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HP アジア地域 中小企業調査レポート 2020年
アジアの中小企業の成長軌道への回帰に向けて
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序文
どの企業にも始まりがあります。中小企業は、起業家、イ
ノベーター、発明家であり、それぞれが熱意を持って事業

現在の環境においては、コストに慎重にな
ることは重要ですが、デジタルソリューシ
ョンを導入することで、アジリティを高め、
ただ回復するだけでなく、長期的な成功を
目指すことができるはずです。

や技術に尽力し、将来的に多国籍企業となる可能性を秘め
ています。特に、これが当てはまる地域がアジアではない
でしょうか。世界経済の成長を促進し、意欲的で冒険心を
持つ中小企業の伝統に恵まれている地域です。技術の発展
により、中小企業は俊敏かつ柔軟に業務に取り組めるだけ
でなく、お客様のニーズにより迅速に対応し、既存の事業
分野を超えて製品やサービスを提供できるようになりまし
た。

最近のさまざまな出来事は、そうした傾向を加速させていま

HPが中小企業をサポートする役割を担っていることは明らか

す。昨今のお客様は、簡素化、自動化、パーソナライズされ

です。新しいアジャイルな働く環境への対応を支援し、適切な

た体験の提供を中小企業に期待しています。また、従業員は

デバイス、テクノロジー、ツールを提供することでお客様や従

リモートで安全かつセキュアに働ける環境を求めています。

業員の体験を変革させ、アジア全体で人材のスキル向上や学習

企業が成功を収めるためには、状況に合わせてビジネスモデ

の推進を支援します。

ルを変更し、お客様、パートナー、従業員に迅速で継続的な
エンゲージメントを提供する能力が不可欠となっています。

HPが、事業を展開する市場を変革し、アジア全域で人材のス
キル向上を支援する取り組みを誇りに思います。今日の中小

HPはグローバル企業として、変化と共に発展し、業界に

企業が各分野におけるリーダーとなり、ひいては未来のグロ

破壊的変化をもたらすために常に変革を続けています。

ーバルリーダーとなれるように、企業の変革に向けて共に取

当社は成長と適応に向け取り組んでいます。81年前に2

り組んでいけることを楽しみにしています。

人の創業者がガレージで起業した時から、HP Inc.として
新会社を設立するに至るまで、お客様のためにイノベー
ションの促進に注力してきました。現在は、170カ国で
事業を展開し、5万5千人を超える社員を擁し、お客様の
コンピューティングとプリンティングのニーズに対応し
ています。HPは受け継がれてきた伝統により、中小企業
が目下の世界経済の状況を乗り切り、成長軌道への回帰
に向けてトランスフォーメーションを進めるパートナー
として支援していきます。
当社はまず、状況を理解するため、本レポートを作成し、
中小企業の現在の問題点、課題を明らかにし、将来に向け
た意識やモチベーションを把握しました。本調査から得ら
れた重要な発見は、デジタルトランスフォーメーションを
重視する企業ほど、将来の成長について前向きになるとい
うことです。

Ng Tian-Chong
Managing Director, Greater Asia
HP Inc.
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本レポートによると、中小企業の現状に矛盾が起きているよ

HPは、この疑問に対する答えを探り、企業の姿勢や意欲を把

うです。

握するために、アジア全域の中小企業を対象に調査を実施し

• 業績回復にはデジタルの導入が非常に重要であることを

ました。この調査で、多くの中小企業が、アジリティを向上

認識している。

• しかし、現在重視しているのはキャッシュフローの管理
である。

• 多くの中小企業がイノベーションにリソースを投入でき
ていない。

• デジタルトランスフォーメーションを活用するにあた
り、どこに支援をもとめたらよいか分からない。
中小企業の存続と回復の能力は、パンデミック収束後のア

させ、迅速な業績回復を果たすために、デジタルによる変革
が必要であると認識していることが分かりました。平均で、
調査対象企業の59%が、成功を収めるためにはデジタルの導
入が不可欠または非常に重要と考えています。また、5社中1
社が、加速する消費者ニーズの変化に対応するため、プロセ
スをデジタルに移行して効率とスピードの向上を図ることを
目指しています。この傾向が特に顕著だったのはインドネシ
ア、インド、タイの中小企業で、約75%がデジタルの活用を
不可欠または非常に重要と考えています。
興味深いことに、新興企業ほどデジタルの重要性を認識して

ジア経済の方向性に大きな影響を及ぼすことが予想されま

います。具体的には、創業1年未満の企業の約3分の1が、成

す。IMF（国際通貨基金）の予測では、2021年のアジアの成

功を収めるためにはデジタルが不可欠であると考えています。

長率は7.4%a に回復することが見込まれています。これは、

このような企業は、戦略の中心にデータと顧客を据えるデジ

回復に向けて今が態勢を整える時であることを示していま

タルファースト企業であることが多いようです。また、この

す。

ような企業群では、パンデミック収束後の発展を予想してい
る割合が最も高くなっています。

本調査レポートから得られたインサイトでは、新型コロ
ナウイルス感染症の影響がアジア全域における中小企業

今後について、多くの企業が現在の危機を乗り越えるために

の計画や成長の見通しを一変させるほど甚大であったこ

は、自社の製品、サービス、働き方を改革する必要があると

とを示しています。中小企業の46%がパンデミック前には

考えています。また、オンラインツールの活用を強化し、プ

成長を期待していましたが、この割合は16%へと大幅に減

ロセスをデジタル化して、効率と生産性を向上させることに

少しました。例えば、シンガポールでは、成長率の低下

前向きです。しかしながら、イノベーションを支援するパー

を予想する企業の割合が、パンデミック前の5%から48%

トナーがいないことが、中小企業のイノベーション能力の障

に上昇しました。日本の企業では、安定成長を見込む割

壁となっている可能性があります。現在の危機について、3

合が半分以下に減少しました。

社中1社がキャッシュフローを確保するために銀行などの金
融機関に頼っています。その一方で、テクノロジー企業にイ

このような結果に反して、アジアの中小企業は概して事態

エグゼクティブサマリー

を楽観視しています。中小企業の多く（60%）はこの状況
に耐えられると確信しており、過半数（53%）がパンデミ

韓国のコンセプトカフェ、インドネシアで人気のデ

中小企業は民間セクターに従事する労働者の3人に2人を採用

リバリープラットフォーム、シンガポールの家族経

しているだけでなく、大企業にとって重要な顧客でありサプラ

営による製造会社、オーストラリアのパーソナルケ

イヤーでもあります。ここ数十年の間に、起業家精神はアジア

アブランドに至るまで、アジアの活気と多様性は中

の成長を大きく後押ししてきました。アジアが新型コロナウイ

小企業によってもたらされています。中小企業はま

ルス感染症（COVID-19）の影響を受ける中、中小企業は景気回

さにアジア経済の中心です。AEPCによると、中小

復に欠かせない存在です。

ック収束後の経済で発展を遂げられると考えています。好
業績を確信している最も強気な企業は創業1年未満の企業
（63%）でした。
多くの中小企業にとって、目下の最優先事項は現在の危機

ノベーションの支援や今後の成長の後押しを求めている企業
は19%にとどまっています。
HPは、中小企業の回復と変革を支援するパートナーです。当
社は、イノベーションを通じてアジアの経済成長を促進し続け
る中小企業の力を信じ、ニューノーマルの中で発展を遂げるた
めに必要なデバイス、ツール、テクノロジーの提供に取り組ん
でいます。

を乗り切ることです。つまり、キャッシュフローを注視し、
立て直しを図り、成長軌道に回帰できるようにすることで

企業は全企業の90%超を占めています。
その一方で、中小企業はとりわけ不況の影響を受けやすいとい
うことも当社は認識しています。中小企業は大企業よりも個人
消費への依存度が高く、資金源が少ない傾向にあります。技術

す。では、中小企業はビジネスモデルの再考や、より回復
力のある企業となるための適切な戦略やツールの準備がで

a 出典：World Economic Outlook Update, June 2020, Emerging and Developing Economies

きているでしょうか。

（世界経済見通し 2020年6月改訂、新興市場国と発展途上国）

の導入やプロセスの自動化が低いことも、中小企業が混乱の影
響を受けやすい要因として挙げられます。
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存続から回復へ
新型コロナウイルス感染症によって、アジアの中小企業の多くが、業務停止状態に
陥りました。発注のキャンセルや延期、支払いの遅れから、キャッシュフローに大
打撃を受けました。本レポートが調査対象とした8市場のうち5市場で、中小企業の
回復の大きな障壁の１つがキャッシュフローであることが明らかになっています。
予想通り、調査対象企業の5社中4社以上が、パンデミックが今年の業績に中程度もしくは大きな影響を及ぼすと見込んでいます。
また、企業の43%が通常よりも生産性が低下したと回答しています。
図1：新型コロナウイルス感染症拡大におけるアジアの中小企業の事業見通し

60%

新型コロナ収束後の事業存続に自信を持っている
事業戦略を立て直す良い機会である

54%

新型コロナ収束後の事業発展に自信を持っている

53%

パンデミックの影響は中小企業が直面しているその他の課題の影響と同様である

パンデミックは長期的な機会をもたらしている

41%
40%

インドの企業はとりわけ存続能力について楽観的であり（インドの回答者の73%）、インドネシアは発展を見込む中小企
業の割合が最も高い（72%）という結果でした。後述する通り、これらの国の企業は成功を収めるためのデジタルツール
の価値を理解しています。
アジアの中小企業がパンデミック収束後の世界をどのように生き抜くか模索するなか、54%の企業は、現在の危機を事業
戦略を見直す機会と捉えています。これまでのような経営手法はもはや通用しない可能性があり、業務と生産性を向上
させるためにはビジネスモデルを見直す必要があると認識しているのです。特に、働き方改革、柔軟な働き方の追求、
製品やサービスのイノベーション、技術への対応を行いたいと考えています。

08

HPアジア地域 中小企業調査レポート | 2020

成長のための戦略
図2：中小企業がパンデミックからの業績回復に役立つと考えている戦略

柔軟な働き方
のオプション

働き方改革

27%

26%

戦略的計画とリ
スクマネジメン
トに関する助言

事業計画に関
する助言

21%

22%

製品やサービ
スのイノベー
ション

オンライン会議
およびデジタル
ツールの活用

25%

プロセスのデ
ジタル移行促
進

23%

19%

製品やサービス
の市場導入に関
する助言

助成金や融資
の利用

21%

21%

専門能力の
開発に関す
る助言

19%

従業員の働き方革新は、マイクロビジネスにとっても業績

企業規模別に見てみると、マイクロビジネスは製品に関連

回復につながる最優先の戦略です。柔軟な働き方は、ベト

するプロセスの向上に努めており、製品やサービスのイノ

ナム以外の全市場で3位以内に入っており、これは、マイ

ベーションと、製品の市場投入が、業績回復に向けた主要

クロビジネスにおいて、パンデミックの期間中に導入した

な戦略と捉えています。

働き方が今後定着する可能性があることを意味しています。

小売業界および金融サービス業界では、業績回復を促進す

また、4社に1社が、製品やサービスのイノベーションと、デ

るために製品やサービスのイノベーションに熱心です。製

ジタルツールの活用が危機を脱するのに役立つと考えていま

造業では特に新型コロナウイルス感染症によるサプライチ

す。特にシンガポールとインドの中小企業は、そのような方

ェーンの混乱を考慮して、製品の市場供給を支援できる戦

法でイノベーションを実現したいと考えています。インドの

略を重要視する傾向にあります。教育業界および医療業界

多くの中小企業がオンラインツールの有効活用を業績回復促

では、サービスの提供における柔軟性を向上させるために、

進の鍵と見ており、また、シンガポールでは製品やサービス

オンラインツールのさらなる活用に重点が置かれています。

のイノベーションが事業立て直しの一役を担うと考えられて
います。
図3：中小企業の成功に向けたデジタルの導入の重要性
オースト

調査平均（%）

ラリア（%）

インド
（%）

インドネシア
（%）

日本

韓国

タイ

（%）

シンガポール
（%）

（%）

（%）

ベトナム
（%）

不可欠である

23%

17%

35%

34%

14%

19%

15%

35%

13%

非常に重要である

36%

41%

40%

40%

20%

31%

28%

40%

47%

重要である

28%

29%

17%

24%

36%

33%

41%

17%

30%

関連性がある

14%

14%

9%

4%

31%

18%

18%

9%

11%

業種、地域、企業規模を問わず、多くの中小企業が業績
回復にはデジタルへの移行が重要であると認識していま
す。また、5社中約3社が、成功するにはデジタルの導入
が不可欠または非常に重要と考えています。こうした認
識はインドとタイの企業で最も高く、それぞれの市場で
75%でした。なお、インドネシアでも74%と高い割合が
示されています。

その一方で、日本は、34％にとどまっています。この割合は、
韓国でも43%と比較的低い結果となっています。
デジタルの重要性を認識している割合が最も高いのは新興企
業でした。創業1年未満の中小企業では約3分の1（32%）がデ
ジタルは成功に不可欠であると回答しており、創業6年を超え
る中小企業ではこの割合は22%にとどまります。
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イノベーション実現の難しさ
多くの中小企業がイノベーションの価値を認識していますが、その実現は難しいこともありま
す。オーストラリア、シンガポール、韓国、ベトナムなどの市場では、中小企業の迅速な業績
回復の障壁として、イノベーションの実現方法を知ることが3位以内に入っています。
中小企業が利用できるリソースは限られていることを考えると、イノベーションの実現が難しいのも当然と言えます。明確な組
織構造や各業務の担当部署を有する大企業とは異なり、小規模企業は、一人が幅広い職務をこなしています。これが柔軟かつ俊
敏に活動できる要因でもありますが、イノベーションの文化を築く力を妨げる可能性もあります。
図4：アジアの中小企業によるイノベーションへの取り組み

調査平均（%）

オーストラ
リア（%）

インド
（%）

インドネシア
（%）

日本

韓国

タイ

（%）

シンガポール
（%）

（%）

（%）

ベトナム
（%）

すべての従業員が提
案できる

49%

46%

48%

46%

49%

52%

54%

47%

49%

顧客に要望を尋ねて
いる

42%

45%

51%

40%

25%

39%

42%

50%

46%

専任の担当者／担当
チームを設けている

39%

27%

45%

59%

24%

37%

29%

51%

40%

競合製品を真似てい
る

36%

39%

42%

44%

19%

42%

32%

40%

34%

外部のアドバイザー
と取り組んでいる

20%

15%

27%

22%

2%

24%

20%

28%

25%

アジア全域で、イノベーションの専任者または担当チームを設けている中小企業は39%にとどまっています。また、より多
くの企業（42%）が、必要とされる変革を特定するために顧客調査に依存しています。36%の企業は、競合製品を真似ている
と回答しており、これは、イノベーションの価値を認識しているにもかかわらず、組織として確立できていないことを示し
ています。
市場別では、イノベーションにリソースを投じている企業の割合は、インドネシア（59%）とタイ（51%）が突出しています。
その一方で、日本でイノベーションの専任者や担当チームを設けている企業はわずか24%でした。
小規模企業またはマイクロビジネスと比べて、中堅企業は従業員が多いこともあり、イノベーションの担当チームや専任者
を設ける傾向にあります。ただし、中堅企業でも、イノベーションを率いる適切な人材を見つけることが課題となっていま
す。これは、一般的に、中小企業は生産性を最適化するために複数の職務をこなせる人材を採用する傾向があるためです。
このことは、キャッシュフローに問題を抱える企業にとってより大きな課題となります。イノベーションをリードする人材
の雇用は成長に資する可性がありますが、実現が難しい場合があります。
実際に、適切な技術的スキル（22%）や働く姿勢（22%）を持つ人員の採用が業績回復の障壁の5位以内にあがっています。
スキルと姿勢の両方に重点を置く中小企業にとって理想的な人材は、業務をこなせるスキルと取り組む意欲がそろっている
必要があり、そうした人材を見つけることは必ずしも容易ではありません。
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イノベーションを解き放つ
リソースが限られている中小企業にとって、効果的にイノベーションを実現するた
めに、外部の支援を活用することは有効です。当社の調査では、31%の企業が金融
機関に助言を求めている一方で、テクノロジー企業に援助を求めている企業は約5
分の1（19%）にとどまっています。
これは、多くの中小企業が、イノベーションを最大限に活用するためにどこに支援を求めたらよいか分かっていないことを
示唆しています。この結果は、優れたIT企業がデジタル化を通じて企業にイノベーション推進に役立つ知識、技術支援、サ
ービスを提供しているという事実と矛盾しています。
中小企業が将来の成長機会を目指す中、イノベーションを最優先し、デジタルトランスフォーメーションを推進するパート
ナーと連携することがこれまでになく重要になっています。この調査で、企業が成功に向けたデジタルの導入をどれほど重
要視しているかが、その企業の成長と相関していることが明らかになりました。過去1年間で事業が順調に成長したと回答
した中小企業のうち、56%がデジタルを成功のための手段と考えている一方で、デジタルを重要視していない企業はわずか
14%でした。
中小企業がデジタルの導入を重視している国では、地域の平均よりも多くの企業が成長を遂げています。各国の割合は、イ
ンドネシアで60%、インドで58%、ベトナムで58%、タイで55%、オーストラリアで48%となっています。日本（38%）、韓
国（29%）、シンガポール（24%）では成長した企業が少なく、これらの国の中小企業は成功のための手段としてデジタル
をあまり重視していないことが起因していると思われます。
もう一つの注目すべき点は、デジタルに対する企業の考え方がイノベーションの成否と相関していることです。デジタルツ
ールを重視する企業（39%）は、デジタルに対する評価が低い企業（20%）よりも、自社のイノベーションを肯定的に評価
しています。また、企業規模が大きくなるほどパフォーマンスの評価が高くなっています。中堅企業の約58%が過去1年間に
実現したイノベーションを優れていると評価していますが、マイクロビジネスでは39%で、イノベーションを推進するため
のリソースの重要性が浮き彫りになりました。
イノベーション能力に最も自信を持っているのは、インドネシア、インド、ベトナム、オーストラリア、タイの企業でした。
一部の企業は、パンデミック収束後の見通しについて最も強気な姿勢を見せており、存続から回復モードに移行する中でデ
ジタルツールの活用を予定しています。
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成功への主なステップ
アジアの中小企業は、現在の危機から業績を回復させ、さらに力強くなる可能性
を秘めています。これらの企業の多くが、自社が認識しているよりもアジリティ
が高く、デジタルトランスフォーメーションをできる能力を備えています。そう
した企業に必要なのは、利用可能なリソースと支援を活用することです。アジア
の中小企業がパンデミック収束後の成功に向け準備できることのいくつかは、以
下の通りです。
• 適切なツールを手に入れる：適切なツールとリソースに

• アジリティの高い働き方を実現するためにセキュリテ

より、危機の収束後に成長を推進し、同時にニューノー

ィを強化する：柔軟な働き方がこれからの新しい働き

マルにおける文化、習慣、スキルを確立することが可能

方であり、セキュリティがこれまで以上に重要になっ

です。

ています。オフィスでも自宅でも仕事ができることが

• 「新規採用」の代わりに技術を活用する：デジタルトラ
ンスフォーメーションのプロセスを開始する際に、どの

標準になるため、企業は重要度の高いニーズとしてセ
キュリティを検討する必要があります。

ように進化したいか、それを実現するためにどういった

• レガシーテクノロジーを排除する：既存のビジネスニーズ

技術を活用できるかを考えることが重要です。自由に利

を満たせず、市場が求めるデジタル体験を提供できない古

用できるリソースと、組織内でのリソースの共有を考え

い技術を維持するために、企業が膨大な経費を費やしてい

る必要があります。

ることがしばしばあります。技術の更新は高価で複雑であ

• 従業員に新テクノロジーの利用と習得を促す： これは複
雑な過程を伴う可能性がありますが、仕事のスピードと効
率の向上のためには必要です。企業は、コロナ危機が収束
した後の新たな働き方に向けて従業員を支援し、適切なス
キルを身に付けられるように、トレーニングやチェンジマ

ることが多いため、そうしたことが起こりがちです。レガ
シーテクノロジーへのこだわりは、もっと使いやすく、優
れた顧客体験を提供し、迅速かつ容易なデータ分析を可能
にする技術に費やせたかもしれない、貴重なリソースを消
費することにつながります。

ネージメントを行う必要があります。
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本レポートについて
HPは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックがアジア地域の中小企業に及ぼす影
響と、中小企業が業績を回復するために必要とするツールおよび支援を把握するため
に、アジア8カ国の1,600社の中小企業を対象に調査を実施しました。
この調査は、オーストラリア、インド、インドネシア、日本、韓国、シンガポール、タイ、ベトナムで各200社を対象
に実施しました。HPは、これらのデータを比較して、有意義な考察を提供します。
複数の調査機関を通じて入手した企業から無作為に調査対象を選択し、2020年5月26日から2020年6月7日にかけてオン
ライン調査を実施しました。
回答者は、従業員数200人未満の企業の経営者、パートナー、マネージングディレクター、最高経営責任者、最高執行
責任者、最高財務責任者、ディレクターを対象としました。調査は対象企業を以下の通りに分けて実施しました。

マイクロビジネス

小規模企業

中堅企業

（従業員数10人未満）

（従業員数10～49人）

（従業員数50～199人）

小売／卸売、製造、専門サービス、医療、教育、金融サービスを含む複数の業界における企業を対象としました。
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