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最近、新聞や雑誌でリバース・イノベーション
という言葉が聞かれるようになった。リバース・
イノベーションとは、機能がシンプルで低価格の
製品を新興国で開発し、新興国内だけでなく先進
国にも販売することを指す。現在、リバース・イ
ノベーションは提唱者であったGE社だけでなく、
他の先進国企業も導入する動きが出てきているこ
とは注目に値する。
だが、リバース・イノベーションに基づく成長

戦略と従来のイノベーションに基づく成長戦略（グ
ローカリゼーションと呼ばれることが多い）では
どの点で異なるのか、曖昧に理解されていること
が多い。リバース・イノベーション戦略は、単な
る現地化戦略でもなく、先進国からの生産拠点の
シフトでもない。まして新興国で安かろう、悪か
ろうの製品を販売することでは決してない。同戦
略は、まず母国である先進国ではなく、新興国を
ベースにして事業をゼロから構築し、その後、先

【シリーズ 海外文献から「今」を読み解く（１）】

成長戦略として注目される
リバース・イノベーション戦略とは

Point
❶	 	リバース・イノベーション戦略とは、機能がシンプルで低価格の製品を新興国で開発し、新興国国
内だけでなく先進国にも事業展開する戦略を指す。GE社のイメルト会長が最初に打ち出した。

❷	 	同戦略が注目される背景として、従来のグローカリゼーション戦略では、新興国で成長する中間層
やBOP層が取り込めない点と「破壊的イノベーション」で台頭する新興国企業に勝つことができ
ない点の2点がある。

❸	 	実際、GE社は超音波画像診断装置や心電計の分野でリバース・イノベーション戦略を採用して成
功を収めている。また、同戦略を採用する他の先進国企業も出てきている。

❹	 	ただ、リバース・イノベーション戦略を実施するには組織をこれまでの中央集権から分権的なもの
にしないと難しい。同戦略の実施には、経営者の強力な支援が必要である。

❺	 	日本では今のところ、リバース・イノベーション戦略を実施する企業は見当たらない。新興国の成
長を取り込みながら、新興国企業に負けないために、日本企業は同戦略を採用し、経営改革を実施
することが望まれる。
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進国で事業展開を図るものであり、それには経営
改革が伴うものなのだ。
以下では、GE社のイメルト会長の論文等を用い

て、リバース・イノベーションが採用される背景
とGE社や他社の具体的事例について解説する。
次に、企業がリバース・イノベーション戦略を採
用する際に直面する障壁について触れる。最後に、
最近の日本企業が展開している海外事業戦略を振
り返ることとしたい。

従来戦略では、新興国の中間層やBOP層の
急成長に対応できず
新興国の成長スピードは著しい。IMF（国際通

貨基金）によると、過去10年間にしろ、2011年、
12年の成長率予想にしろ、新興国・途上国の成長
率は、先進国を3倍程度上回る（図表１）。特に、
中国やインドなど人口超大国では、成長スピード
だけでなく、経済規模も相当なものとなっている。
だが、残念ながら、先進国企業は彼らのスピー

ドに比例して売上を拡大することに成功していな
い。それは、これまで採用していた成長戦略、グ

ローカリゼーション戦略によるところが大きいだ
ろう。グローカリゼーション戦略とは、優れた製
品を先進国である母国で開発し、その後、地域特
性に合わせて一部改良しながら全世界に向けて販
売する戦略である。このようにして開発された製
品は基本的に他の先進国や途上国の高所得層向け
に販売されるために、価格も高く、高機能製品が
ほとんどであった。
先進国が市場の大半を占め、さらに、途上国も

高所得層をターゲットとしている限りにおいては、
グローカリゼーション戦略は成長戦略として適切
であり、先進国企業の海外売上も着実に増加を続
けた。しかし、所得がさほど高くない中間層が原
動力となって急激な成長を遂げてきた新興国に対
して、いわば上澄みをすくうだけのグローカリ
ゼーション戦略では対応しきれない。同戦略の下
で開発された製品は高価格で高機能であるため、
新興国の中間層は手が届かず、またその必要性を
感じることもないのだ。さらに、中間層よりも所
得が低く、世界で40億人存在するBOP層（Base�
of�Pyramid）に至っては、事実上その存在は無視

1���世界資源研究所と国際金融公社が公表した「The�Next� 4�Billion」によると、中間層は年間所得が 3,000 ドル超 20,000 ドル以下
の世帯を指し、BOP層は年間所得が 3,000 ドル以下の世帯を指す。なお、ドルは購買力平価換算である。

図表 1　先進国と新興国・途上国の経済成長率比較
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されてきたといってよい 1（図表 2）。

新興国企業が「破壊的イノベーション」で
先進国企業を打ち負かす恐れも
ここで、ひとまず中間層の所得が高所得層の水

準になるまで待ち、それからグローカリゼーショ
ン戦略で果実を刈り取ればいいのではないかと考
える人もいるだろう。
しかし、その考えには欠陥が二つある。一つ

は、彼らの所得が上昇したとき、先進国企業の持

つ製品が彼らのニーズに合致するのかという問題
である。例えば、新興国では、高成長に伴って本
格的なインフラ需要が高まるだろう。しかし、新
興国が欲しいのは、現在の先進国のインフラでは
ない。新興国は膨大な人口を抱えていて環境への
配慮が不可欠で、太陽光発電など環境に優しいイ
ンフラを必要としている。それは、現在、先進国
が整備している最中である。つまり、現時点です
ら先進国企業は新興国のニーズに合致する製品を
持ち合わせていないのだ。

図表 2　BOP（Base of Pyramid）

出所：BOP ビジネス政策研究会「BOP ビジネス政策研究会報告書」（2010 年 2 月）

図表 3　 新興国企業のランクイン数の推移 
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1���世界資源研究所と国際金融公社が公表した「The�Next� 4�Billion」によると、中間層は年間所得が 3,000 ドル超 20,000 ドル以下
の世帯を指し、BOP層は年間所得が 3,000 ドル以下の世帯を指す。なお、ドルは購買力平価換算である。
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2���ハーバード・ビジネススクールのクレイトン・M・クリステンセンが提唱した概念で、確立された技術や既存市場の秩序を乱し、
産業構造を壊してしまうイノベーションを指す。彼は、HDDの小型化の技術を破壊的イノベーションの事例として挙げており、
その技術が、HDD業界の栄枯盛衰をもたらしたとしている。つまり、従来よりも小型のHDDは当初、性能が低いため、それま
での比較的大きなサイズのHDDに経営資源を投入している大企業に無視される。しかし、その後生ずる小型HDDの劇的な性能
向上によってそれを製造している企業が市場シェアを獲得し、それまでの大企業が没落してしまうのである。

そしてもう一つの欠陥は、先進国企業にとって
致命的ともいえる「破壊的イノベーション」2を
仕掛けてくる新興国企業の台頭である（図表3）。
成長著しい新興国の中間層やBOP層は、低所得、
不十分なインフラ、環境汚染などの制約を受けて
いる。新興国企業は、彼らのニーズに答えるため
に「破壊的イノベーション」で低価格で小サイズ、
シンプルな機能、省エネ、環境配慮等の要素を取
り込んだ製品を開発している。一方、先進国企業
は新興国の顧客の具体的なニーズを理解しておら
ず、新興国企業が生み出す「破壊的イノベーショ
ン」を使った低価格の製品に対応できない。
かくして新興国企業は自国市場を一気に占める

ことに成功する。そして、規模の経済から価格引
下げと収益の確保が可能となり、得られた利益を
長期にわたって研究開発に投じて「破壊的技術」
を磨くと同時に先進国への進出を図るのだ。
実際、インドのSuzuron 社はインド国内の風力

発電市場の5割を占め、欧州やアジアなどの地域
への輸出も積極的に行い、風力発電タービン市場
では世界第5位の実力を持つ。中国のGalanz 社は
電子オーブンで世界の4割、Haier 社は洗濯機で世
界の1割程度のシェアを持つ。新興国企業は「破
壊的イノベーション」で新興国市場だけでなく世
界市場も席巻しているのだ。
GE社のイメルト会長はこう断言している。「GE

は、シーメンスやフィリップス、ロールスロイス
など、従来のライバルたちを高く評価している。
とはいえ、…彼らには、GEをノックアウトするこ
とはできない。しかし、低価格／高性能のニュー・
パラダイムを作り出す製品を上市することによっ
て、新興国の大企業がGEを打ち破る可能性は十
分ある」
そこで、同社が新興国の成長を取り込みつつ新

興国企業の機先を制する切り札として取り組んで
いるのがリバース・イノベーション戦略なのであ
る。以下では、GE社の同戦略の具体的事例を紹介
したい。合わせて他の企業の同戦略の具体的取り
組みを見ていく。

リバース・イノベーションの先駆は
GE社の医療機器
GE社の医療事業の主力製品はハイエンドの画

像診断装置でCT（コンピュータ断層撮影）や
MRI（核磁気共鳴画像法）などが占める。超音波
画像診断装置もその一つであり、CTやMRIに比
べて画質は劣るものの、価格が相対的に安価であ
り、90年代において世界各地で超音波画像診断装
置の販売に注力した。
しかし、残念ながら、新興国では市場拡大に成

功しなかった。そもそも新興国では、電気や通信
網などのインフラが貧弱で超音波画像診断装置を
十分に稼働させにくい状況にある。さらに同装置
は比較的安価とはいえ1台 10万ドルを超え、農
村部だけでなく、都市部の病院でも購入できな
い。また、同装置はあまりにも大型で持ち運びは
不可能であり、機能も複雑で操作しにくいなど問
題点も抱えていたのである。
そこで、同社は、中国で低価格化の研究を行

い、2002年にこれまでの大型コンピューターでは
なくノートパソコンに、最新のソフトウエアと超
音波の探触子を搭載した持ち運び可能な超音波画
像診断装置を中国国内で販売した。価格も従来の
三分の一以下の3万ドルに抑えている。さらに、
2007年にはその半分の価格（1.5 万ドル）の超低
価格版の同装置も開発し、市場に投入した。
当然ながらこれらの装置はハイエンド装置の機

能をすべて持つわけではない。超低価格版に至っ

成長戦略として注目されるリバース・イノベーション戦略とは
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てはハイエンドの15％程度の機能しかもっていな
い。せいぜい肝臓肥大や胆石の発見に使われるぐ
らいであるが、価格も安価で使いやすいことも
あって農村部の診療所を中心に急速に普及した。
さらに、低価格の同装置が売れたのは新興国だ

けではなかった。実は、米国など先進国では、持
ち運びが簡単な点が評価されて、緊急医療セン
ターなどで導入されている。つまり、低価格の超
音波画像診断装置の開発は、新興国だけでなく先
進国の隠れたニッチ市場も開拓することにもつな
がったのである。
GE社の低価格の超音波画像診断装置は、世界

同時不況まで毎年50～ 60％の売上の伸びを記録
しており、売上額は2008年時点において世界で2
億 8千万ドルを計上した。このようなリバース・
イノベーション戦略は心電計にも応用されており、
インドで開発された簡易型の心電計は通常の半値
の800ドルで新興国や先進国の中で売られてい
る。

他企業でも追随する動き
Deere 社はトラクター製造で世界ナンバーワン

の米国企業である。同社はインド国内向けに低価
格のトラクターをインドで開発していたが、それ
は低馬力で運転席にエアコンがついておらず、米
国に投入するつもりなど全くなかった。
だが、インドのMahindra�&�Mahindra 社が 2001

年に同種のトラクターを米国に投入してきた。そ
れは趣味として農業を営むなど高機能を必要とし
ない人々を対象としたものであった。彼らの米国
での事業活動を通じて新たなトラクター市場の存
在に気づいたDeere 社は、インドで開発した低価
格のトラクターを米国に投入することを決断した
のである。現在、米国に投入されたDeere 社の低
価格トラクターは、製品ラインナップに加えられ
て世界中で販売されている。インドはその生産拠

点となっており、インド国内で生産されたトラク
ターのうち、その半分は輸出されるようになった
のである。
このような動きは米国企業に限らない。ドイツ

の自動車部品メーカーのボッシュ社はインドのタ
タ社の「ナノ」向けに開発した低価格のエンジン
用の電子制御ユニット（ECU）を汎用化して日米
欧や中国の自動車メーカーへの拡販を試みてい
る。性能や仕様を根本から見直すことで、これま
でのエンジン用ECUに比べてコストを三割程度
抑えることに成功しており、既に30社近くの自
動車メーカーが採用を決定しているという。

リバース・イノベーション戦略の実施には
経営改革が必要
ただ、企業がリバース・イノベーション戦略の

重要性を認識しても、その実施には大きな困難が
伴う。それは、同戦略がこれまでのグローカリ
ゼーション戦略とは対極にある考え方であるため
だ。グローカリゼーション戦略は製品をグローバ
ルに画一的に展開するために中央集権的な組織構
造と経営慣行の下で実施される。一方、リバース・
イノベーション戦略は、製品をターゲット地域に
焦点を絞って展開するために、実施部隊に一切の
権限を委譲し、戦略の展開を行わせる。
イメルト会長によると、リバース・イノベー

ション戦略を実施するために、同戦略の実施部隊
である「ローカル・グロース・チーム」3に製品
開発、製造、営業サービス、そしてそのための
GE社の資源を利用できる権限を委ねている。そ
れと同時に、彼らに損益責任も負わせている。も
ちろん、経営者は「ローカル・グロース・チーム」
を強力に支援しなければならない。ともすれば、
既存の組織構造は共食いを恐れて「ローカル・グ
ロース・チーム」の活動に横槍を入れる傾向にあり、
経営者はこのような動きを阻止する必要があると

3��現在、GE社には、インドと中国に 10チーム以上の「ローカル・グロース・チーム」が存在している。
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のことだ。
つまり、リバース・イノベーション戦略を実施

するには、経営改革を実行して中央集権的な組織
構造に風穴を開け、新興国から先進国へと事業展
開を行うことを許容することが重要なのである。
実は、先駆者のGE社といえど、このような経営
改革は完成したと言い切れず、現在もなお道半ば
の段階なのである。

日本でも同戦略の広がりを期待
日本企業はというと、自動車メーカーや電機

メーカーがようやく本格的に新興国の中間層の取
り込みに動き始めている。だが、新興国で開発し
た製品を先進国まで展開する構想はなさそうだ。
ただし、日産自動車の量販車「マーチ」の日本か
らタイへの生産拠点の移管は、他の日本企業の取
り組みと異なっている。
日産自動車はタイで生産された「マーチ」を現

地だけでなく日本など海外でも販売している。ま
ず、日本人だけでなく、タイ人など現地の人間を
加えた商品開発チームを発足させ、現地のニーズ
を事前に十分把握することに努めた。その後、コ
スト削減のために、部品点数の削減に加えて、高
張力鋼板（ハイテン材）を、日本からの輸入品から、
強度が日本ほど高くない現地品に切り替えた。一
方、設計を工夫することで車体剛性を維持するこ
とに成功している。また燃費向上のために、軽量
化だけでなく、エンジンを四気筒から三気筒に切
り替えた。他にも、組織運営の改革やグローバル
人材育成にも着手しており、このような日産自動
車の「マーチ」移管の取り組みはリバース・イノベー
ション戦略に近いといってよいだろう。
このような動きが今後、日本でも他の業種にも

広がっていくかどうか注目される。特に、最終財
メーカーだけでなく、素材メーカーでも成長戦略

としてリバース・イノベーション戦略を取り込め
るかどうか気になるところである。既にダウ・ケ
ミカル社は上海にR&Dセンターを開設し、リ
バース・イノベーション戦略の中心的役割を担わ
せている。実際、塗料樹脂の分野では、同セン
ターと大手塗料メーカーが共同開発した製品を全
世界で販売することに成功した。日本の素材メー
カーにおいても、新興国の成長を取り込みつつ、
先進国市場を視野に入れた製品開発を行うリバー
ス・イノベーション戦略が経営改革を伴いながら
推進されることを期待したい。

本号より、「シリーズ�海外文献から「今」を読み解く」

と題して、最近海外の論文や新聞・雑誌で注目され

ているが日本ではあまり馴染みがないトピックを取

り上げたレポートを不定期で掲載していきます。
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