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現場力強化が新興国ビジネスの 10年後を決める

～インドネシアを例に
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THINK ACT
現場力強化が新興国ビジネスの10年後を決める

なぜ、いま現場力か1

THE BIG  3

 > マクロレベルでは、20年以上に亘り生産性向上の必要性が指摘されていた

 > 「成長鈍化」 「競争激化」 「複雑性の向上」が企業レベルでの生産性向上を

待ったなしに

新興国で現場力強化に成功した企業は何をやったのか3

なぜ、新興国では現場力強化が難しいのか2

 > 目指す姿、ノウハウの不在

 > 新興国ならではの人材育成の難しさ

 > 基本動作の徹底

 > 市場平均のベンチマーク

 > 終わりのない実行と定着
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企業レベルでの「生産性向上」への意識の高まり

ノーベル賞経済学者ポール・クルーグマンは、1994年に

「The Myth of Asia's Miracle」 と題した論文で、アジア新興国

の成長について上記のように評した。 すなわち、これまでの

成長は資本と労働の投入量の増大によるもので、生産性上

昇による成長がほとんどなく、生産性の向上なしには今後の

持続的な成長は期待できない、とするものだ。 インドネシア

は、論文で名指しされたアジア新興国の 1 つであった。

それから約 20年後の 2012年、ADBは "Indonesia risks 

falling into the middle-income trap"と題するコラムで、「93年

に一度は中所得国に達したインドネシアは、20年後もなお

『中所得国の罠（Middle Income Trap）』と戦っている」と論じ、

先進国入りするために必要な要素として、インフラの改善や

ガバナンスの強化と並んで、人材育成の重要性を挙げてい

る。

豊富な天然資源を持つインドネシアでは、「オランダ病」と

いう言葉もよく聞かれる。 天然資源による外貨獲得に由来

する経済成長が多くの雇用を創出しない一方、通貨の上昇

を招き、「生産性向上を伴っていない人件費の高騰」を引き

起こすため、製造業の国際競争力を殺ぎ、成長が停滞する

現象のことだ。

現在のインドネシアの労働生産性はどの程度のレベルな

のだろうか。 生産性に関する国際機関であるアジア生産性

機構 （APO） によると、インドネシアの労働生産性は、労働

人口 1人あたり GDPの比較で、ASEAN平均を約 10%下回

り、中国より 3割低く、マレーシアの約 1/3、日本の 1/6 と

いう水準だ     。 また、インドネシアの有力紙 Tempoの調査A

によると、輸出用の靴を 1足生産するのに必要なコストは、イ

ンドネシアで 10.08米ドルなのに対し、中国では 7.12米ド

ルと 3割低い。 当業種での両国での月給がほぼ同じにも関

わらずこの差が生じるのは、インドネシア人は 1日に 0.8足

しか作れないのに対し、中国人は 1.1足作れるからだそうだ。

2 つの指標を勘案すると、インドネシアの労働生産性は、中

国より 3割程度低い程度、というのが現状の姿と言えそうだ

       。

過去 20年以上に亘り、「労働生産性の向上」は、インドネ

シアが解決すべき課題の 1 つとして指摘され続けてきた。

しかし、それはあくまでマクロレベル、すなわち、「国レベル」

での話である。 ミクロな単位としての「企業レベル」で労働

生産性が大きな課題として捉えられるようになったのは、ここ

数年、特に 2013年以降、というのが筆者の実感である。

ローランド ・ ベルガーのジャカルタオフィスにクライアント

企業から持ち込まれる相談を極めて乱暴に分類すると、大

きく 2種類に分けられる。 1 つは、日系、中国系、欧米系な

ど外資系クライアントからの 「インドネシア市場参入にむけた

戦略立案」を目的とするもの、もう 1 つは、既にインドネシア

でプレゼンスを持つ外資系企業や地場のコングロマリット企

業からの、「生産性向上・現場力強化」を目的とするものだ。

そして、後者の「生産性向上・現場力強化」に関する相談

が急増したのが 2013年以降である。 なぜ、今、このタイミン

グなのだろうか。 相談を持ち込んできたクライアント企業の

経営者の話を勘案すると、大きく 3 つの共通した環境変化

が背景にあるようだ。

最大の変化は、「右肩上がりの市場拡大に衰えが見え始

めた」 という点だ。 2012年、インドネシアは、アジア通貨危
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"All of Singapore's growth can be explained by 
increases in measured inputs. There is no sign at 
all of increased efficiency"            －Paul Robin Krugman
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日本 マレーシア タイ 中国 ASEAN平均 インドネシア

1) GDP at constant basic prices per worker, using 2005 PPP, reference year 2011 2) Assuming one month is 30 days

A 労働人口 1人あたり GDPの国際比較 (2011、千米ドル )1

B 海外向け靴製品の生産性比較
63.3

33.3

15.4

13.5

10.7

9.5

0.8足

10.08ドル

4.60ドル

242ドル

140ドル1.0足

一日に生産する靴 月収 一足あたりのコスト 2

7.12ドル

235ドル1.1足

+12.6%

出所： Asian Productivity Organization, Roland Berger Analysis
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機が発生した 1997年以来の経常赤字に転落し、2013年に

は GDP成長率が目標の 6%を下回った （5.8%）。 昨年 5

月に FRBの量的緩和縮小が噂されて以来、ルピアの対ドル

相場は急落し、モルガン・スタンレーによって 「フラジャイル・

ファイブ（脆弱な 5通貨）」という不名誉なグループにノミネー

トされるばかりか、ルピア安によって、原料を輸入に頼る多く

の製造業は大打撃を受けた。 その一方で、ジャカルタでは

最低賃金が 44%引き上げられ、さらに収益を圧迫する。 こ

れまで順調に拡大してきた多くの企業が、「減益」 「赤字」を

強く意識したのが 2013年である　　。

2 つ目の変化として聞かれるのは、「競争環境の激化」、

特に、「中国系や韓国系など低－中価格帯を狙う企業の参

入が一気に増えた」 という点だ。 例えば、韓国にとって、イ

ンドネシアは ASEANでベトナムに次ぐ投資先になっている。

2013年には、製鉄メーカーのポスコが高炉一貫製鉄所を、

タイヤメーカーのハンコックが生産工場をインドネシアに建

設し、小売のロッテは複合ショッピングモール 「ロッテショッ

ピングアベニュー」をジャカルタで開業した。 世界最大の携

帯電話メーカーであるサムスンが、西ジャワに携帯電話の工

場を建設する計画を立てているという話もある。 経済成長に

減速感が見えてきたにもかかわらず、インドネシアに対する

海外からの直接投資は過去最高を更新しつづけており、特

に最大市場であるジャカルタでは過当競争に陥りつつある、

というのが現地経営者の共通認識だ。

C

3 つ目の変化としては、これは特に地場のコングロマ

リット企業に顕著なのだが、「事業の多角化」 が挙げられ

る。 例えば、インドネシア最大の企業グループである Astra 

Internationalの中核事業は自動車だが、グループ内で銀行

業やパーム油製造業なども手がけている。 2013年には、英

国最大の保険会社である Avivaとの合弁で生命保険事業へ

の参入を決めた。 また、同じく 10大グループの 1 つである

Lippoグループは、不動産開発、小売、医療、メディア、金融、

果ては通信や教育と、ありとあらゆる事業を手がけており、い

まだ事業領域を拡大中だ。 強い事業基盤とコネクションを

持つ地場のコングロマリット企業は、あらゆる外資系企業から

引く手あまたの状態にあり、ますますの多角化も想定される。

こうした中で、グループの経営陣は、各事業の性質に沿って

体系立てた KPIを持たなければ、「とてもではないが全ての

事業を見切れない」 し、「生産性を上げなければ各事業の

ポテンシャルを刈り取れない」 という悩みを抱えるに至って

いる。

高成長で利益が右肩上がりの時代は、国レベルでは生産

性の問題が浮上したとても、企業レベルではそれに目をむ

ける必要はそれほどなかった。しかし、「成長速度の鈍化」「競

争環境の激化」「高まる事業の複雑性」といった変化に直面

するなかで、多くの企業が急激に収益構造の改善を意識せ

ざるを得なくなり、結果的に「労働生産性の改善」 「現場力

強化」を課題認識のトップに浮かび上がった、というのが筆

者の印象である。

C インドネシアの GDP成長率の推移 [%]

10.08ドル

出所： World Bank
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以上見てきたとおり、インドネシアで活動する企業におい

て、「生産性向上・現場力強化」の必要性はこれまでにな

いほど高まっている。 しかし、現地経営者が同時に口を揃

えるのは、「この国で実行するのは簡単ではない」 という悩

みだ。実際、多くの企業において「生産性向上・現場力強化」

はいまだ手つかずの状態だ。 なぜだろうか。

1 つには、インドネシアでは体系だった情報やノウハウの

蓄積がいまだ乏しく、どのくらいの生産性が「業界平均」 ま

たは 「業界トップクラス」で、それを実現するには、どのような

「手法」や 「ベストプラクティス」があるのか、ということについ

て共通言語がない、という点が挙げられる。ある日系製薬メー

カーの本社は、インドネシア法人の営業生産性向上に取り

組むべきかどうか悩んでいた。 というのも、インドネシア法人

からの報告では、医薬品営業はいまだ 「御用聞き」的要素

が強く、生産性向上に取り組む必要はない（とにかく訪問し

ていればよい）、というものだったからだ。 本社は「それは全

近代的ではないか」 とも思うのだが、現地での営業実態が

把握しづらい以上、それ以上の口出しがしづらい。 「戦略立

てた営業活動をやっているメーカーもあるのではないか」 と

思いながらも、それを把握する手段がない。 別の外資系製

薬メーカーのインドネシア法人の営業責任者は、地方都市

における営業活動がどの程度効率的に行われているのか、

営業スタッフ間でベストプラクティスを共有すれば生産性の

底上げに繋がるのではないか、という課題認識を持ちながら

も、各営業担当者の「地方によって状況は違うので同じもの

さしでは計れない」という言葉を鵜呑みにするほかなかった、

と言う。

また、仮に問題意識を持ったとしても、実際にそれをどう

進めていいのか、どのような分析をして問題を抽出し、どの

ようなアクションを取っていくべきなのか、について、これまで

学ぶ機会がなかった、という点も挙げられる。 ある現地大手

のメディア企業は、従来のメディア事業だけでなく eコマース

や TVショッピングなど事業の多角化を進めているが、そもそ

も eコマースや TVショッピングにおける事業の KPIが何なの

かもわからないし、各 KPIを改善するための一般的手法、さ

らにはグローバルでの最先端手法としてどのようなものがあ

るのかも学んだことがない、と言う。 例えば、TVショッピング

から eコマースへの誘導などをどのように作りこんでモニタリ

ングしていけばよいのか、などを議論したくても、少なくともイ

ンドネシア国内では誰も建設的なやりかたを知らない、と頭

を悩ませていた。 これまでは「とにかく現場を鼓舞する」 と

いうやりかたで少しずつ改善をしてきたが、もはやそれでは

限界に来ている、と感じていると言う。

最後に、どの企業も最大の悩みとして挙げるのが、「現場

にプレッシャーをかけるとすぐに辞めてしまう」 という問題だ。

市場拡大が続くインドネシアでは、極めて激しい人材の引

き抜き合戦が行われている。 それも、同業種間だけでなく、

異業種を含めての争奪戦だ。 「企業に対するロイヤルティ」

という意識があまり醸成されておらず、また、「個人のキャリア

ディベロップメント」 という観点でもスタンダードがないインド

ネシアでは、業種や職種が違えど好条件であれば転職す

る、という考え方が一般的だ。 こうした環境下で社員に対し

て 「生産性を上げよ」 とプレッシャーをかけると、会社に不

満を抱え、他企業からの甘い言葉と破格の好条件に容易に

つられてしまう、なので、「生産性は上げたいが、辞められる

と困るので手が出せない」 というのが、現場力強化に舵を切

れない最大の悩みである。

現場力強化への躊躇
2
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「生産性向上」 「現場力強化」は待ったなし、でもどうにも

手がつけられない、というのが多くの企業に共通する悩みで

ある。 ローランド ・ベルガーは、こうしたクライアント企業と現

場力強化に向けたプロジェクトチームを組成し、生産性向上

の具体的な数値目標を掲げ、クライアント企業に常駐しなが

ら二人三脚で数多くの成功を収めてきた。 こうしたプロジェ

クトに携わってきた筆者の実感は、「たしかにインドネシアな

らではの難しさもあるが、これまで取り組んでこなかったぶ

ん、改善のポテンシャルは極めて大きい」というものだ。以下、

いくつかの実例を挙げることで、インドネシアの現状がどのよ

うなものなのか、どのように進めれば生産性向上が達成でき

るか、具体的な肌感覚をお伝えしたい。

ステップ 1: 基本動作の徹底

ある現地オフィス用品サプライヤーは、中小企業向け営業

チームの生産性改善に悩んでいた。 いわく、彼らの主力商

品の営業スタッフ 1人あたりの販売台数が 1日当たり 0.2台、

すなわち週に 1台、という状況だ。 それが競合と比べて勝っ

ているのか劣っているのかもわからない、どうやって改善す

ればよいかもわからない、というのがプロジェクト当初である。

実際我々が現場に現状把握に行くと、営業スタッフのほぼ

全員が外回りに出かけず、一日の大半をオフィスで過ごして

いた。 我々が最初に行ったことは極めてシンプルで、朝出

社してきた営業スタッフに 「外回りに出かけましょう」 と言うこ

とだ。 初めのうちは何かにつけ言い訳をしたりするが、数ヶ

月すればオフィスにいる人間はほぼいなくなる。 これだけの

ことで、営業スタッフ 1人あたりの販売台数は 5倍に増えた。

ある公共交通機関では、社内の広告スペースの売上増加

に悩んでいた。 分析をしてみると、営業担当者が受注した

広告スペースの契約内容をフォローしていないため、3 ヶ月

の契約期間の広告スペースに期間満了後も掲載し続け、そ

の後半年に亘り無料で広告スペースを提供している、という

ようなケースが多数見つかった。 ここでも、各営業担当者が

契約内容を確認し、期間満了が近くなるとクライアント企業

に連絡し、継続受注を取る、という基本動作を徹底すること

から始めた。 1年後、広告収入は 3倍に達していた。

上記 2 つの事例は、中でもわかりやすいものを取り出して

いるが、現状のレベル感が少しは伝わったのではないだろう

か。 ようは、基本動作が徹底されていないのだ。 インドネシ

アでは、多くの企業において、明文化された業務フローがあ

るわけではない。 また、前述のとおり、人の入れ替わりも激

しいため、個々人のノウハウの蓄積も乏しい。 これまで手を

つけていなかった、ということもあり、「基本動作レベルで改

善できるポテンシャルが極めて大きい」 というのが筆者の実

感である。

ステップ 2: 「市場平均」のベンチマーク

ある自動車メーカーは、現地調達部品の 1 つを古くから

つきあいのあるローカルサプライヤーに発注していた。 イン

フレや人件費の高騰、為替変動によって年々価格は上がる

ものの、これまではそれほど意識せずにつきあいを続けてい

た。 昨今、顧客からの価格圧力が厳しくなったこと、また、サ

プライヤーの新規参入が相次ぎ、調達先候補も増えている

ことから、この機会に価格ベンチマークを行うことにした。 結

果、既存取引先のローカルサプライヤーは、新規参入した

グローバルレベルのサプライヤーよりなんと 40%も割高であ

ることが判明した。

先進国ではまず見られないようなケースだが、「市場価格」

の定まっていない新興国ではこうした話は決して珍しくない。

インドネシアにおける「現場力強化」の実際
3
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前述のとおり、何が 「市場平均」なのか、誰もわかっていな

いからだ。 また、成長著しく、新規参入がさかんな新興国で

は、1年前の「市場平均」と今日の「市場平均」が大きく違う、

ということも日常茶飯事だ。 基本動作の次にやるべきは、「市

場平均」、すなわち、目指すべき基準値を把握することであ

る。 営業スタッフは 1日何件回れるものなのか、靴 1足はど

のくらいの時間で作るべきなのか、どの業務においても経営

者、社員双方が納得できる 「客観的な」基準値を設定する

ことが 2 つめのステップだ。

ここで重要なのは、決して 「日本では・ ・ 」 「タイでは・ ・ 」

という比較ではなく、あくまでインドネシアでの基準値を設定

する、ということである。 でなければ、「渋滞の多いジャカル

タでは 1日 3件顧客を訪問できればいいほうだ」 「ルピア安

と人件費の高騰、インフレを考えるとこれでも赤字覚悟の価

格だ」 という主張が繰り返されるばかりか、現場にとっても説

得力のない基準値になってしまう。 まずはインドネシアでは

何が平均的なのか、現地現物で確認し、組織で共有するこ

とが肝腎だ。

ステップ 3: 実行と定着（標準化）

「基本動作」が徹底され、「市場平均」 とのギャップと原因

が分析できれば、あとは実行と継続的改善あるのみである。

インドネシアでは、こうした改善活動に慣れていない企業が

多く、また、過度なプレッシャーは前述のとおりご法度にな

る。 1年、場合によっては数年の時間をかけて、少しずつ組

織に定着させていくことが必要だ。 ローランド ・ベルガーで

は、1年目が「（生産性がこんなにも改善するものだという）

発見」、2年目が「（クライアントメンバーへの）実行リーダー

シップの委譲」、3年目で「定着 ・標準化」 というステップで

支援をしたことがある。 成果を一時的なものではなく、組織

の文化に昇華させるには、そのくらい腰を据えて進めること

が肝要だ。

また、こうしたプロジェクトをクライアントと進めていくと、プ

ロジェクトチームに参画しているクライアントメンバーの中に、

生産性向上のインパクトを痛感し、高い意識でノウハウの取

得に取り組もうとするメンバーが現れる。 インドネシアも日本

同様に、年長者を尊び、年長者から高いポジションに上が

る、という文化が根強いが、こうした意識の高いメンバーを「核

人材」として早くから登用することも組織への定着を助けてく

れる　　。D
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以上見てきたような話は、決してインドネシアに限った話

ではなく、新興国ではある程度共通の課題のように見受けら

れる。 こうした現場力強化における外部コンサルタントの役

割について最後に紹介しておきたい。

言うまでもなく、今回紹介したような、「現状 （基本動作の

徹底度） の見える化」 や、「市場平均の把握」 といった調

査・ 分析はコンサルタントの得意とするところだ。 また、実

行段階において強くクライアントメンバーをリードしたり、確

立された手法を持ち込むことで、成功体験を掴み取る力もコ

ンサルタントが発揮できる付加価値の１つだ。 しかし、こと新

興国においては、外部コンサルタントを起用することが社内

の軋轢の緩衝材になることも紹介しておきたい。 前述のとお

り、多くの経営者は現場力強化への取り組みがスタッフの離

職を招き、結果的に現場力が弱体化することを恐れている。

こうした中で、あえて外部のコンサルタントを 「悪者」にする、

あるいは、「期間限定」 という印象を持たせることで、経営者

と社員の直接的な軋轢を和らげることができる。 御社でも、

ぜひ一度 「現場力診断」をしてみてはいかがだろうか。

おわりに － 外部コンサルタントの役割

ローランド・ベルガー 既刊Think ACT/アジアニューズレター「飛躍」のご紹介

飛躍　Vo. 5　中国医薬品市場の鍵を握るマーケットアクセス ／筆者　諏訪 雄栄 ・ 閭 琳 

飛躍　Vo. 4　ミャンマー市場の開拓／筆者　池田 晋吾

飛躍　Vo. 3　国民皆保険へと動き出したインドネシアヘルスケア産業の魅力と落とし穴／筆者　諏訪 雄栄

本稿では、近年 20％以上のペースで急成長している中国の医薬品市場について考察する。

１． 中国はもはや最重要市場の一つ
　　 ・2012年時点で世界 3位、2020年には世界 2位  ・先進国と比較しても高い収益性

２． 「営業・マーケティング」から 「マーケットアクセス」へ
　　 ・「物量」 「力技」営業の終焉      ・鍵を握るのは各地方の政府へのきめ細やかなマーケットアクセス

３． 求められるのは市場の正確な把握
　　 ・現地現物による市場の見極め       ・事業機会の適切な評価

急速民主化が進み、ASEANの中でも最も熱い視線を集める国へと変化を遂げたミャンマー。

その成長力に伴い、グローバルトップが集う「Best-in-Class」が求められる真にグローバルな戦いはすでに始まっている。

しかし一方で、国としての構造的課題への理解なくしては難しいマーケットであることも否めない。

本稿では、ミャンマーを取り巻く現状を具体的な事例をもって紹介し、ミャンマー攻略の道を考察する。

着実な経済成長に国民皆保険導入の後押しが加わり、インドネシアヘルスケア産業への注目度が高まっている。

しかし、右肩上がりの事業計画を持って参入してきた外資系企業が参入後に想定以上に苦戦するケースが散見される

など、インドネシアは一筋縄ではいかない市場だ。 本稿では、筆者が経験した、外資系企業が陥りがちな「3 つの

落とし穴」を切り口に、インドネシアヘルスケア市場での事業展開の留意点を紹介する。
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ASIAN NEWS LETTER

 
   5   JULY 2014

生き残る 3つの現地化

中国医薬品市場の鍵を握るマーケットアクセス

11

THINK ACT
現場力強化が新興国ビジネスの10年後を決める

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 11ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS

THINK ACT
現場力強化が新興国ビジネスの10年後を決める

ABOUT US

WWW.THINK-ACT.COM

ローランド・ベルガー

　ローランド・ベルガーはドイツ、ミュンヘンに本社を置き、ヨーロッパを代表する戦略立案とその実行支援に特化した経営

コンサルティング・ファームです。 1967年の創立以来、成長を続け、現在 2,700名を超えるスタッフと共に、世界 36 カ国 51

事務所を構えるまでに至りました。 日本におきましては、1991年にオフィスを開設し、日本企業及び外資系企業の経営上

の課題解決に数多くの実績を積み重ねております。 製造、流通・サービス、通信業界等数多くのプロジェクトはもとより、5

～ 10年後を予測する各種トレンドスタディの実施や学術機関との共同研究などを行うことにより常に最先端のノウハウを蓄

積しております。

アジアジャパンデスクのご紹介

　ローランド・ベルガー東京オフィスは、経済成長が著しい

アジア地域の主要国に経験豊富な日本人コンサルタントを

配置することで、日本企業のグローバル化を力強くサポート

しています。

アジアジャパンデスクでは、製造業、消費財、運輸、ヘルス

ケア、エネルギーなど、幅広い産業についての知見に加え、

新規参入戦略、クロスボーダーアライアンス・ M&A、販売戦

略、ブランド戦略、事業再構築、コスト最適化など、幅広い

テーマにおけるプロジェクト経験を有しています。

　各ジャパンデスクは、東京オフィス及び各国オフィスのエ

キスパートと連携し、クライアントの現地法人と日本本社の

トップマネジメント両方に大局的かつ、現地現物に基づく質

の高いコンサルティングサービスを提供しています。

アジアジャパンデスク統括 パートナー

山邉　圭介

Tel:  +81- 3 - 3587- 6677
Mobile: +81- 90 - 8418 -2212,  + 65 - 8146 - 9871 
E-mail: keisuke.yamabe@rolandberger.com 

Bangkok

Singapore

Tokyo

Taipei
Shanghai

Seoul

Beijing

Kuala Lumpur

Jakarta

Mumbai Nay Pyi Taw

New Delhi

Hong Kong

Guanzhou
Hanoi

ローランド・ベルガーアジア拠点

＊Hanoi、Nay Pyi Tawはプロジェクトオフィス

Tablet version

DOWNLOAD OUR KIOSK APP

To read our latest editions on your tablet, search for "Roland Berger" in the 
iTunes App Store or at Google Play. Download the Kiosk App for free.

飛躍　Vo. 5　中国医薬品市場の鍵を握るマーケットアクセス ／筆者　諏訪 雄栄 ・ 閭 琳 

飛躍　Vo. 4　ミャンマー市場の開拓／筆者　池田 晋吾

飛躍　Vo. 3　国民皆保険へと動き出したインドネシアヘルスケア産業の魅力と落とし穴／筆者　諏訪 雄栄



10

THINK ACT
現場力強化が新興国ビジネスの10年後を決める

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS

以上見てきたような話は、決してインドネシアに限った話

ではなく、新興国ではある程度共通の課題のように見受けら

れる。 こうした現場力強化における外部コンサルタントの役

割について最後に紹介しておきたい。

言うまでもなく、今回紹介したような、「現状 （基本動作の

徹底度） の見える化」 や、「市場平均の把握」 といった調

査・ 分析はコンサルタントの得意とするところだ。 また、実

行段階において強くクライアントメンバーをリードしたり、確

立された手法を持ち込むことで、成功体験を掴み取る力もコ

ンサルタントが発揮できる付加価値の１つだ。 しかし、こと新

興国においては、外部コンサルタントを起用することが社内

の軋轢の緩衝材になることも紹介しておきたい。 前述のとお

り、多くの経営者は現場力強化への取り組みがスタッフの離

職を招き、結果的に現場力が弱体化することを恐れている。

こうした中で、あえて外部のコンサルタントを 「悪者」にする、

あるいは、「期間限定」 という印象を持たせることで、経営者

と社員の直接的な軋轢を和らげることができる。 御社でも、

ぜひ一度 「現場力診断」をしてみてはいかがだろうか。

おわりに － 外部コンサルタントの役割

ローランド・ベルガー 既刊Think ACT/アジアニューズレター「飛躍」のご紹介

飛躍　Vo. 5　中国医薬品市場の鍵を握るマーケットアクセス ／筆者　諏訪 雄栄 ・ 閭 琳 

飛躍　Vo. 4　ミャンマー市場の開拓／筆者　池田 晋吾

飛躍　Vo. 3　国民皆保険へと動き出したインドネシアヘルスケア産業の魅力と落とし穴／筆者　諏訪 雄栄

本稿では、近年 20％以上のペースで急成長している中国の医薬品市場について考察する。

１． 中国はもはや最重要市場の一つ
　　 ・2012年時点で世界 3位、2020年には世界 2位  ・先進国と比較しても高い収益性

２． 「営業・マーケティング」から 「マーケットアクセス」へ
　　 ・「物量」 「力技」営業の終焉      ・鍵を握るのは各地方の政府へのきめ細やかなマーケットアクセス

３． 求められるのは市場の正確な把握
　　 ・現地現物による市場の見極め       ・事業機会の適切な評価

急速民主化が進み、ASEANの中でも最も熱い視線を集める国へと変化を遂げたミャンマー。

その成長力に伴い、グローバルトップが集う「Best-in-Class」が求められる真にグローバルな戦いはすでに始まっている。

しかし一方で、国としての構造的課題への理解なくしては難しいマーケットであることも否めない。

本稿では、ミャンマーを取り巻く現状を具体的な事例をもって紹介し、ミャンマー攻略の道を考察する。

着実な経済成長に国民皆保険導入の後押しが加わり、インドネシアヘルスケア産業への注目度が高まっている。

しかし、右肩上がりの事業計画を持って参入してきた外資系企業が参入後に想定以上に苦戦するケースが散見される

など、インドネシアは一筋縄ではいかない市場だ。 本稿では、筆者が経験した、外資系企業が陥りがちな「3 つの

落とし穴」を切り口に、インドネシアヘルスケア市場での事業展開の留意点を紹介する。

BEYOND MAINSTREAM

ASIAN NEWS LETTER

 
   5   JULY 2014

生き残る 3つの現地化

中国医薬品市場の鍵を握るマーケットアクセス

11

THINK ACT
現場力強化が新興国ビジネスの10年後を決める

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 11ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS

THINK ACT
現場力強化が新興国ビジネスの10年後を決める

ABOUT US

WWW.THINK-ACT.COM

ローランド・ベルガー

　ローランド・ベルガーはドイツ、ミュンヘンに本社を置き、ヨーロッパを代表する戦略立案とその実行支援に特化した経営

コンサルティング・ファームです。 1967年の創立以来、成長を続け、現在 2,700名を超えるスタッフと共に、世界 36 カ国 51

事務所を構えるまでに至りました。 日本におきましては、1991年にオフィスを開設し、日本企業及び外資系企業の経営上

の課題解決に数多くの実績を積み重ねております。 製造、流通・サービス、通信業界等数多くのプロジェクトはもとより、5

～ 10年後を予測する各種トレンドスタディの実施や学術機関との共同研究などを行うことにより常に最先端のノウハウを蓄

積しております。

アジアジャパンデスクのご紹介

　ローランド・ベルガー東京オフィスは、経済成長が著しい

アジア地域の主要国に経験豊富な日本人コンサルタントを

配置することで、日本企業のグローバル化を力強くサポート

しています。

アジアジャパンデスクでは、製造業、消費財、運輸、ヘルス

ケア、エネルギーなど、幅広い産業についての知見に加え、

新規参入戦略、クロスボーダーアライアンス・ M&A、販売戦

略、ブランド戦略、事業再構築、コスト最適化など、幅広い

テーマにおけるプロジェクト経験を有しています。

　各ジャパンデスクは、東京オフィス及び各国オフィスのエ

キスパートと連携し、クライアントの現地法人と日本本社の

トップマネジメント両方に大局的かつ、現地現物に基づく質

の高いコンサルティングサービスを提供しています。

アジアジャパンデスク統括 パートナー

山邉　圭介

Tel:  +81- 3 - 3587- 6677
Mobile: +81- 90 - 8418 -2212,  + 65 - 8146 - 9871 
E-mail: keisuke.yamabe@rolandberger.com 

Bangkok

Singapore

Tokyo

Taipei
Shanghai

Seoul

Beijing

Kuala Lumpur

Jakarta

Mumbai Nay Pyi Taw

New Delhi

Hong Kong

Guanzhou
Hanoi

ローランド・ベルガーアジア拠点

＊Hanoi、Nay Pyi Tawはプロジェクトオフィス

Tablet version

DOWNLOAD OUR KIOSK APP

To read our latest editions on your tablet, search for "Roland Berger" in the 
iTunes App Store or at Google Play. Download the Kiosk App for free.

飛躍　Vo. 5　中国医薬品市場の鍵を握るマーケットアクセス ／筆者　諏訪 雄栄 ・ 閭 琳 

飛躍　Vo. 4　ミャンマー市場の開拓／筆者　池田 晋吾

飛躍　Vo. 3　国民皆保険へと動き出したインドネシアヘルスケア産業の魅力と落とし穴／筆者　諏訪 雄栄



THINK ACT
現場力強化が新興国ビジネスの10年後を決める

© 2014 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH. ALL RIGHTS RESERVED.

Publisher

ROLAND BERGER 
STRATEGY CONSULTANTS

株式会社 ローランド・ベルガー

広報担当：  西野、山下

〒107-6023　東京都港区赤坂1-12-32　
 アーク森ビル23階
電話  03-3587-6660（代表） 
ファックス  03-3587-6670
e-mail: strategy@jp.rolandberger.com
www.rolandberger.co.jp

The authors welcome 
your questions, comments 
and suggestions

インドネシアジャパンデスク　
シニア プロジェクト マネージャー　　　　

諏訪　雄栄　Suwa Yoshihiro
Tel:  +62 21 298 59800
Mobile: +62 852 8208 6831 
E-mail: yoshihiro.suwa@rolandberger.com
京都大学法学部卒業後、ローランド・ベルガーに参画。日本および欧州に

おいてコンサルティングに従事。その後、ノバルティスファーマを経て、復

職。製薬、医療機器、消費財を中心に幅広いクライアントにおいて、成長戦

略、海外事業戦略、マーケティング戦略、市場参入戦略（特に新興国）のプ

ロジェクト経験を多数有する。


