家庭用品などの直販会社であるタッパーウェア・ブランズ
は、年間売上の半分以上を新興国市場で稼ぎ出しているが、同社CEOの
リック・ゴーイングス氏は、自身の時間の7割を出張に費やしており、そ
の行き先の多くが新興国だ。またシーメンスでは、取締役会メンバー
が重要な新興国市場について学ぶため、たびたび新興国で会議を行い、
滞在期間のうち2日間を使って現地の顧客や政府関係者など主要なス
テークホルダーと会合を持っている。

スピードに適応した組織　　多国籍企業は、新興国市場の途方もない
成長スピードにうまく対応できるよう自社組織を適応させなければな
らない。あくなき成功の追求をはじめ、多くの新興国企業が持つ考え
方を私たちは「アクセルレーター・マインド（加速思考）」と呼んでいる
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だろう。新興国市場への取り組みを縮小するのではなく、今こそ持続
的な成功に向けて自社の事業を見直すべき時なのだ。
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