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はじめに
近年、アジアを中心とする新興国経済の存在感

が飛躍的に増し、ビジネスの世界においては、新
しいグローバリゼーションの中核を占めるアジア
に熱い視線が注がれている。このような中で、世
界の企業はアジア事業への取り組みを強化してい
る。

アジア事業の成長により企業の発展を図るため
には、アジア市場のニーズに事業を合わせる企業
の努力が不可欠である。こうした視点に立つと、
例えば、事業開発組織を中国やインドなどに移し、
現地市場ニーズの把握や現地国が抱える社会的課
題解決への取り組みなどを強化することが重要な
経営課題になる。

もちろん、企業経営の発展様式や企業の国際化
の経路が 1 つでないのと同様、アジア事業構築の

経路は 1 つではなく、企業のアジア事業へのアプ
ローチは、産業分野や市場セグメント、そして同
業他社などさまざまな環境要因への対応のあり方
により、異なったものになると思う。

例えば、日本の事業開発グループが、先端技術
を用い、新しい事業を生み出し、こうした活動に
基づきアジア市場向けに事業をモディファイする
ことにより、アジアビジネスを構築することは十
分可能である。また、中国やインドなどの事業開
発拠点で生み出された製品が、現地の市場に受け
入れられると同時に、アジア市場全体へのビジネ
スの広がりを経験することもあろう。

本稿では、電子産業を例に取り、これまで先端
技術を武器に事業を構築してきた日本企業の新た
なアジア事業の方向性を論じると同時に、日本企
業の経営課題について考えてみたい。

グローバル化の中のアジアと企業
—存在感を増すアジア市場で日本企業は何をすべきか？—

Point
❶		 		世界経済の中でアジアの果たす役割が着実に増大しており、世界の企業はアジア事業への取り組

みを強化している。
❷	  新しいグローバリゼーションの中核を占めるアジアの地で、アジア市場ニーズを捉え、アジア圏

の国や地域の社会的課題解決への取り組みを強化することはこれからの日本企業の成長にとって
重要なテーマである。

❸	 	近年、米国企業などがアジア事業開発を行う際にリバース・イノベーションの手法を活用し、「現
地ニーズ密着型」の新しいビジネスを生み出しつつある。

❹	 	新しいアジア事業の推進を担う人材の育成は日本企業にとって最も重要でチャレンジングな経営
課題の 1 つである。
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1．日本の対アジア直接投資の全般的特徴
まず、2007 年から 2011 年までの 5 年間におけ

る日本の対アジア直接投資額の推移を財務省の統
計 1 によって一瞥すると図表 1 に示すようになる。

図表１　日本の対アジア直接投資額の推移
（アジア主要国・地域向け投資）

（単位：億円）
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

中国 7,305 6,700 6,492 6,284 10,046
香港 1,329 1,339 1,522 1,768 1,181
台湾 1,628 1,101 327 -101 685
韓国 1,533 2,447 1,014 936 1,944
シンガポール 2,626 1,122 2,706 3,319 3,517
タイ 3,063 2,093 1,523 1,983 5,576
インドネシア 1,207 739 459 409 2,876
マレーシア 379 618 578 906 1,148
フィリピン 1,244 737 773 433 807
ベトナム 562 1,130 531 636 1,495
インド 1,782 5,429 3,443 2,411 1,814
アジア 22,826 23,790 19,427 19,035 31,209
　　製造業 14,549 16,676 10,137 12,505 17,159
　　非製造業 8,278 7,114 9,290 6,530 14,049
（参考）ASEAN 9,169 6,518 6,587 7,711 15,491

出所：財務省『国際収支状況・報道発表資料』より作成

図表 1 に基づき、日本の対アジア直接投資の全
般的な特徴を以下に必要な範囲でまとめて記す。
2011 年の日本の対アジア直接投資は 3 兆 1,209 億
円、対前年比 64.0% 増と高い伸びを示した。2011
年の対アジア直接投資を業種別にみると、製造業
向けが 1 兆 7,159 億円、対前年比 37.2％増、非製
造業向けが 1 兆 4,049 億円、対前年比 115.1% 増
であった。中国向け直接投資の業種別内訳を 2011
年の数字でみると、非製造業分野における卸売・
小売業向け投資や製造業分野における一般機械器
具業向け投資などの対前年伸び率が高くなってい
る。対インド直接投資は伸び悩み傾向にある。最
後に、日本の ASEAN 向け直接投資は 2008 年以
降、 堅 調 な 伸 び を み せ て お り、2011 年 の 対
ASEAN 投資は対前年比で倍増となった。とりわ
け、タイ、インドネシア、そしてベトナム向け直
接投資の対前年伸び率が高くなっている。

2．アジアの産業集積の意味
これまで、米国企業、欧州企業、そして日本企

業のアジア進出やアジア地場企業の躍進などを背
景に、アジアに膨大な産業集積がもたらされ、ア
ジアの国や地域にさまざまなビジネスモデルが形
成されてきた。以下、電子産業のケースを取り上
げ、アジアの産業集積の意味について簡単に触れ
ておきたい。

電子産業においては、欧米に産業の起点を持つ
製品が、技術移転と産業立地の転換を遂げ、アジ
ア地域に産業シフトをしており、アジアの重要性
が飛躍的に増大している。これまでの電子産業の
歴史を振り返ると、米国、欧州、日本などの企業
は、製品の生産とこれに関連する設計業務などを
アジアにシフトしたり、アジア企業にアウトソー
シングしたりしてきた。

アジアにおいては、電子産業の形成過程で、そ
れぞれの国や地域に特有の産業集積がもたらされ
ると同時に、特徴のあるビジネスモデルが構築さ
れた。

先端技術とモノづくりの力で世界的な製品ブラ
ンドを確立した日本企業、OEM・ODM 生産を軸
にパソコンをはじめとする IT 関連製品の分野で
ゆるぎない地位を築きあげた台湾企業、標準品の
生産と販売で力強く躍進する中国企業、OEM・
ODM 生産と徹底した海外市場志向の経営で国際
的なプレゼンスを高める韓国企業 ─ これまでア
ジアではさまざまな特徴のあるビジネスの形が生
み出されてきた。ビジネスモデルの形成の経路は
1 つではない。

さらに、企業の成長に伴い、それぞれの国や地
域のビジネスの形は質的な発展を遂げてきた。例
えば、台湾ではスマイルカーブで示される価値創
造の形が発展を遂げ、特に最近の先端的な台湾企
業の活動は、世界の電子産業の価値連鎖やサプラ
イチェーンに重要な影響を及ぼしている。パソコ

1   財務省『国際収支状況・報道発表資料』を参照。http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/
release_date.htm（2012 年 9 月 2 日アクセス）。
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ンの OEM 生産から事業を始めた台湾企業は、企
業活動の高度化を図るため、半導体製品や液晶製
品などの部品事業に参入し、これまで多くの成果
を生み出している。また、エイサー（Acer Inc.）、
ASUS（ASUSTeK Computer Inc.）などの有力企
業は自社ブランド PC をはじめとする IT 関連機
器の分野で世界的な企業の仲間入りを果たしてい
る。

このようなアジアの産業集積とアジアの多様な
企業群やビジネスモデルの存在は、考え方によっ
ては日本企業のアジア事業展開に稀

け

有
う

の機会をも
たらすものである。

日本企業は、アジアの産業集積の活用を視野に
入れ、まずは新しいグローバリゼーションの中核
を占めるアジアにアジア事業の軸足を置く必要が
ある。このあたりの経営アプローチについては、
例えば、地理的にアジアから遠いところに位置す
る米国企業に学ぶことが多いと思う。

3．新たなアジア事業展開の方向性
（1）基本的な考え方

ここではアジア事業を展開する日本企業の取り
組みの方向性について、電子産業を視野に入れ、
考察する。企業の進むべき道は 1 つではないこと
を認めたうえで、アジア企業の特徴と日本企業の
アジア社会での役割などを意識し、経営の方向性
を見直し、アジア事業のビジョンをあらためて考
えることの意義は大きいと思う。

（2）	日本企業の進むべき道：マクロ的な観察に
基づく仮説の提示

まず、アジア市場における電子機器の競争環境
に目を向けると、パソコン、携帯電話、液晶テレ
ビなどの分野では、台湾、韓国、そして中国の企
業がグローバル市場における存在感を増している
ことはご承知の通りである。このような状況下で
は、日本企業が海外のパソコン市場や携帯電話市
場などで競争優位に立つことは、残念ながら、ほ
ぼ不可能に近いと思う。

これまで日本の電子産業の発展を担ってきた企
業の経営者は、厳しいグローバル環境下で、岐路
に立たされている。このような困難な時代に新し
い企業価値の創造をいかにして実現するのか、ま
た、企業の付加価値を高めるためにどのような事
業分野を切り開くのか、優れた技術力をどのよう
にして事業の競争優位につなげていくのか ─ こ
うした問いは日本の企業経営者や企業の実務家に
何度も投げかけられてきた。

ここで、世界の電子産業の歴史に関するマクロ
的な観察を踏まえ、日本企業のアジア事業の方向
性に関する筆者の仮説を概念的に提示すると、図
表 2 に示すようになる。筆者は、日本企業のアジ
ア事業の方向性を、主として「企業の付加価値」「企
業と社会の関わり」「アジア企業の特徴」などの視
点から考え、あえて大胆な仮説を立てている。読
者諸氏からご意見をいただければ幸いである。

日本企業が進むべき道の第 1 は、現在の「単品
中心の事業」を見直し、企業が培ってきた経営資
源を「単品中心の事業」から「ソリューション・サー
ビス事業、社会イノベーション事業など」へと戦
略的に振り向け、新しい事業を創造するというこ
とである。ここで「単品中心の事業」とは、例えば、
パソコン、携帯電話、液晶テレビなどの分野にみ
られるような製品事業を指すものである。

前述の「社会イノベーション事業」は、環境・
エネルギー、都市開発、交通、医療などの社会イ

図表 2　日本企業のアジア事業の方向性
－ 電子産業のケース－

ブランド
チャネル
物流

技術
製造
大量生産

先端材料事業、
先端部品事業など

ソリューション・サービス事業、
社会イノベーション事業など

日本企業の方向性

電子産業

日本企業の方向性

パーツ

付
加
価
値

組立・製造 流通・販売

出所：各種資料に基づき筆者作成
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ンフラ関連事業などを包摂する事業である。これ
まで、日本企業はアジア各地で多くの社会イノ
ベーション・プロジェクトに参画している。筆者
は『経営センサー』2011 年 3 月号で日立グループ
の環境事業分野における日中合作プロジェクトの
紹介をしたことがある 2。

取り組みの方向性の第 2 は、先端材料事業と先
端部品事業への取り組みを中長期的視点で強化す
るということである。特に、高機能材料や高機能
部品は、環境・エネルギー、交通、情報通信など
の領域における次世代ニーズに対応することで存
在価値を発揮し、成長するアジア市場において貢
献ができると思う。

なお、ここで先端部品事業について付言すれ
ば、例えば、日本の半導体産業の最近の動向をみ
ると、筆者は、本稿で先端部品事業をアジア事業
の方向性の 1 つとして取り上げることに多少のた
めらいを感じるが、中長期的に日本の半導体産業
の立て直しを図ることで、この産業が復活する可
能性はまだあると考えている。

4．アジア事業とリバース・イノベーション
最近、リバース・イノベーションという言葉を

耳にすることが増えてきた。多分、まだ新語の部
類に属する言葉だと思う。新語の普及に際しては、
GE のジェフリー・R.・イメルト、ダートマス大
学のビジャイ・ゴビンダラジャンと同大学のクリ
ス・トリンブルが書き、ハーバード・ビジネス・
レビューの 2009 年 10 月号に掲載された論文 3 が
大きな影響を与えたのではないかと筆者は感じて
いる。

それでは、ここでアジア事業の推進にとってリ
バース・イノベーションがどのような意味を持つ
のかについて考えてみたい。

日本企業は、これまで先端技術を武器に、日
本、米国、欧州などの先進国市場におけるビジネ
スを軸として成長を遂げてきた。そして、アジア
などの新興国市場でビジネスを行う時は、製品の
機能を削ぎ落とすことで低コスト版を設計し、ア
ジアの拠点などで生産した製品をアジア市場で販
売してきた。しかしながら、アジア市場の存在感
が高まる今、先進国の視点で考え、生み出した製
品をもとにアジア事業を構築するというビジネス
のあり方を見直すことが必要になってきているの
ではないだろうか。

筆者の理解では、リバース・イノベーションと
は、新興国で新興国のニーズに合った製品を開発
し、これに修正を加え、先進国に展開もしくはグ
ローバルに展開するイノベーションの方法であ
る。どのようなアプローチにも長所と短所があ
る。リバース・イノベーションの考え方と手法に
基づきアジア事業を開発することの意味を考え、
参考にすべき点があれば具体的な開発案件を推進
する際に取り込むべきである。

ビジャイ・ゴビンダラジャンとクリス・トリン
ブルは彼らの近著 4 で現代の企業経営におけるリ
バース・イノベーションの意義と課題について具
体的な形で論じている。そして、リバース・イノ
ベーションという考え方に基づく業務の進め方に
ついて極めて詳細に記述すると同時に、8 つの事
例を紹介している。特に、本書が、具体的な事例
に基づき、事業開発と製品開発に関する業務の仕
組みについて記述したことの意義は大きいと思う。

本書に基づき、例えば、GE やペプシコのような
米国企業における事業開発事例をみると、インド
拠点の事業開発チームが、インド市場のニーズや
インドの社会インフラなどを見据え、米国の事業
所の経営資源やさまざまな事業能力をインドの事

2  拙稿「中国における外資の役割─社会的課題解決への取り組みを中心に─」、『経営センサー』No.130、2011 年 3 月。
3   Jeffrey R. Immelt, Vijay Govindarajan, and Chris Trimble, "How GE is disrupting Itself", Harvard Business Review, Volume 87, 

Number 10, 2009.
4   Vijay Govindarajan and Chris Trimble, Reverse innovation: create far from home, win everywhere, Boston: Harvard Business Review 

Press, 2012.
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業環境にあてはめ、「現地ニーズ密着型」の新しい
事業を開発していることが分かる。また、インド
拠点のプロジェクトチームと米国の事業所のコ
ミュニケーションがさまざまな領域にわたるもの
であり、グローバルな経営資源をもとに、現地の
事業開発プロジェクトが進められていることがよ
く分かる。

GE インドがインドの貧困層の医療市場向けに
開発し、インドの心臓病患者の治療に効果を発揮
したポータブルで低コストの心電計、MAC 400 は
GE の新興国市場向け心電計の基本形になった。
実際、GE インドで開発された MAC 400 では市場
対応が難しいと考えた GE 中国は、インド発の心
電計に修正を加え、中国の医療事情に適合する上
位機種、MAC 800 を開発し、市場に投入した。そ
の後、MAC 800 は米国の医療市場でも販売され
た。図表 3 でインドの医師が使用している心電計
が MAC 400 であり、挿入画像で示される心電計
が MAC 800 である。

ここで取り上げた GE の事例が示すように、本
国主導型の事業開発に代わって、インドや中国の
事業開発チームが米国の事業所と連携しながら、
現地発の事業開発を行い、こうした新しいアプ
ローチに基づく事業が実際に成果を収めたことの
意義は大きいと思う。

5．人材開発の課題
新しいグローバリゼーションの中核を占めるア

ジアでの企業成長をどのように実現するかが世界
の企業にとって現実的な課題になっている。そし
て、こうした時代を担う新しいグローバル人材の
育成はすべての企業にとって最も重要でチャレン
ジングな経営課題の 1 つである。

図表 4 に示すように、アジア圏は政治、経済、
社会、文化の面で多様性にあふれているので、ア
ジア事業における人材問題は企業にとっては対応
の難度が高くなる領域であろう。

アジア圏に設立され、事業を行う外資系企業の
経営者・経営幹部の多くが本国から派遣されるの
は、現地の事業を早く軌道に乗せるためだけでな
くローカル人材の不足に対応するためだと考えら
れる。

アジア事業における人材問題の難しさは、一般
的な言い方をすれば、企業が求める人材と採用可
能な人材の間に存在する能力ギャップに起因する
面が大きいということだろう。特に、経営者・経
営幹部人材の採用に苦労する企業は多い。経営現
地化の経路は 1 つではないと考え、実情に合った
対応を行えばよいと思う。もちろん、中長期的に
はアジアの現地法人における経営幹部の現地化は
大切な課題である。

さて、ここでアジア事業の展開におけるグロー
バル人材の役割に言及しておきたい。筆者は、リ

5  GE Reports を参照。http://www.gereports.com/reverse-innovation-how-ge-is-disrupting-itself/（2012 年 9 月 2 日アクセス）。

図表 3　GE の心電計、MAC 400 と MAC 800

出所：GEウェブサイト 5

図表 4　アジア事業と人材の開発

・新しいグローバリゼーションの中核を占めるアジア
　─アジアの多様性
　─アジアにおける企業経営と幹部人材
　　・日本から経営幹部を派遣
　　・海外現地法人における現地人材の登用

・グローバル人材の開発
　─市場ニーズの把握と社会的課題解決への取り組み
　─組織開発と人材開発
　　・人材の多様性を重視
　　・価値を重視
　─産業連携の推進

出所：筆者作成

グローバル化の中のアジアと企業
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バース・イノベーションについて論じた際に、「現
地ニーズ密着型」事業構築の重要性に触れた。「現
地ニーズ密着型」の事業を実現するためには、企
業の組織運営を「垂直統合型」から「水平展開型」
に変える努力が必要である。とりわけ、「現地ニー
ズ密着型」のアジア事業を構築するためには、本
国の事業所とアジア拠点のコラボレーションの水
平展開に対応できるグローバルリーダーの育成が
大切である。ここでいうコラボレーションの水平
展開とは、研究開発、調達、生産、マーケティン
グ、販売・サービスなどの基幹部門を巻き込んだ
グループ会社間のコミュニケーションの推進や協
働的意思決定などの活動を指している。

アジアの発展の多様性を考えると、筆者は、グ
ローバルリーダーに要求される資質もしくは能力
として、極めて大ざっぱな言い方をすれば、次の
2 つをあげることができると思う。

1 つ目は、事業開発の推進にあたり、現地市場
や現地の社会インフラ、そして文化などの多様性
を受容し、「先入観なしに発想するアプローチ

（clean-slate approach6）」を取りながら社会的課題
に対するソリューションを導き出す能力である。

2 つ目は、本国の事業所とアジアの拠点などの
事業開発に関わる部門の人たちが企業価値やミッ
ションなどを共有することで 1 つの事業目標に向
かって協働できるように導く能力である。新しい
時代に成功を収めることのできるグローバルリー
ダーは、新たなアジア事業の構築に向け、多様な
環境下で価値観やミッションなどを共有すること
で協働的意思決定を行い、プロジェクトを推進し、
企業成長の実現に向け行動する。

なお、産業連携の推進は、アジアの産業集積の
意味を考えると、日本企業にとって重要な活動領
域である。産業連携プロジェクト業務に携わる者
は、「共存共栄」「価値観の共有」などを重視し、
円滑なコミュニケーションを図らなければなら 

ない。
最後に、組織の重要性に触れておきたい。どん

なに優秀な人材でも低質な組織に置かれると力量
を十分発揮することはできない。ここで組織の質
とは、企業の経営戦略や人材の質を指すのではな
く、組織が持つ「業務の仕組み」を指す。新しい
事業の開発についても、市場ニーズの把握、ソ
リューションの創出、事業計画の実施などに関わ
る「業務の仕組み」がどの程度できているかどう
かがプロジェクトメンバーの活動に少なからず影
響を及ぼす。常日頃から業務の見直しを行い、「業
務の仕組み」づくりに意を注ぐことができる企業
は優れている。

おわりに
企業は、社会に向き合うことで事業展開の鍵を

見つけ、その成長を通じて社会の発展に貢献でき
る社会的な存在である。この意味で、新しいグ
ローバリゼーションの中核を占めるアジアの地で、
アジア市場ニーズを捉え、アジア圏の国や地域の
社会的課題解決への取り組みを強化していくこと
はこれからの日本企業の成長にとって大変重要な
テーマである。

企業成長の重要な構成部分が中国やインドなど
のアジア市場での事業活動によって生み出されな
ければならない時代においては、アジア事業構築
のための基地を企業の本社に置くのではなく、ア
ジア圏に置き、製品開発や事業開発を推進したほ
うがよいと思う。

アジア事業に取り組む者は、「苦悩に共感するも
のが相手を理解できる」という視点に立ち、アジ
アを理解する努力を行う。そして、アジアの国や
地域の人たちとともに、事業の開発を行い、アジ
ア発の事業革新を起こす ─ アジアの時代のイノ
ベーションはこのようにして生み出すものではな
いだろうか。

6  こうしたアプローチの具体的な内容については、ゴビンダラジャン・トリンブル、前掲書を参照いただきたい。
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