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    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとはⅠⅠⅠⅠ    

・・・・地球規模地球規模地球規模地球規模でででで事業事業事業事業をををを展開展開展開展開するためにするためにするためにするために国境国境国境国境をををを越越越越ええええ、、、、地球全体地球全体地球全体地球全体をををを    

    ひとつのひとつのひとつのひとつの市場市場市場市場とととと捉捉捉捉えてえてえてえて行行行行ううううマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのことをのことをのことをのことをグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・    

    マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングというというというという。。。。    

    

    

    

    

    

    

・・・・国際国際国際国際マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとは、、、、国境国境国境国境をををを越越越越えてえてえてえて遂行遂行遂行遂行されるされるされるされる企業企業企業企業のののの    

    マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング諸活動諸活動諸活動諸活動のののの総称総称総称総称であるであるであるである（（（（諸上諸上諸上諸上・・・・藤沢藤沢藤沢藤沢[[[[1997199719971997]]]]、、、、    

    16161616ページページページページ）。）。）。）。    



    

    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとはⅡⅡⅡⅡ    

・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとは、、、、国際国際国際国際マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの現代的現代的現代的現代的    

    形態形態形態形態であってであってであってであって、、、、多国籍企業多国籍企業多国籍企業多国籍企業のののの世界戦略世界戦略世界戦略世界戦略のののの一環一環一環一環をををを担担担担うううう、、、、世界的世界的世界的世界的    

    視野視野視野視野にににに基基基基づいたづいたづいたづいた戦略的戦略的戦略的戦略的マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング・・・・プロセスプロセスプロセスプロセス////プログラムプログラムプログラムプログラムでででで    

    あるあるあるある。。。。    
    

・・・・そのそのそのその目的目的目的目的はははは、、、、世界的規模世界的規模世界的規模世界的規模でのでのでのでの効率性効率性効率性効率性とそれぞれのとそれぞれのとそれぞれのとそれぞれの市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける
顧客満足顧客満足顧客満足顧客満足のののの総和総和総和総和をををを極大化極大化極大化極大化してしてしてして、、、、世界的規模世界的規模世界的規模世界的規模でのでのでのでの競争優位競争優位競争優位競争優位をををを
獲得獲得獲得獲得することであるすることであるすることであるすることである((((大石大石大石大石［［［［2000200020002000］、］、］、］、50505050ページページページページ))))。。。。    

    

・・・・国境国境国境国境をををを越越越越えたえたえたえたマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングがががが国際国際国際国際マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングでででで、、、、国境国境国境国境なきなきなきなきボーダレスボーダレスボーダレスボーダレス時代時代時代時代    

    ののののマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングががががグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングであるであるであるである（（（（大前大前大前大前[[[[1990199019901990]]]]、、、、嶋嶋嶋嶋［［［［2003200320032003］）。］）。］）。］）。    

    しかししかししかししかし、、、、これはこれはこれはこれは幻想幻想幻想幻想であるであるであるである。。。。現代現代現代現代においてもにおいてもにおいてもにおいても厳厳厳厳としてとしてとしてとして国境国境国境国境はははは    

    存在存在存在存在しししし、、、、ボーダレスボーダレスボーダレスボーダレスににににマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングがががが展開展開展開展開されているわけでされているわけでされているわけでされているわけで    

    はないはないはないはない。。。。    



    

グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの本質本質本質本質    

    

・・・・「「「「国境国境国境国境をををを越越越越えたえたえたえた同時的管理同時的管理同時的管理同時的管理」」」」というというというという国際国際国際国際マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの
本質本質本質本質はははは微塵微塵微塵微塵もももも変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。    

    

・・・・GMGMGMGMのののの本質本質本質本質はははは、「、「、「、「画一的画一的画一的画一的ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング」」」」にあるのではにあるのではにあるのではにあるのでは    

    なくなくなくなく、「、「、「、「世界的世界的世界的世界的なななな視野視野視野視野にににに立立立立ったったったったマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング」」」」にあるにあるにあるにある。。。。    

    

・・・・GMGMGMGMはははは、、、、国内市場国内市場国内市場国内市場もももも世界市場世界市場世界市場世界市場のののの一部一部一部一部とととと考考考考えるえるえるえる視野視野視野視野をををを提供提供提供提供
するするするする。。。。    

    

    ((((大石大石大石大石[[[[2004200420042004]]]]、、、、21212121‐‐‐‐22222222ページページページページ))))    



    

    なぜなぜなぜなぜ、、、、GMGMGMGMはははは重要重要重要重要なのかなのかなのかなのかⅠⅠⅠⅠ    

1111．．．．国内市場国内市場国内市場国内市場のののの飽和飽和飽和飽和    
ⅰⅰⅰⅰ産業化産業化産業化産業化をををを果果果果たしたたしたたしたたした世界世界世界世界のののの先進国先進国先進国先進国のののの国内市場国内市場国内市場国内市場のののの飽和化飽和化飽和化飽和化    

ⅱⅱⅱⅱ発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国のののの経済成長経済成長経済成長経済成長とととと人口増加人口増加人口増加人口増加        

                                    

2222．．．．グローバルグローバルグローバルグローバル競争競争競争競争のののの変質変質変質変質    
ⅰⅰⅰⅰ世界最大世界最大世界最大世界最大のののの自動車自動車自動車自動車メーカーメーカーメーカーメーカー    

    ((((GMGMGMGM・・・・フォードフォードフォードフォード・・・・クライスラークライスラークライスラークライスラー⇒⇒⇒⇒トヨタトヨタトヨタトヨタ・・・・ホンダホンダホンダホンダ・・・・BMWBMWBMWBMW・・・・ルノールノールノールノー・・・・ヒュンダイヒュンダイヒュンダイヒュンダイ))))    

ⅱⅱⅱⅱPC PC PC PC ((((Personal ComputerPersonal ComputerPersonal ComputerPersonal Computer))))メーカーメーカーメーカーメーカー    

    ((((IBMIBMIBMIBM⇒⇒⇒⇒デルデルデルデル・・・・ヒューレットパッカードヒューレットパッカードヒューレットパッカードヒューレットパッカード・・・・ソニーソニーソニーソニー・・・・東芝東芝東芝東芝・・・・サムスンサムスンサムスンサムスン・・・・エイサーエイサーエイサーエイサー・・・・レノボレノボレノボレノボ))))    

    

3333．．．．グローバルグローバルグローバルグローバル協調協調協調協調のののの拡大拡大拡大拡大    
ⅰⅰⅰⅰ競争競争競争競争((((CompetitionCompetitionCompetitionCompetition))))からからからから協調協調協調協調((((CooperationCooperationCooperationCooperation))))・・・・共創共創共創共創((((CoCoCoCo----creationcreationcreationcreation))))へへへへ    

    東芝東芝東芝東芝++++ソニーソニーソニーソニー++++IBMIBMIBMIBM((((次世代半導体次世代半導体次世代半導体次世代半導体のののの生産技術生産技術生産技術生産技術のののの開発開発開発開発))))、、、、東芝東芝東芝東芝++++サムスンサムスンサムスンサムスン((((ビジネスビジネスビジネスビジネス用途用途用途用途、、、、    

    高速高速高速高速ネットワークネットワークネットワークネットワーク機器機器機器機器にににに用用用用いるいるいるいるDRAMDRAMDRAMDRAMチップチップチップチップのののの開発開発開発開発))))、、、、ルノールノールノールノー++++日産自動車日産自動車日産自動車日産自動車((((2005200520052005年年年年からからからから    

    共通共通共通共通ののののプラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォームによるによるによるによる自動車生産自動車生産自動車生産自動車生産のののの開始開始開始開始))))    



    

                Importance of Global MarketingImportance of Global MarketingImportance of Global MarketingImportance of Global MarketingImportance of Global MarketingImportance of Global MarketingImportance of Global MarketingImportance of Global MarketingⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ    

4444．．．．インターネットインターネットインターネットインターネット革命革命革命革命    
    インターネットインターネットインターネットインターネットとととと電子商取引電子商取引電子商取引電子商取引((((eeeeコマースコマースコマースコマース))))のののの急激急激急激急激なななな増加増加増加増加。。。。    

    中国中国中国中国、、、、韓国韓国韓国韓国、、、、インドインドインドインド、、、、ブラジルブラジルブラジルブラジル、、、、そしてそしてそしてそしてメキシコメキシコメキシコメキシコだけでだけでだけでだけで、、、、そのそのそのその60606060%%%%をををを占占占占めているめているめているめている((((2004200420042004))))。。。。    

    eeee取引取引取引取引がもたらすがもたらすがもたらすがもたらすデータデータデータデータによってによってによってによって、、、、重要顧客重要顧客重要顧客重要顧客にににに合合合合わせたわせたわせたわせた個別個別個別個別ののののメッセージメッセージメッセージメッセージをををを送信送信送信送信したりしたりしたりしたり、、、、    

    世界中世界中世界中世界中にににに得意先得意先得意先得意先をををを広広広広げたりすることがげたりすることがげたりすることがげたりすることが可能可能可能可能になったになったになったになった。。。。    

    衛星通信衛星通信衛星通信衛星通信のおかげでのおかげでのおかげでのおかげで、、、、途上国途上国途上国途上国のののの消費者消費者消費者消費者もももも、、、、先進国先進国先進国先進国のののの消費者消費者消費者消費者とととと同同同同じようにじようにじようにじようにグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ブランドブランドブランドブランドにににに    

    精通精通精通精通するようになっているするようになっているするようになっているするようになっている。。。。    

    DellDellDellDell((((伝統的伝統的伝統的伝統的なななな小売販売網小売販売網小売販売網小売販売網にににに頼頼頼頼らないらないらないらないグローバルグローバルグローバルグローバルなななな事業展開事業展開事業展開事業展開))))。。。。    

    マツダマツダマツダマツダののののウェブウェブウェブウェブ・・・・チューンチューンチューンチューン・・・・ファクトリーファクトリーファクトリーファクトリー((((日本日本日本日本でででで最初最初最初最初のののの自動車自動車自動車自動車のののの注文生産注文生産注文生産注文生産サイトサイトサイトサイト))))    

    →→→→エンジンエンジンエンジンエンジンのののの仕様仕様仕様仕様、、、、トランスミッショントランスミッショントランスミッショントランスミッションのののの型型型型、、、、車体車体車体車体のののの色色色色、、、、ホイールホイールホイールホイールののののデザインデザインデザインデザイン、、、、そのそのそのその他室内外他室内外他室内外他室内外    

        のののの装備装備装備装備をををを選選選選べるべるべるべる。。。。    

    EEEEコマースコマースコマースコマースのののの到来到来到来到来によってによってによってによって、、、、小規模小規模小規模小規模なななな企業企業企業企業はははは、、、、容易容易容易容易にににに国際市場国際市場国際市場国際市場にににに挑挑挑挑めるようになっためるようになっためるようになっためるようになった。。。。    

    

5555．．．．競争圧力競争圧力競争圧力競争圧力のののの激化激化激化激化とととと市場機会市場機会市場機会市場機会のののの拡大拡大拡大拡大    
    海外海外海外海外でででで全全全全くくくく事業事業事業事業をををを行行行行っていないっていないっていないっていない純粋純粋純粋純粋なななな国内企業国内企業国内企業国内企業であってもであってもであってもであっても、、、、国際競争国際競争国際競争国際競争のののの圧力圧力圧力圧力からからからから逃逃逃逃れることがれることがれることがれることが    

    できなくなっているできなくなっているできなくなっているできなくなっている。。。。    

    

((((小田部小田部小田部小田部・・・・ヘルセンヘルセンヘルセンヘルセン[[[[2008200820082008]]]]、、、、4444‐‐‐‐13131313ページページページページ))))    



    

        グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの利点利点利点利点ⅠⅠⅠⅠ    

1．コスト削減 
    

    ⅰⅰⅰⅰ多数多数多数多数のののの国内国内国内国内マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング機能機能機能機能のののの統合統合統合統合    

⇒⇒⇒⇒重複重複重複重複したしたしたした活動活動活動活動がががが回避回避回避回避されされされされ、、、、人件費人件費人件費人件費がががが削減削減削減削減されるされるされるされる。。。。    

    

    ⅱⅱⅱⅱコストコストコストコスト削減削減削減削減    

⇒⇒⇒⇒グローバルグローバルグローバルグローバルなななな広告広告広告広告ややややコマーシャルコマーシャルコマーシャルコマーシャル、、、、販促用販促用販促用販促用のののの資材資材資材資材ややややパッケージングパッケージングパッケージングパッケージングなどにおいてもなどにおいてもなどにおいてもなどにおいても可能可能可能可能!!!!    

⇒⇒⇒⇒資金資金資金資金やややや資源資源資源資源をよりをよりをよりをより集中的集中的集中的集中的にににに少数少数少数少数ののののプログラムプログラムプログラムプログラムにににに割割割割りりりり当当当当てることがてることがてることがてることが可能可能可能可能となるためとなるためとなるためとなるため、、、、プロプロプロプロ
グラグラグラグラ    

    ムムムムはははは一層効果的一層効果的一層効果的一層効果的になるになるになるになる。。。。    

    

    ⅲⅲⅲⅲインターネットインターネットインターネットインターネット上上上上ののののホームページホームページホームページホームページのののの開設開設開設開設によるによるによるによる消費者消費者消費者消費者へのへのへのへのマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの展開展開展開展開    

⇒⇒⇒⇒グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングにおけるにおけるにおけるにおけるコストコストコストコスト削減削減削減削減のもうのもうのもうのもう1111つのつのつのつの方法方法方法方法であるであるであるである。。。。    

⇒⇒⇒⇒伝統的伝統的伝統的伝統的ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとととと比較比較比較比較するとわずかなするとわずかなするとわずかなするとわずかな費用費用費用費用でででで、、、、市場市場市場市場トレンドトレンドトレンドトレンドにににに対対対対するするするする洞察洞察洞察洞察をををを    

    深深深深めることができるようになるめることができるようになるめることができるようになるめることができるようになる。。。。    



    

    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの利点利点利点利点ⅡⅡⅡⅡ    

2．製品とプログラムの効果の改善 
    ⅰⅰⅰⅰこのこのこのこの利点利点利点利点はははは、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング戦略戦略戦略戦略のののの最大最大最大最大のののの便益便益便益便益となることがとなることがとなることがとなることが多多多多いいいい。。。。    

        

    ⅱⅱⅱⅱ従来従来従来従来ののののRRRR&&&&DDDD拠点拠点拠点拠点⇒⇒⇒⇒グローバルグローバルグローバルグローバル企業企業企業企業のののの本社本社本社本社がががが立地立地立地立地するするするする国国国国にににに集中的集中的集中的集中的にににに配置配置配置配置されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。    

        

    ⅲⅲⅲⅲ複数複数複数複数ののののRRRR&&&&DDDD拠点拠点拠点拠点をををを配置配置配置配置するするするする戦略戦略戦略戦略のののの3333つのつのつのつの利点利点利点利点    

    ①①①①PPPP&&&&GGGGはははは、、、、3333つのつのつのつの異異異異なるなるなるなる市場市場市場市場((((北米北米北米北米、、、、日本日本日本日本、、、、西西西西ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ))))ででででRRRR&&&&DDDD拠点拠点拠点拠点をををを設設設設けることでけることでけることでけることで、、、、必要必要必要必要
とされるとされるとされるとされる製品属性製品属性製品属性製品属性をををを統合統合統合統合することができたとすることができたとすることができたとすることができたと同時同時同時同時にににに、、、、競合他社競合他社競合他社競合他社がまねのできないがまねのできないがまねのできないがまねのできない、、、、よりよりよりより
優優優優れたれたれたれた製品製品製品製品をををを導入導入導入導入しししし、、、、成功成功成功成功のののの機会機会機会機会をををを拡大拡大拡大拡大することができたすることができたすることができたすることができた。。。。    

        

    ②②②②製品製品製品製品のののの特徴特徴特徴特徴からからからから見見見見てててて、、、、導入可能導入可能導入可能導入可能なななな市場市場市場市場がががが広広広広がったことでがったことでがったことでがったことで、、、、開発開発開発開発コストコストコストコストのののの負担負担負担負担をよりをよりをよりをより大大大大きききき
なななな市場市場市場市場にににに幅広幅広幅広幅広くくくく分散分散分散分散させることができたさせることができたさせることができたさせることができた。。。。    

        

    ③③③③製品製品製品製品ののののアイデアアイデアアイデアアイデア源源源源のののの拡大拡大拡大拡大。。。。PPPP&&&&GGGGはははは短期間短期間短期間短期間のうちにのうちにのうちにのうちに利益利益利益利益をあげただけでなくをあげただけでなくをあげただけでなくをあげただけでなく、、、、未来未来未来未来のののの製製製製
品品品品をををを生生生生みみみみ出出出出していくうえでしていくうえでしていくうえでしていくうえで頼頼頼頼りになりそうなりになりそうなりになりそうなりになりそうな資源資源資源資源をををを1111つつつつ確保確保確保確保したしたしたした。。。。    

 
 



    

    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの利点利点利点利点ⅢⅢⅢⅢ    

3．顧客の選好の向上 
    

ⅰⅰⅰⅰグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング戦略戦略戦略戦略    

⇒⇒⇒⇒製品認知製品認知製品認知製品認知のののの形成形成形成形成やややや強化強化強化強化をををを支援支援支援支援することですることですることですることで、、、、顧顧顧顧客客客客のののの選好選好選好選好をををを強強強強めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。    

    

ⅱⅱⅱⅱ全全全全世界世界世界世界でのでのでのでのマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング・・・・ココココミミミミュニケーシュニケーシュニケーシュニケーショョョョンンンンにおけるにおけるにおけるにおける一一一一貫貫貫貫したしたしたしたテーマテーマテーマテーマ((((メッメッメッメッセセセセージージージージ))))    

⇒⇒⇒⇒ブブブブランドランドランドランド・・・・ネームネームネームネーム、、、、パッケージングパッケージングパッケージングパッケージング、、、、広告広告広告広告などをなどをなどをなどを通通通通じじじじてててて、、、、均均均均一一一一ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング・・・・メッメッメッメッセセセセージージージージ    

    をををを伝伝伝伝えることはえることはえることはえることは、、、、製品製品製品製品ややややサービスサービスサービスサービスにににに対対対対するするするする顧顧顧顧客客客客・・・・消費者消費者消費者消費者のののの認知認知認知認知、、、、知知知知識識識識、、、、そしてそしてそしてそして態度態度態度態度をををを強化強化強化強化    

    するするするする。。。。    

    

CokaCokaCokaCoka    ColaColaColaCola⇒⇒⇒⇒「「「「the Coke Side of the Coke Side of the Coke Side of the Coke Side of LifeLifeLifeLife((((CokeCokeCokeCokeのきいたのきいたのきいたのきいた人生人生人生人生をををを)!)!)!)!」」」」    

                                →→→→「「「「Open HappinessOpen HappinessOpen HappinessOpen Happiness((((ハハハハッッッッピピピピーーーーをあけようをあけようをあけようをあけよう)!)!)!)!」」」」    

『『『『Open HappinessOpen HappinessOpen HappinessOpen Happiness』』』』のののの中中中中心心心心をををを成成成成すものはすものはすものはすものは、、、、“周囲周囲周囲周囲とのとのとのとの絆絆絆絆をををを感感感感じじじじるちるちるちるちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした時間時間時間時間をををを、、、、    

    よくよくよくよく冷冷冷冷えたえたえたえた    『『『『コカコカコカコカ・・・・コーラコーラコーラコーラ』』』』とともにとともにとともにとともに楽楽楽楽ししししんんんんでもらうでもらうでもらうでもらう”というというというという非常非常非常非常ににににシンプルシンプルシンプルシンプルなななな考考考考えであるえであるえであるえである。。。。    

    

PepsiPepsiPepsiPepsi⇒⇒⇒⇒「「「「ペプシペプシペプシペプシをををを飲飲飲飲めめめめばばばば、、、、世界中世界中世界中世界中どこでもどこでもどこでもどこでも、、、、若若若若さとさとさとさと楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを経経経経験験験験できるできるできるできる!!!!」」」」    



    

    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの利点利点利点利点ⅣⅣⅣⅣ    

4．競争優位の増大 
    

ⅰⅰⅰⅰ集中的集中的集中的集中的ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング戦略戦略戦略戦略    

⇒⇒⇒⇒小小小小企業企業企業企業でもでもでもでも、、、、大企業大企業大企業大企業にににに対対対対してしてしてして、、、、よりよりよりより効果的効果的効果的効果的なななな方法方法方法方法でででで競争競争競争競争をををを挑挑挑挑むむむむことができることができることができることができる。。。。    

    

ⅱⅱⅱⅱグローバルグローバルグローバルグローバル戦略戦略戦略戦略のののの最最最最もももも重要重要重要重要なななな利点利点利点利点    

⇒⇒⇒⇒組織全体組織全体組織全体組織全体がががが1111つのつのつのつのアイデアアイデアアイデアアイデアをををを支持支持支持支持するようになることによってするようになることによってするようになることによってするようになることによって、、、、成功成功成功成功ののののチャンスチャンスチャンスチャンスがががが拡大拡大拡大拡大するするするする。。。。    

    そのそのそのその結果結果結果結果、、、、Global PromiseGlobal PromiseGlobal PromiseGlobal Promiseをををを、、、、全組織全組織全組織全組織がががが一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって顧客顧客顧客顧客にににに伝伝伝伝えようとするえようとするえようとするえようとする動動動動きがきがきがきが、、、、マーケテマーケテマーケテマーケテ    

    ィィィィングングングングをををを越越越越えてえてえてえて、、、、顧客顧客顧客顧客とのとのとのとの意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通にににに直接直接直接直接、、、、間接間接間接間接にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるあらゆるえるあらゆるえるあらゆるえるあらゆる活動活動活動活動へとへとへとへと広広広広がるがるがるがる。。。。    

    

ⅲⅲⅲⅲ世界的世界的世界的世界的なななな活動活動活動活動のののの統合統合統合統合    

⇒⇒⇒⇒よりよりよりより多多多多くのくのくのくの情報情報情報情報がががが組織組織組織組織内内内内をををを流流流流れるようになれれるようになれれるようになれれるようになればばばば、、、、市場機会市場機会市場機会市場機会のののの把握把握把握把握やややや、、、、競争競争競争競争思考思考思考思考にもよいにもよいにもよいにもよい    

    影響影響影響影響がががが生生生生じじじじるるるる。。。。    

    そのそのそのその副副副副産産産産物物物物→→→→組織全組織全組織全組織全体体体体がががが、、、、自社自社自社自社にににに関関関関するするするする情報情報情報情報とととと、、、、世界中世界中世界中世界中のののの市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける競争企業競争企業競争企業競争企業のののの    

                                        動動動動向向向向にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを、、、、よりよくよりよくよりよくよりよく知知知知るようになることであるるようになることであるるようになることであるるようになることである。。。。    

    

((((小田部小田部小田部小田部・・・・ヘヘヘヘルルルルセセセセンンンン[[[[2008200820082008]]]]、、、、236236236236‐‐‐‐240240240240ページページページページ))))    



    

        グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの限界限界限界限界ⅠⅠⅠⅠ    

    

・・・・国境国境国境国境はははは、、、、国際国際国際国際ビジネスビジネスビジネスビジネスにおけるにおけるにおけるにおける心理的心理的心理的心理的・・・・物理的障壁物理的障壁物理的障壁物理的障壁としてのとしてのとしてのとしての重要性重要性重要性重要性    

    をををを喪失喪失喪失喪失しししし始始始始めているめているめているめている。。。。    

    

・・・・だがだがだがだが、、、、現地環境現地環境現地環境現地環境のののの多様性多様性多様性多様性、、、、特特特特にににに文化的文化的文化的文化的、、、、政治的政治的政治的政治的、、、、法的環境法的環境法的環境法的環境のののの多様多様多様多様    

    性性性性はははは、、、、グローバルグローバルグローバルグローバルにににに最適最適最適最適ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング戦略戦略戦略戦略のののの開発開発開発開発をををを推進推進推進推進するするするする    

    のではなくのではなくのではなくのではなく、、、、抑制抑制抑制抑制するするするする役割役割役割役割をををを、、、、依然依然依然依然としてとしてとしてとして果果果果たしているたしているたしているたしている。。。。    

    したがってしたがってしたがってしたがって、、、、依然依然依然依然としてとしてとしてとして国境国境国境国境はははは存在存在存在存在しているしているしているしている。。。。    

    

・・・・多国籍企業多国籍企業多国籍企業多国籍企業がががが今日直面今日直面今日直面今日直面しているしているしているしている戦略的戦略的戦略的戦略的ななななジレンマジレンマジレンマジレンマはははは、、、、本質的本質的本質的本質的にににに    

    以前以前以前以前とととと変変変変わっておらずわっておらずわっておらずわっておらず、、、、今後数年間今後数年間今後数年間今後数年間でででで変変変変わることもないだろうわることもないだろうわることもないだろうわることもないだろう。。。。    

    

    



    

    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの限界限界限界限界ⅡⅡⅡⅡ    

・・・・「「「「均一化均一化均一化均一化    vsvsvsvs    分裂化分裂化分裂化分裂化」」」」とととと「「「「標準化標準化標準化標準化    vsvsvsvs    適応化適応化適応化適応化」」」」((((1960196019601960年代年代年代年代))))、、、、    

    「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化    vsvsvsvs    現地化現地化現地化現地化」」」」((((1970197019701970年代年代年代年代))))、、、、    

    「「「「グローバルグローバルグローバルグローバルなななな統合統合統合統合    vsvsvsvs    ローカルローカルローカルローカルなななな反応反応反応反応」」」」((((1980198019801980年代年代年代年代))))、「、「、「、「規模規模規模規模とととと感度感度感度感度
」」」」((((1990199019901990年代年代年代年代))))、、、、    

    「「「「オンラインオンラインオンラインオンラインのののの規模規模規模規模    vsvsvsvs    オフラインオフラインオフラインオフラインのののの市場感度市場感度市場感度市場感度」」」」((((今日今日今日今日))))    

    

・・・・左側左側左側左側のののの概念概念概念概念はははは、、、、規模規模規模規模のののの経済経済経済経済のののの利点利点利点利点をををを支持支持支持支持するするするする供給側供給側供給側供給側のののの論理論理論理論理であるであるであるである    

    

・・・・右側右側右側右側のののの概念概念概念概念はははは、、、、市場間市場間市場間市場間のののの違違違違いのいのいのいの存在存在存在存在やややや、、、、異異異異なったなったなったなった市場市場市場市場ののののニーズニーズニーズニーズやややや    

    状況状況状況状況にににに合合合合わせることのわせることのわせることのわせることの重要性重要性重要性重要性をををを語語語語るるるる需要側需要側需要側需要側のののの論理論理論理論理であるであるであるである。。。。    

    

    

((((小田部小田部小田部小田部・・・・ヘルセンヘルセンヘルセンヘルセン[[[[2008200820082008]]]]、、、、240240240240‐‐‐‐241241241241ページページページページ)))) 



    

  GMGMGMGMにおけるにおけるにおけるにおける標準化戦略標準化戦略標準化戦略標準化戦略とととと現地適応化戦略現地適応化戦略現地適応化戦略現地適応化戦略    

・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング戦略戦略戦略戦略にはにはにはには、、、、世界中共通世界中共通世界中共通世界中共通のののの戦略戦略戦略戦略でででで行行行行くくくく    

    べべべべきだというきだというきだというきだという標準化戦略標準化戦略標準化戦略標準化戦略とととと、、、、国国国国ごとにごとにごとにごとに戦略戦略戦略戦略をををを変変変変えるべきだというえるべきだというえるべきだというえるべきだという    

    現地適応化戦略現地適応化戦略現地適応化戦略現地適応化戦略のののの考考考考ええええ方方方方があるがあるがあるがある。。。。    

    

                GMGMGMGMにおけるにおけるにおけるにおける標準化戦略標準化戦略標準化戦略標準化戦略とととと適応化戦略適応化戦略適応化戦略適応化戦略のののの特徴特徴特徴特徴    

    

                        標準化戦略標準化戦略標準化戦略標準化戦略                                                現地適応化戦略現地適応化戦略現地適応化戦略現地適応化戦略    
生産生産生産生産やややや広告面広告面広告面広告面でのでのでのでの規模規模規模規模のののの経済性経済性経済性経済性                        多様多様多様多様なななな消費者消費者消費者消費者ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応じたじたじたじた製品製品製品製品    

技術技術技術技術・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの蓄積蓄積蓄積蓄積によるによるによるによる経験効果経験効果経験効果経験効果                        広告広告広告広告などのなどのなどのなどのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションのののの内容内容内容内容    

経験効果経験効果経験効果経験効果にににに伴伴伴伴うううう製品製品製品製品ややややサービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上                        流通業者流通業者流通業者流通業者とのとのとのとの取引慣行取引慣行取引慣行取引慣行がががが参入障壁参入障壁参入障壁参入障壁となるとなるとなるとなる    

                                                                                                                                チャネルチャネルチャネルチャネル選択選択選択選択、、、、チャネルチャネルチャネルチャネル管理管理管理管理のののの確立確立確立確立    

    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ブランドブランドブランドブランドのののの確立確立確立確立などなどなどなど            現地現地現地現地のののの状況状況状況状況にににに適応適応適応適応させたさせたさせたさせた雇用雇用雇用雇用やややや教育教育教育教育・・・・管理管理管理管理のののの方法方法方法方法などなどなどなど    

    

    
 



    

        グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングへのへのへのへの転換要因転換要因転換要因転換要因    

    ～～～～1980198019801980年代年代年代年代            ⇒⇒⇒⇒            1990199019901990年代年代年代年代    

    本国重視本国重視本国重視本国重視                                                                    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・セグメントセグメントセグメントセグメント重視重視重視重視    

                国国国国・・・・地域別地域別地域別地域別                                                                    ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル別別別別・・・・世代別世代別世代別世代別    

                    各国語各国語各国語各国語                                                                                                    英語英語英語英語    

                    大企業大企業大企業大企業                                                                大企業大企業大企業大企業////中小企業中小企業中小企業中小企業////個人企業個人企業個人企業個人企業    

交通交通交通交通によるによるによるによる物理的距離物理的距離物理的距離物理的距離のののの短縮化短縮化短縮化短縮化                        インターネットインターネットインターネットインターネットによるによるによるによる精神的距離精神的距離精神的距離精神的距離のののの消滅消滅消滅消滅    

                    アナログアナログアナログアナログ                                                                                                デジタルデジタルデジタルデジタル    

                規模規模規模規模のののの経済経済経済経済                                                                                範囲範囲範囲範囲のののの経済経済経済経済    

                    固有性固有性固有性固有性                                                                                        普遍性普遍性普遍性普遍性・・・・多様性多様性多様性多様性    

                        競争競争競争競争                                                                                                共創共創共創共創・・・・提携提携提携提携    

        社会主義社会主義社会主義社会主義////資本主義資本主義資本主義資本主義                                                                        市場主義市場主義市場主義市場主義    

        

        ((((嶋嶋嶋嶋［［［［2000200020002000］、］、］、］、27272727ページページページページ))))    



    

国際国際国際国際マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの進展進展進展進展    

・・・・国内国内国内国内マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒    輸出輸出輸出輸出マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒        

    海外海外海外海外マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒    延長延長延長延長マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒        

    マルチドメスティックマルチドメスティックマルチドメスティックマルチドメスティック・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒        

    地域地域地域地域マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    

・・・・GMGMGMGMはははは、、、、国際国際国際国際マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの現代的形態現代的形態現代的形態現代的形態にすぎないにすぎないにすぎないにすぎない。。。。    

    ((((大石大石大石大石[[[[2004200420042004]]]]、、、、20202020ページページページページ))))    

    

・・・・国内国内国内国内マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒    輸出輸出輸出輸出マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒        

    インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒        

    多国籍多国籍多国籍多国籍マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    ⇒⇒⇒⇒    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    
    ((((小田部著小田部著小田部著小田部著[[[[2008200820082008]]]]、、、、栗木監訳栗木監訳栗木監訳栗木監訳[[[[2010201020102010]]]]、、、、20202020ページページページページ))))    



    

    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののグローバルグローバルグローバルグローバル競争力競争力競争力競争力のののの源源源源    
    

・・・・サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子（（（（Samsung ElectronicsSamsung ElectronicsSamsung ElectronicsSamsung Electronics））））はははは、、、、韓国最大手韓国最大手韓国最大手韓国最大手のののの総合家電総合家電総合家電総合家電・・・・電子部品電子部品電子部品電子部品・・・・    

    電子製品電子製品電子製品電子製品メーカーメーカーメーカーメーカーでででで、、、、サムスングループサムスングループサムスングループサムスングループのののの中核企業中核企業中核企業中核企業であるであるであるである。。。。    

    

・・・・韓国韓国韓国韓国のののの多多多多くのくのくのくの経済専門家経済専門家経済専門家経済専門家たちをはじめたちをはじめたちをはじめたちをはじめ，，，，日本日本日本日本のののの経済専門家経済専門家経済専門家経済専門家やややや研究者研究者研究者研究者などがなどがなどがなどが    

    考察考察考察考察したしたしたしたサムスンサムスンサムスンサムスンののののグローバルグローバルグローバルグローバルなななな競争力競争力競争力競争力のののの原動力原動力原動力原動力    

    

①①①①投資投資投資投資のののの適切性適切性適切性適切性，，，，②②②②新製品開発能力新製品開発能力新製品開発能力新製品開発能力((((自社独自自社独自自社独自自社独自ののののデザインデザインデザインデザイン力力力力とととと技術力技術力技術力技術力などなどなどなど))))，，，，    

③③③③原価競争力原価競争力原価競争力原価競争力，，，，④④④④協力企業協力企業協力企業協力企業とのとのとのとの密接密接密接密接なななな関係関係関係関係，，，，⑤⑤⑤⑤堅実堅実堅実堅実なななな組織運営組織運営組織運営組織運営，，，，    

⑥⑥⑥⑥実力主義実力主義実力主義実力主義にににに基基基基づいたづいたづいたづいた人材育成人材育成人材育成人材育成，，，，⑦⑦⑦⑦集中集中集中集中とととと選択選択選択選択，，，，⑧⑧⑧⑧執念執念執念執念，，，，    

⑨⑨⑨⑨長期的長期的長期的長期的なななな視点視点視点視点にににに基基基基づいたづいたづいたづいた経営観経営観経営観経営観，，，，⑩⑩⑩⑩時宜時宜時宜時宜をををを得得得得たたたた投資判断投資判断投資判断投資判断，，，，    

⑪⑪⑪⑪グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化のののの志向志向志向志向，，，，⑫⑫⑫⑫社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動などなどなどなど    

⑬⑬⑬⑬サムスンサムスンサムスンサムスン・・・・グループグループグループグループのののの組織内部組織内部組織内部組織内部のののの全経営陣全経営陣全経営陣全経営陣からからからから末端末端末端末端のののの全従業員全従業員全従業員全従業員までまでまでまで危機意識危機意識危機意識危機意識((((
危機感危機感危機感危機感))))をををを高高高高めるとめるとめるとめると同時同時同時同時にににに，，，，彼彼彼彼らのらのらのらの心心心心をををを束束束束ねたねたねたねた，，，，創業創業創業創業2222代目代目代目代目のののの李健煕李健煕李健煕李健煕((((イゴンヒイゴンヒイゴンヒイゴンヒ
))))会長会長会長会長のののの強力強力強力強力ななななリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ    



    

            サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子のののの成功成功成功成功のののの背景背景背景背景((((2222つのつのつのつの転機転機転機転機))))    

・・・・最初最初最初最初のののの転機転機転機転機⇒⇒⇒⇒1993199319931993年年年年6666月月月月    李健煕会長李健煕会長李健煕会長李健煕会長によるによるによるによる「「「「新経営宣言新経営宣言新経営宣言新経営宣言」」」」    

「「「「家族以外家族以外家族以外家族以外はははは、、、、全部変全部変全部変全部変えなければならないえなければならないえなければならないえなければならない!!!!」」」」    

「「「「21212121世紀世紀世紀世紀にににに向向向向けてけてけてけて，，，，世界世界世界世界のののの超一流企業超一流企業超一流企業超一流企業としてとしてとしてとして成長成長成長成長させるさせるさせるさせる」」」」    

「「「「量量量量」」」」重視重視重視重視のののの経営経営経営経営からからからから「「「「質質質質」」」」重視重視重視重視のののの経営経営経営経営へへへへ    

「「「「新経営新経営新経営新経営」」」」のののの要要要要    

⇒⇒⇒⇒「「「「危機意識危機意識危機意識危機意識」，「」，「」，「」，「抜本的抜本的抜本的抜本的なななな改善改善改善改善」，「」，「」，「」，「質中心質中心質中心質中心のののの経営経営経営経営」，「」，「」，「」，「半導体事業半導体事業半導体事業半導体事業のののの拡散拡散拡散拡散」，」，」，」，    

    「「「「リストラクチャリングリストラクチャリングリストラクチャリングリストラクチャリング」」」」    

    

・・・・2222つつつつ目目目目のののの転機転機転機転機⇒⇒⇒⇒１１１１997997997997年年年年１１１１１１１１月月月月にににに韓国韓国韓国韓国をををを襲襲襲襲ったったったった「「「「IMFIMFIMFIMF危機危機危機危機」」」」    

    このこのこのこの時時時時、、、、ようやくようやくようやくようやくサムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子はははは変革変革変革変革をををを本格的本格的本格的本格的にににに推進推進推進推進するするするすることができたことができたことができたことができた。。。。    

    そそそそのののの重要重要重要重要なななな要要要要素素素素はははは、、、、3333PPPP((((ProductProductProductProduct、、、、ProcessProcessProcessProcess、、、、PersonalPersonalPersonalPersonal))))革新革新革新革新であるであるであるである。。。。    

    プロダクトプロダクトプロダクトプロダクトのののの革新革新革新革新((((選択選択選択選択とととと集中集中集中集中))))今後今後今後今後、、、、成長成長成長成長がががが期期期期待待待待できるできるできるできる事事事事業業業業にににに資源資源資源資源をををを集中集中集中集中させるさせるさせるさせる。。。。    

    ４４４４つのつのつのつのメメメメガガガガプロプロプロプロセセセセスススス((((開発開発開発開発プロプロプロプロセセセセスススス、、、、経経経経営営営営資源資源資源資源プロプロプロプロセセセセスススス、、、、顧顧顧顧客客客客プロプロプロプロセセセセスススス、、、、供給供給供給供給プロプロプロプロセセセセスススス))))    

    パーソパーソパーソパーソナナナナルルルルのののの革新革新革新革新((((人材人材人材人材のののの質質質質のののの改善改善改善改善人材人材人材人材育育育育成成成成のののの体体体体系系系系))))    

    世界最高世界最高世界最高世界最高ののののレレレレベベベベルルルルののののキキキキーパーソンーパーソンーパーソンーパーソンをををを中中中中心心心心にににに!!!!    

    企業企業企業企業のののの組織構造組織構造組織構造組織構造⇒⇒⇒⇒従来従来従来従来のののの垂直型垂直型垂直型垂直型からからからから水平型水平型水平型水平型へへへへ((((十十十十分分分分なななな責任責任責任責任やややや権限権限権限権限をををを委譲委譲委譲委譲することですることですることですることで、、、、    

                                                    パワフルパワフルパワフルパワフルなななな企業企業企業企業文文文文化化化化をををを構築構築構築構築・・・・強化強化強化強化))))    



    

        図図図図1111    サムスンサムスンサムスンサムスンのののの新経営体系図新経営体系図新経営体系図新経営体系図((((One Point ProposalOne Point ProposalOne Point ProposalOne Point Proposal))))    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

出所出所出所出所：：：：日本日本日本日本にににに根付根付根付根付くくくくグローバルグローバルグローバルグローバル企業研究会企業研究会企業研究会企業研究会&&&&日経日経日経日経ビジテックビジテックビジテックビジテック編編編編[[[[2005200520052005]]]]，，，，58585858ページページページページ．．．．    

【【【【目標目標目標目標】】】】    
21212121世紀世紀世紀世紀のののの超一流企業超一流企業超一流企業超一流企業    

((((人類社会人類社会人類社会人類社会にににに貢献貢献貢献貢献))))    

    

競争力競争力競争力競争力    

    複合化複合化複合化複合化    

    情報化情報化情報化情報化        国際化国際化国際化国際化    

質質質質重重重重視視視視のののの経経経経営営営営    

    

一方向一方向一方向一方向    

人間味人間味人間味人間味ととととモラルモラルモラルモラルのののの回復回復回復回復    
礼節礼節礼節礼節ととととエチケットエチケットエチケットエチケット    

    

自分自分自分自分からからからから    
のののの変化変化変化変化    

    
私私私私たたたたちちちちのののの現現現現実実実実    

    
危機危機危機危機意意意意識識識識    

    
過去過去過去過去のののの反省反省反省反省    

なぜ変わらねばならないのか? 
    

どのようにどのようにどのようにどのように変変変変わるべきなのかわるべきなのかわるべきなのかわるべきなのか????    
    

何何何何をすべきなのかをすべきなのかをすべきなのかをすべきなのか????    

何何何何をををを追求追求追求追求べきなのかべきなのかべきなのかべきなのか????    



    

  サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののグローバルグローバルグローバルグローバル企業企業企業企業へのへのへのへの躍進躍進躍進躍進ⅠⅠⅠⅠ    

    

    

1111．．．．サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子はははは、「、「、「、「フォーチュンフォーチュンフォーチュンフォーチュン・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル500500500500」」」」でででで世界第世界第世界第世界第2222    位位位位
のののの電機電機電機電機・・・・電子部品電子部品電子部品電子部品メーカーメーカーメーカーメーカーであるであるであるである。。。。ブランドブランドブランドブランド力力力力もももも向上向上向上向上させておりさせておりさせておりさせており、、、、    

        「「「「サムスンサムスンサムスンサムスン」」」」ののののブランドブランドブランドブランド価値価値価値価値はははは「「「「ソニーソニーソニーソニー」「」「」「」「パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック」」」」ののののブランドブランドブランドブランド    

        価値価値価値価値よりよりよりより高高高高いいいい((((2007200720072007年年年年))))。。。。    

    

        韓国韓国韓国韓国グローバルグローバルグローバルグローバル企業企業企業企業「「「「Fortune Global Fortune Global Fortune Global Fortune Global 100100100100」（」（」（」（2010201020102010））））    

        サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子、、、、LGLGLGLG電子電子電子電子、、、、現代自動車現代自動車現代自動車現代自動車、、、、ポスコポスコポスコポスコ等等等等    

        サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子32323232位位位位。（。（。（。（Sony Sony Sony Sony 67676767位位位位。。。。Toshiba Toshiba Toshiba Toshiba 89898989位位位位。）、。）、。）、。）、LG LG LG LG 67676767位位位位
、、、、現代自動車現代自動車現代自動車現代自動車    78787878位位位位。。。。    

        特特特特にににに強強強強みをみをみをみを持持持持つのはつのはつのはつのは、、、、半導体半導体半導体半導体、、、、カラーテレビカラーテレビカラーテレビカラーテレビ、、、、液晶液晶液晶液晶パネルパネルパネルパネルななななどどどど。。。。    



    

  サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののグローバルグローバルグローバルグローバル企業企業企業企業へのへのへのへの躍進躍進躍進躍進ⅡⅡⅡⅡ    

    

    

    

2222    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ががががローカルローカルローカルローカルなななな後後後後発発発発メーカーメーカーメーカーメーカーからからからからグローバルグローバルグローバルグローバル企業企業企業企業へへへへ脱皮脱皮脱皮脱皮したしたしたした背景背景背景背景にににに    

    はははは、「、「、「、「電機業界電機業界電機業界電機業界ののののアナアナアナアナログログログログからからからからデジタルデジタルデジタルデジタルへのへのへのへの転転転転換換換換」「」「」「」「新新新新興興興興国国国国のののの勃興勃興勃興勃興」「」「」「」「ウォウォウォウォンンンン安安安安」」」」とととと    

    いったいったいったいった幸幸幸幸運運運運なななな環境環境環境環境変化変化変化変化ももももあったあったあったあったもももものののののののの、「、「、「、「事業事業事業事業のののの選択選択選択選択とととと集中集中集中集中」「」「」「」「リスクリスクリスクリスクをとるをとるをとるをとる姿勢姿勢姿勢姿勢」」」」    

    「「「「ローローローローエエエエンンンンドドドドからからからからハハハハイイイイエエエエンンンンドドドドへのへのへのへの転転転転換換換換」」」」といったといったといったといった同社同社同社同社のののの戦略戦略戦略戦略のののの成成成成功功功功もももも大大大大きいきいきいきい。。。。    

    
    

3333    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子はははは、、、、ココココストストストスト競争力競争力競争力競争力がががが要要要要のののの半導体半導体半導体半導体・・・・液晶液晶液晶液晶パパパパネルネルネルネルではではではでは果敢果敢果敢果敢なななな設備設備設備設備投資投資投資投資    

    でででで、、、、差別差別差別差別化化化化がががが重要重要重要重要なななな消消消消費財分野費財分野費財分野費財分野ではではではではブブブブランランランランドドドド構築構築構築構築とととと巧巧巧巧みみみみななななママママーーーーケティケティケティケティングングングングでででで    

    市場市場市場市場シシシシェアェアェアェアをををを伸伸伸伸ばしたばしたばしたばした。。。。    
 

    マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング革革革革新新新新：：：：自社自社自社自社ブランドブランドブランドブランド構築構築構築構築・・・・強化戦略強化戦略強化戦略強化戦略ととととデデデデザザザザインインインイン力力力力    



    

        圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな存在感存在感存在感存在感をををを見見見見せつけるせつけるせつけるせつけるサムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子    

    

【【【【世界世界世界世界ののののテレビテレビテレビテレビ市場市場市場市場シェシェシェシェアアアア((((2009200920092009年年年年7777～～～～9999月期月期月期月期、、、、売売売売上上上上ベベベベースースースース))))】】】】    
1111位位位位    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子：：：：21212121....9999%%%%、、、、2222位位位位    LGLGLGLGエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス：：：：12121212....9999%%%%、、、、3333位位位位    ソニーソニーソニーソニー：：：：9999....9999%%%%、、、、    

4444位位位位    パパパパナナナナソニックスソニックスソニックスソニックス：：：：9999....1111%%%%、、、、5555位位位位    シャープシャープシャープシャープ：：：：5555....9999%%%%、、、、そのそのそのその他他他他：：：：40404040....3333%%%%    

★★★★液晶液晶液晶液晶テレビテレビテレビテレビ、、、、プラプラプラプラズズズズマテレビマテレビマテレビマテレビ、、、、ブブブブララララウウウウンンンン管管管管テレビテレビテレビテレビをををを含含含含むむむむ。。。。    

        SourceSourceSourceSource：：：：DisplaySearchDisplaySearchDisplaySearchDisplaySearch    

    

【【【【世界世界世界世界のののの携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話市場市場市場市場シェシェシェシェアアアア((((2009200920092009年年年年7777～～～～9999月期月期月期月期、、、、台台台台数数数数ベベベベースースースース))))】】】】    
1111位位位位    ノノノノキキキキアアアア：：：：37373737....8888%%%%、、、、2222位位位位    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子：：：：21212121....0000%%%%、、、、3333位位位位    LGLGLGLGエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス：：：：11111111....0000%%%%、、、、    

4444位位位位    ソニーソニーソニーソニー・・・・エエエエリリリリクソンクソンクソンクソン：：：：4444....9999%%%%、、、、5555位位位位    モモモモトローラトローラトローラトローラ：：：：4444....7777%%%%、、、、そのそのそのその他他他他：：：：20202020....6666%%%%    

SourceSourceSourceSource：：：：International Data CorporationInternational Data CorporationInternational Data CorporationInternational Data Corporation    

    

【【【【世界世界世界世界ののののDRAMDRAMDRAMDRAM市場市場市場市場シェシェシェシェアアアア((((2009200920092009年年年年7777～～～～9999月期月期月期月期、、、、金融金融金融金融ベベベベースースースース))))】】】】    
1111位位位位    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子：：：：35353535....5555%%%%、、、、2222位位位位    ハハハハイニックスイニックスイニックスイニックス半導体半導体半導体半導体：：：：21212121....7777%%%%、、、、3333位位位位    エルエルエルエルピピピピーダメーダメーダメーダメモリモリモリモリ：：：：

16161616....9999%%%%    

4444位位位位    マイコロンマイコロンマイコロンマイコロン・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー：：：：12121212....7777%%%%、、、、そのそのそのその他他他他：：：：13131313....2222%%%%    

SourceSourceSourceSource：：：：iSuppliiSuppliiSuppliiSuppli    



    

サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子のののの液晶液晶液晶液晶テレビテレビテレビテレビ    
    

    

LT17‐‐‐‐3     SVP‐‐‐‐50、、、、56L7     
Bordeaux     

            

サムスンサムスンサムスンサムスン・・・・75V型型型型のののの3DスマートスマートスマートスマートTV    
「Ｄ「Ｄ「Ｄ「Ｄ９５００９５００９５００９５００シリーズシリーズシリーズシリーズ」」」」    



    

    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののスマートフォンラインナップスマートフォンラインナップスマートフォンラインナップスマートフォンラインナップ    

Samsung Wave S8500    Samsung GALAXY S（（（（GT-I9000））））    

Samsung GALAXY SPICA(I5700)     「「「「Samsung GALAXY(I7500)」」」」     「「「「Samsung OMNIAⅡⅡⅡⅡ(I8000)」」」」     



    

   図図図図2222    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののBrand PositioningBrand PositioningBrand PositioningBrand Positioning    
【【【【サムスンサムスンサムスンサムスンののののブブブブランランランランドドドド価価価価値値値値をををを向向向向上上上上させるためにさせるためにさせるためにさせるためにブブブブランランランランドドドド戦略戦略戦略戦略フフフフラットラットラットラットフォフォフォフォームームームーム構築構築構築構築】】】】    

                ‐‐‐‐差別差別差別差別化化化化されたされたされたされたブブブブランドランドランドランドポポポポジシジシジシジショョョョニングニングニングニング（（（（メッメッメッメッセセセセージージージージ））））確立確立確立確立    

                ‐‐‐‐ポポポポジシジシジシジショョョョニングニングニングニングがががが体体体体験験験験できるできるできるできるProductProductProductProduct, , , , Design Design Design Design & & & & CommunicationCommunicationCommunicationCommunication展開展開展開展開    

    

サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののBrand PositioningBrand PositioningBrand PositioningBrand Positioning    

Meaningful InnovationMeaningful InnovationMeaningful InnovationMeaningful Innovation, '', '', '', ''WoWWoWWoWWoW'' '' '' '' ExperienceExperienceExperienceExperience    Meaningful InnovationMeaningful InnovationMeaningful InnovationMeaningful Innovation, '', '', '', ''WoWWoWWoWWoW'' '' '' '' ExperienceExperienceExperienceExperience    

    

サムスンサムスンサムスンサムスンはおはおはおはお客様客様客様客様ののののニーニーニーニーズズズズをををを把握把握把握把握しししし理解理解理解理解をををを深深深深めることでめることでめることでめることで、、、、    

おおおお客様客様客様客様一人一人一人一人一人一人一人一人にににに想像想像想像想像をををを超超超超えたえたえたえた独独独独特特特特ななななライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをををを提案提案提案提案しししし    

“WoWWoWWoWWoW((((驚驚驚驚きときときときと喜喜喜喜びびびび))))”をををを体体体体感感感感させるさせるさせるさせる    

ProductProductProductProduct    ProductProductProductProduct    DesignDesignDesignDesign    DesignDesignDesignDesign    CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

            



    

サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののGMGMGMGM((((広告戦略広告戦略広告戦略広告戦略))))    
1993199319931993年年年年    李健煕会長李健煕会長李健煕会長李健煕会長によるによるによるによる「「「「新経営宣言新経営宣言新経営宣言新経営宣言」」」」以以以以降降降降ののののグローバルグローバルグローバルグローバル戦略戦略戦略戦略のののの強化強化強化強化    

                                                                                                            統統統統合合合合型型型型ブブブブランランランランドドドド・・・・ママママーーーーケティケティケティケティングングングング戦略戦略戦略戦略    

                                                                                                            高高高高級級級級化化化化戦略戦略戦略戦略    

    

世界的世界的世界的世界的にににに統統統統一一一一されたされたされたされた広告戦略広告戦略広告戦略広告戦略    

    



    

サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののGMGMGMGM((((広告戦略広告戦略広告戦略広告戦略))))    
グローバルグローバルグローバルグローバル広告広告広告広告モデルモデルモデルモデルにににに世界的世界的世界的世界的ななななトップスタートップスタートップスタートップスター、、、、ビヨンセビヨンセビヨンセビヨンセ・・・・ノウルズノウルズノウルズノウルズをををを起用起用起用起用((((2007200720072007年年年年))))        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子がががが特定特定特定特定のののの携帯携帯携帯携帯電電電電話話話話のためにのためにのためにのために世界的世界的世界的世界的ななななトップトップトップトップ・・・・スタースタースタースターををををモモモモデルデルデルデルにににに起用起用起用起用    

    しししし、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ママママーーーーケティケティケティケティングングングングにににに乗乗乗乗りりりり出出出出したのはしたのはしたのはしたのは2007200720072007年年年年度度度度がががが初初初初めてであるめてであるめてであるめてである。。。。        

・・・・サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののグローバルグローバルグローバルグローバルななななブブブブランランランランドドドド・・・・イメージイメージイメージイメージをををを一一一一層層層層強化強化強化強化するのにするのにするのにするのに寄与寄与寄与寄与するするするする。。。。    



    

        サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののデザインデザインデザインデザイン・・・・ドリブンドリブンドリブンドリブンででででサンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチをををを回避回避回避回避せよせよせよせよ    

・・・・企業間企業間企業間企業間のののの品質品質品質品質のののの差差差差のののの縮縮縮縮ままままりりりり    
    ⅰⅰⅰⅰサムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののテレビテレビテレビテレビがががが３３３３割高割高割高割高いいいい価格価格価格価格でででで売売売売れるれるれるれる理由理由理由理由    

        ブブブブランドランドランドランド力力力力ととととデデデデザザザザインインインイン力力力力のののの差差差差    

        デジタルデジタルデジタルデジタル時代時代時代時代のののの付付付付加加加加価値価値価値価値のののの源源源源泉泉泉泉→→→→ブブブブランドランドランドランド力力力力ととととデデデデザザザザインインインイン力力力力((((１９９０１９９０１９９０１９９０年代年代年代年代後後後後半半半半のののの韓韓韓韓国企国企国企国企
業業業業))))    

        ３３３３DDDD理念理念理念理念((((「「「「DigitalDigitalDigitalDigital＋＋＋＋DesigDesigDesigDesigｎｎｎｎ====DreamDreamDreamDream」」」」))))のののの実現実現実現実現    

・・・・李健煕李健煕李健煕李健煕会会会会長長長長のののの１９９０１９９０１９９０１９９０年代年代年代年代のののの改改改改革革革革時時時時にににに「「「「サンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチ論論論論」」」」    
        

    

    

    

    

    

    

    

    

    
日本企業日本企業日本企業日本企業のののの高技術高技術高技術高技術とととと高品質高品質高品質高品質のののの追求追求追求追求    

    
日本企業日本企業日本企業日本企業のののの高技術高技術高技術高技術とととと高品質高品質高品質高品質のののの追求追求追求追求    

    
中国企業中国企業中国企業中国企業のののの安価安価安価安価なななな労働力労働力労働力労働力をををを武器武器武器武器にしたにしたにしたにしたコストコストコストコスト競争力競争力競争力競争力    

    
中国企業中国企業中国企業中国企業のののの安価安価安価安価なななな労働力労働力労働力労働力をををを武器武器武器武器にしたにしたにしたにしたコストコストコストコスト競争力競争力競争力競争力    

サンサンサンサンドドドドイッチイッチイッチイッチ構造構造構造構造からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出さないさないさないさない限限限限りりりり、、、、サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子のののの21212121世紀世紀世紀世紀はないはないはないはない    

ブブブブランドランドランドランド力力力力ととととデデデデザザザザインインインイン力力力力のののの構築構築構築構築・・・・強化強化強化強化    

サンサンサンサンドドドドイッチイッチイッチイッチ構造構造構造構造からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出さないさないさないさない限限限限りりりり、、、、サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子のののの21212121世紀世紀世紀世紀はないはないはないはない    

ブブブブランドランドランドランド力力力力ととととデデデデザザザザインインインイン力力力力のののの構築構築構築構築・・・・強化強化強化強化    



    

サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののデザインデザインデザインデザイン革新革新革新革新    
    

サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子はははは１９９６１９９６１９９６１９９６年年年年をををを「「「「デデデデザザザザインインインイン革命革命革命革命のののの元元元元年年年年」」」」とととと宣言宣言宣言宣言しししし、、、、OBNOBNOBNOBN戦略戦略戦略戦略をををを本本本本格格格格的的的的にににに開始開始開始開始したしたしたした。。。。    

製品製品製品製品ののののデデデデザザザザインインインインのののの重要性重要性重要性重要性⇒⇒⇒⇒ブブブブランドランドランドランド・・・・イメージイメージイメージイメージのののの向向向向上上上上、、、、プレプレプレプレミミミミアムアムアムアム価格価格価格価格戦略戦略戦略戦略のののの展開展開展開展開    

    

    

【【【【サムスンサムスンサムスンサムスンのののの李李李李会会会会長長長長のののの１９９６１９９６１９９６１９９６年年年年のののの新新新新年年年年のののの挨拶挨拶挨拶挨拶】】】】    
    

「「「「２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀はははは、、、、単単単単にににに製品製品製品製品をををを販販販販売売売売するするするする時代時代時代時代ではなくではなくではなくではなく、、、、企業企業企業企業のののの哲学哲学哲学哲学やややや文文文文化化化化をををを販販販販売売売売するするするする時代時代時代時代であるであるであるである    

    これからはこれからはこれからはこれからはデデデデザザザザインインインインのようなのようなのようなのようなソフトクソフトクソフトクソフトクリリリリエイティエイティエイティエイティブブブブがががが企業企業企業企業にとってにとってにとってにとって最最最最もももも重要重要重要重要なななな財財財財産産産産でありでありでありであり、、、、    

    企業経企業経企業経企業経営営営営におけるにおけるにおけるにおける最最最最後後後後のののの勝勝勝勝負負負負ののののカカカカギギギギとなるとなるとなるとなる」」」」とととと強調強調強調強調したしたしたした。。。。    

    

・・・・李李李李会長会長会長会長はははは既既既既にににに90909090年年年年初初初初めからめからめからめから「「「「ベベベベンンンンツツツツややややソニーソニーソニーソニーのようにのようにのようにのように、、、、遠遠遠遠くからくからくからくから見見見見てもてもてもても、、、、一一一一目目目目でででで『『『『サムスンサムスンサムスンサムスン    

    らしさらしさらしさらしさ』』』』がわかるがわかるがわかるがわかる固有固有固有固有ののののアイデンティティアイデンティティアイデンティティアイデンティティをををを開発開発開発開発しようしようしようしよう」」」」とととと呼呼呼呼びびびびかけていたかけていたかけていたかけていた。。。。    

    

・・・・李李李李会長会長会長会長ののののデデデデザザザザインインインイン重重重重視視視視のののの経経経経営営営営戦略戦略戦略戦略をををを支援支援支援支援するためにするためにするためにするために、、、、1996199619961996年年年年ににににサムスンサムスンサムスンサムスンはははは「「「「デデデデザザザザインインインイン    

    研究院研究院研究院研究院」」」」((((IDSIDSIDSIDS：：：：Innovative Design Lab of SamsungInnovative Design Lab of SamsungInnovative Design Lab of SamsungInnovative Design Lab of Samsung))))をををを設立設立設立設立したしたしたした。。。。    



    

        サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子のののの技術学習技術学習技術学習技術学習のののの段階段階段階段階とととと技術能力技術能力技術能力技術能力のののの成熟成熟成熟成熟    

    【【【【時期時期時期時期】】】】                        【【【【技術技術技術技術学習学習学習学習】】】】                                                【【【【技術能力技術能力技術能力技術能力】】】】    
    

    70707070年代前半年代前半年代前半年代前半                吸収段階吸収段階吸収段階吸収段階((((AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption))))                                        創業者創業者創業者創業者によるによるによるによるリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ    

                                                                                                                            OEMOEMOEMOEM輸出輸出輸出輸出：：：：品質向上品質向上品質向上品質向上とととと原価削減原価削減原価削減原価削減のののの体質化体質化体質化体質化    
    

    70707070年代後半年代後半年代後半年代後半                    模倣段階模倣段階模倣段階模倣段階((((EmulationEmulationEmulationEmulation)      )      )      )                                  合弁事業合弁事業合弁事業合弁事業のののの主導権確保主導権確保主導権確保主導権確保    
    

        80808080年代年代年代年代                改良段階改良段階改良段階改良段階((((ＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ))))        品質品質品質品質・・・・生産性向上運動生産性向上運動生産性向上運動生産性向上運動、、、、製品多様化製品多様化製品多様化製品多様化とととと高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化    

                                                                                                                                独自設計独自設計独自設計独自設計((((ODMODMODMODM))))とととと自社自社自社自社ブランドブランドブランドブランド((((OBNOBNOBNOBN))))のののの育成育成育成育成    

                                                                                                                                                RRRR&&&&DDDD組織組織組織組織((((総合研究所総合研究所総合研究所総合研究所))))のののの創設創設創設創設    
    

    90909090年代前半年代前半年代前半年代前半                革新段階革新段階革新段階革新段階((((InnovationInnovationInnovationInnovation))))                    技術中心技術中心技術中心技術中心ののののRRRR&&&&DDDDへのへのへのへの転換転換転換転換、、、、技術変化技術変化技術変化技術変化のほうこうをのほうこうをのほうこうをのほうこうを予測予測予測予測    

                                                                                                                                            叩叩叩叩きききき売売売売りしないりしないりしないりしない運動運動運動運動とととと高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値    

                                                                                                                                自社自社自社自社ブランドブランドブランドブランド((((OBNOBNOBNOBN))))戦略戦略戦略戦略ととととディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイのののの革新革新革新革新    

                                                                                                                                                            戦略的提携戦略的提携戦略的提携戦略的提携とととと共同共同共同共同RRRR&&&&DDDD    

    

    90909090年代後半年代後半年代後半年代後半                    国際化国際化国際化国際化((((海外移転海外移転海外移転海外移転)          )          )          )                      海外子会社海外子会社海外子会社海外子会社のののの経営権確保経営権確保経営権確保経営権確保とととと果敢果敢果敢果敢なななな構造調整構造調整構造調整構造調整    

                                                    ((((InternationalizationInternationalizationInternationalizationInternationalization))))                    海外子会社海外子会社海外子会社海外子会社におけるにおけるにおけるにおける生産性生産性生産性生産性とととと品質水準品質水準品質水準品質水準のののの向上向上向上向上    

                                                                                                                                            人間中心経営人間中心経営人間中心経営人間中心経営でででで現地人現地人現地人現地人のののの信頼獲得信頼獲得信頼獲得信頼獲得    

                                                                                                                                        経営経営経営経営のののの現地化現地化現地化現地化によるによるによるによる改善改善改善改善とととと競争競争競争競争のののの誘導誘導誘導誘導    

    ((((曺曺曺曺・・・・尹尹尹尹[[[[2005200520052005]]]]、、、、251251251251ページページページページ))))    



    

サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののデザインデザインデザインデザイン力力力力    
ユユユユーーーーザザザザーーーーののののニーニーニーニーズズズズにににに基基基基づづづづいたいたいたいたデデデデザザザザインインインイン戦略戦略戦略戦略    

1997199719971997年年年年以降以降以降以降、、、、「「「「最高製品最高製品最高製品最高製品デデデデザザザザインインインイン賞賞賞賞」」」」((((IDEAIDEAIDEAIDEA賞賞賞賞))))をををを最多最多最多最多受賞受賞受賞受賞((((テレビテレビテレビテレビ、、、、パソコンパソコンパソコンパソコン、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話機機機機、、、、    

CDCDCDCD----ＲＯＭＲＯＭＲＯＭＲＯＭのののの4444製品製品製品製品のののの部門部門部門部門でででで))))、、、、各種各種各種各種国国国国際際際際的的的的ななななデデデデザザザザインインインイン賞受賞賞受賞賞受賞賞受賞    

2007200720072007年年年年    IDEAIDEAIDEAIDEAデデデデザザザザインインインイン賞賞賞賞    自社自社自社自社史史史史上最多上最多上最多上最多のののの11111111件件件件受賞受賞受賞受賞    

サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののデデデデザザザザインインインイン重重重重視視視視のののの戦略戦略戦略戦略のののの一一一一定定定定のののの成果成果成果成果    



    

海外海外海外海外ででででデザイナーデザイナーデザイナーデザイナーがががが情報発信情報発信情報発信情報発信    
【【【【デザインデザインデザインデザイン部門部門部門部門のののの組織組織組織組織のののの見直見直見直見直しとしとしとしとデザイデザイデザイデザイナナナナーーーー育成育成育成育成制度制度制度制度のののの強化強化強化強化】】】】    

各事各事各事各事業業業業部門部門部門部門のののの向向向向上上上上にににに分散分散分散分散していたしていたしていたしていたデデデデザザザザインインインイン部門部門部門部門    

    

    

ソソソソウウウウルルルルのののの新新新新設設設設したしたしたしたデデデデザザザザインインインインセセセセンターンターンターンターにすにすにすにすべべべべてててて移行移行移行移行、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング部門部門部門部門とととと統合統合統合統合    

((((顧顧顧顧客客客客・・・・消費者消費者消費者消費者ののののニーニーニーニーズズズズをきちをきちをきちをきちんんんんとととと調調調調査査査査しししし、、、、デデデデザザザザインインインインにににに反映反映反映反映させることがさせることがさせることがさせることが狙狙狙狙いいいい!)!)!)!)    

    

【【【【デザインデザインデザインデザイン部門部門部門部門のののの海海海海外外外外拠拠拠拠点点点点のののの拡大拡大拡大拡大】】】】    

・・・・デデデデザザザザイイイイナナナナーーーーがががが自自自自らららら現現現現地地地地ののののデデデデザザザザインインインインのののの動動動動向向向向をををを調調調調べべべべ、、、、営営営営業担当者業担当者業担当者業担当者ののののミミミミーティングーティングーティングーティングにもにもにもにも参参参参加加加加してしてしてして    

    、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの要要要要求求求求とととと自自自自らのらのらのらの調調調調査結査結査結査結果果果果をををを比較比較比較比較できるできるできるできる。。。。海外向海外向海外向海外向けのけのけのけの電電電電化製品化製品化製品化製品ををををデデデデザザザザインインインインするためにするためにするためにするために    

    はははは、、、、デデデデザザザザイイイイナナナナーーーーがががが現現現現地地地地でででで情報情報情報情報をををを集集集集めてめてめてめて、、、、現現現現地地地地のののの消費者消費者消費者消費者ののののライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをををを把握把握把握把握することがすることがすることがすることが    

    できるできるできるできる。。。。    

    

【【【【現在現在現在現在ののののデザインデザインデザインデザイン部門部門部門部門のののの海海海海外外外外拠拠拠拠点点点点】】】】    

ソウソウソウソウルルルル、、、、東京東京東京東京、、、、サンサンサンサンフフフフランシスランシスランシスランシスココココ、、、、ロサンロサンロサンロサンゼゼゼゼルスルスルスルス、、、、ロンロンロンロンドドドドンンンン、、、、上海上海上海上海    

    



    

    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ががががテレビテレビテレビテレビのののの高級化高級化高級化高級化をををを急急急急いだいだいだいだ背景背景背景背景    

【【【【輸入輸入輸入輸入自自自自由由由由化化化化のののの動動動動きききき】】】】⇒⇒⇒⇒「「「「叩叩叩叩きききき売売売売りりりりしないしないしないしない運動運動運動運動とととと高価格高価格高価格高価格ブブブブランランランランドドドド開発開発開発開発」」」」    

IMFIMFIMFIMF((((国国国国際際際際通通通通貨基貨基貨基貨基金金金金))))のののの管理管理管理管理体体体体制下制下制下制下にににに入入入入ったったったった韓韓韓韓国国国国はははは、、、、IMFIMFIMFIMFのののの要要要要求求求求によってによってによってによって外外外外国製品国製品国製品国製品    

のののの輸輸輸輸入入入入をををを全面全面全面全面的的的的にににに自自自自由由由由化化化化しなけれしなけれしなけれしなければばばばならなかったならなかったならなかったならなかった。。。。    
    

こうしたこうしたこうしたこうした状況状況状況状況のなかでのなかでのなかでのなかで、、、、ブブブブランランランランドドドド・・・・イメージイメージイメージイメージをををを画画画画期的期的期的期的にににに改善改善改善改善しないしないしないしない限限限限りりりり、、、、外国企業外国企業外国企業外国企業にににに    

国内国内国内国内市場市場市場市場をををを完完完完全全全全にににに奪奪奪奪わわわわれるのはれるのはれるのはれるのはほぼほぼほぼほぼ確確確確実実実実なななな状況状況状況状況であったであったであったであった。。。。    
    

【【【【ＳａｍｓｕｎｇＳａｍｓｕｎｇＳａｍｓｕｎｇＳａｍｓｕｎｇののののブブブブランランランランドドドド・・・・イメージイメージイメージイメージがががが世界世界世界世界市場市場市場市場ににににおおおおいていていていて大大大大きくきくきくきく向向向向上上上上】】】】    

・・・・サムスンサムスンサムスンサムスンがががが「「「「ブブブブランドランドランドランド価値評価価値評価価値評価価値評価システムシステムシステムシステム」」」」のののの導入導入導入導入((((1998199819981998年年年年以降以降以降以降からからからから))))    

・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング室室室室のなかにのなかにのなかにのなかに「「「「ブブブブランドランドランドランド戦略戦略戦略戦略グループグループグループグループ」」」」をををを設置設置設置設置    

⇒⇒⇒⇒全全全全社的社的社的社的ににににブブブブランドランドランドランド戦略戦略戦略戦略のののの立立立立案案案案とととと管理管理管理管理をををを行行行行うううう。。。。    

⇒⇒⇒⇒このこのこのこのグループグループグループグループはははは、、、、製品製品製品製品のののの質質質質、、、、デデデデザザザザインインインイン、、、、事事事事業業業業部別部別部別部別のののの活動活動活動活動、、、、地地地地域別域別域別域別マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング戦略戦略戦略戦略などなどなどなど、、、、
ブブブブランドランドランドランド価値価値価値価値にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるあらえるあらえるあらえるあらゆゆゆゆるるるる変変変変数数数数をををを数数数数値値値値でででで評価評価評価評価しししし、、、、特特特特にににに影響力影響力影響力影響力のののの大大大大きいきいきいきい事事事事業業業業部部部部
やややや製品製品製品製品群群群群にはにはにはには集中的集中的集中的集中的なななな支援支援支援支援をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

・・・・世界最大世界最大世界最大世界最大ののののディスカディスカディスカディスカウウウウントントントント・・・・チチチチェェェェーンーンーンーンののののウウウウォルマートォルマートォルマートォルマートへのへのへのへの製品製品製品製品供給供給供給供給のののの減少減少減少減少((((ブブブブランドランドランドランド価値評価価値評価価値評価価値評価    

    によるものによるものによるものによるもの))))    

・・・・このこのこのこのグループグループグループグループにはにはにはには事事事事業業業業部別部別部別部別、、、、地地地地域別域別域別域別ににににブブブブランドランドランドランド専門専門専門専門のののの重重重重役役役役がががが配置配置配置配置されているされているされているされている。。。。    

・・・・携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの「「「「AnycallAnycallAnycallAnycall」」」」にはにはにはには、、、、15151515人人人人のののの専専専専従者従者従者従者がいるがいるがいるがいる。。。。    



    

        サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの新新新新しいしいしいしいキーワードキーワードキーワードキーワード    

・・・・ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ市場市場市場市場においてにおいてにおいてにおいて、、、、ススススポポポポンサーシップンサーシップンサーシップンサーシップをををを通通通通したしたしたした文文文文化化化化マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングをををを戦略的戦略的戦略的戦略的にににに展開展開展開展開    

    ((((推推推推進進進進))))することですることですることですることで、、、、ブブブブランドランドランドランド知知知知名度名度名度名度・・・・認知認知認知認知度度度度・・・・ロイロイロイロイヤヤヤヤルティルティルティルティをををを高高高高めるとめるとめるとめると同時同時同時同時にににに、、、、プレプレプレプレミミミミアムアムアムアム・・・・    

    イメージイメージイメージイメージをををを極極極極大化大化大化大化させさせさせさせ、、、、2006200620062006年代年代年代年代からからからからヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ市場市場市場市場ででででシシシシェェェェアアアアをををを30303030%%%%アップアップアップアップさせさせさせさせ1111位位位位をををを    

    占占占占めているめているめているめている。。。。    

サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子    3333D D D D スマートスマートスマートスマートTVTVTVTV    フランスフランスフランスフランスでのでのでのでの文文文文化化化化マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    



    

フランスフランスフランスフランスでのでのでのでの文化文化文化文化マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    



    

フランスフランスフランスフランスでのでのでのでの文化文化文化文化マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    
・・・・料料料料理理理理ととととファファファファッシッシッシッショョョョンンンン、、、、音楽音楽音楽音楽、、、、美美美美術術術術などがなどがなどがなどが好好好好きなきなきなきなフフフフランスランスランスランス人人人人のののの心心心心のののの琴線琴線琴線琴線((((ききききんんんんせせせせんんんん))))にににに    

    触触触触れるれるれるれる多多多多様様様様なななな文文文文化化化化ママママーーーーケティケティケティケティングングングング活動活動活動活動をををを実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。    

密密密密着着着着してしてしてして行行行行ったったったったフフフフランスランスランスランス文文文文化化化化ママママーーーーケティケティケティケティングングングング    



    

        イギリスイギリスイギリスイギリスでのでのでのでのスポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    
英英英英プロサッカーチームプロサッカーチームプロサッカーチームプロサッカーチームののののチチチチェェェェルシールシールシールシーをををを後援後援後援後援するなどのするなどのするなどのするなどのススススポポポポーーーーツマツマツマツマーーーーケティケティケティケティングングングング活動活動活動活動    

    

ベベベベッカムッカムッカムッカム    サムスンサムスンサムスンサムスンののののロンドンロンドンロンドンロンドン五輪五輪五輪五輪広広広広報報報報大大大大使使使使にににに!!!!    

                                Beckham as Samsung Olympic Games AmbassadorBeckham as Samsung Olympic Games AmbassadorBeckham as Samsung Olympic Games AmbassadorBeckham as Samsung Olympic Games Ambassador!!!!    

ロンドンロンドンロンドンロンドン五輪五輪五輪五輪はははは、、、、2012201220122012年年年年7777月月月月27272727日日日日からからからから8888月月月月12121212日日日日までまでまでまでイギリスイギリスイギリスイギリスののののロンドンロンドンロンドンロンドンでででで開催開催開催開催されるされるされるされる予定予定予定予定        



    

            図図図図3333    サムスンサムスンサムスンサムスンのののの「「「「新経営新経営新経営新経営」」」」宣言宣言宣言宣言におけるにおけるにおけるにおけるIBIBIBIBのののの実行実行実行実行プロセスプロセスプロセスプロセス    

Internal BrandingInternal BrandingInternal BrandingInternal Branding    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

出所出所出所出所：：：：徐徐徐徐[[[[2010201020102010]]]]、、、、298298298298ページページページページ。。。。    

CBMCBMCBMCBMのののの構造構造構造構造，，，，CEOCEOCEOCEOのののの戦略的戦略的戦略的戦略的ビジョンビジョンビジョンビジョン    
    

変革変革変革変革となるとなるとなるとなる自社自社自社自社ブランドブランドブランドブランド中核的価値中核的価値中核的価値中核的価値    
    

企業企業企業企業のののの存在意義存在意義存在意義存在意義    

企業企業企業企業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく各各各各ステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダーにににに対対対対するするするする提供価値提供価値提供価値提供価値    

最高経営陣最高経営陣最高経営陣最高経営陣    

他他他他のののの各部門各部門各部門各部門ののののリーダーリーダーリーダーリーダー    

李李李李ののののCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドのののの役割役割役割役割    

ミドルミドルミドルミドル・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント層層層層    

一般従業員一般従業員一般従業員一般従業員    

機能価値機能価値機能価値機能価値・・・・情緒価値情緒価値情緒価値情緒価値    

VIVIVIVI・・・・コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション・・・・タグラインタグラインタグラインタグライン((((ブランドブランドブランドブランド使用基準使用基準使用基準使用基準))))    

ブブブブランドランドランドランド・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント・・・・システムシステムシステムシステム    

株主株主株主株主    顧客顧客顧客顧客    取引先取引先取引先取引先    地域社会地域社会地域社会地域社会    国際社会国際社会国際社会国際社会    政府政府政府政府    NPOなど    

IBIBIBIB    

EBEBEBEB    

CBCBCBCBととととBIBIBIBIのののの価値価値価値価値    

推進推進推進推進とととと支援支援支援支援のののの    

相互作用相互作用相互作用相互作用によるによるによるによる    

ブランドブランドブランドブランド････    

ナレッジナレッジナレッジナレッジ・・・・    

スパイラルスパイラルスパイラルスパイラル    

経営者経営者経営者経営者    

従業従業従業従業員員員員    



    

            韓国企業韓国企業韓国企業韓国企業とととと日本企業日本企業日本企業日本企業ののののマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの違違違違いいいい    

                                 【【【【韓国企業韓国企業韓国企業韓国企業】】】】                                                                【【【【日本企業日本企業日本企業日本企業】】】】    
マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング類型類型類型類型                    プルプルプルプル型型型型マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング                                                                        プッシュプッシュプッシュプッシュ型型型型マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング手法手法手法手法    広告広告広告広告とととと販促販促販促販促をををを通通通通じてじてじてじて短期的短期的短期的短期的にににに解決解決解決解決    流通流通流通流通とととと営業営業営業営業をををを通通通通じてじてじてじて長期的長期的長期的長期的にににに解決解決解決解決    

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング・・・・                                        ((((スピードスピードスピードスピードとととと機動力機動力機動力機動力))))    

スタイルスタイルスタイルスタイル                                                    空軍型空軍型空軍型空軍型マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング                                                                            陸軍型陸軍型陸軍型陸軍型チャネルチャネルチャネルチャネル営営営営業業業業    

                                                    ((((空軍空軍空軍空軍のののの爆撃型爆撃型爆撃型爆撃型アプローチアプローチアプローチアプローチ))))                                            ((((チャネルチャネルチャネルチャネル営営営営業業業業))))        

    

・・・・ソニソニソニソニーーーーはなはなはなはなぜぜぜぜ液晶液晶液晶液晶テレビテレビテレビテレビでででで後塵後塵後塵後塵をををを拝拝拝拝したのかしたのかしたのかしたのか????    

    ⅰⅰⅰⅰLEDLEDLEDLEDテレビテレビテレビテレビのののの投投投投入入入入タイタイタイタイミミミミングングングングのののの遅遅遅遅れれれれ    

    ⅱⅱⅱⅱサムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子のののの全世界全世界全世界全世界でででで大大大大掛掛掛掛かかかかりりりりななななLEDLEDLEDLEDテレビテレビテレビテレビののののプロプロプロプロモモモモーシーシーシーショョョョンンンン活動活動活動活動のののの展展展展開開開開    

    

・・・・示唆示唆示唆示唆点点点点    

    技術的技術的技術的技術的にはにはにはには特段特段特段特段にににに優優優優れていなくてれていなくてれていなくてれていなくてもももも、、、、広告広告広告広告のののの一一一一斉射撃斉射撃斉射撃斉射撃によってによってによってによって市場市場市場市場がががが新新新新しいとしいとしいとしいと    

    認認認認識識識識すればすればすればすれば、、、、そそそそれでれでれでれで勝負勝負勝負勝負はついてしまうはついてしまうはついてしまうはついてしまう。。。。    

    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののブブブブランランランランドドドド・・・・イメージイメージイメージイメージもももも、、、、革新的革新的革新的革新的、、、、先先先先進的進的進的進的ななななもももものへとのへとのへとのへと変変変変わわわわったったったった。。。。    

    ((((金金金金［［［［2010201020102010]]]]、、、、104104104104‐‐‐‐106106106106ページページページページ))))    



    

            図図図図4444    新興国市場新興国市場新興国市場新興国市場におけるにおけるにおけるにおけるサムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののブランドブランドブランドブランド競争力競争力競争力競争力のののの向上向上向上向上    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注注注注：：：：BMBMBMBM( ( ( ( Brand ManagementBrand ManagementBrand ManagementBrand Management))))、、、、出所出所出所出所：：：：筆者作成筆者作成筆者作成筆者作成。。。。  

企業企業企業企業ののののトップトップトップトップのののの強力強力強力強力なななな

リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップとととと    

BMBMBMBMへのへのへのへの積極的積極的積極的積極的なななな    

関与関与関与関与    

新興国市場新興国市場新興国市場新興国市場ののののニーズニーズニーズニーズをををを

徹底的徹底的徹底的徹底的にににに把握把握把握把握するするするする    

「「「「地域専門家地域専門家地域専門家地域専門家」」」」制度制度制度制度    

消費者消費者消費者消費者のののの認知認知認知認知をををを高高高高めるめるめるめる

ためのためのためのためのブランドブランドブランドブランド    

競争力競争力競争力競争力のののの強化強化強化強化    

各国各国各国各国ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応じてじてじてじて

必要十分必要十分必要十分必要十分なななな機能機能機能機能だけをだけをだけをだけを

取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる    

製品開発製品開発製品開発製品開発のののの革新革新革新革新    

CEOCEOCEOCEOからからからから末端社員末端社員末端社員末端社員にににに    

至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの全社的全社的全社的全社的なななな    

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの    

考考考考ええええ方方方方へへへへのののの意識改革意識改革意識改革意識改革    

新興国市場新興国市場新興国市場新興国市場のののの    

開拓開拓開拓開拓・・・・拡大拡大拡大拡大    

徹底徹底徹底徹底したしたしたした現地化現地化現地化現地化とととと    

新興国市場新興国市場新興国市場新興国市場にににに適合適合適合適合したしたしたした    

製品製品製品製品ブランドブランドブランドブランド力力力力のののの    

移転成功移転成功移転成功移転成功    



    

        サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子のののの徹底徹底徹底徹底したしたしたした現地化現地化現地化現地化されたされたされたされたマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング戦略戦略戦略戦略のののの源源源源    

【【【【サムスンサムスンサムスンサムスン・・・・グループグループグループグループのののの海外海外海外海外「「「「地域専門家制度地域専門家制度地域専門家制度地域専門家制度」」」」】】】】    

・・・・世界中世界中世界中世界中のののの国国国国にににに若若若若手社員手社員手社員手社員をををを「「「「地域地域地域地域専門家専門家専門家専門家予備軍予備軍予備軍予備軍」」」」としてとしてとしてとして1111年年年年程度派遣程度派遣程度派遣程度派遣するするするする。。。。    

・・・・現地現地現地現地オフィオフィオフィオフィススススのののの出勤出勤出勤出勤のののの義義義義務務務務なしなしなしなし、、、、給与給与給与給与やややや生生生生活活活活費費費費のののの支給支給支給支給、、、、たたたただだだだ1111つのつのつのつの条件条件条件条件    

    「「「「そそそそのののの国国国国のののの専門家専門家専門家専門家になれになれになれになれ!!!!」」」」    

・・・・帰帰帰帰国国国国報告報告報告報告のののの論文論文論文論文のののの提出提出提出提出、「、「、「、「自自自自分分分分でででで考考考考ええええ、、、、感感感感じるじるじるじる」」」」ことでことでことでことで、、、、そそそそのののの国国国国にににに対対対対するするするする理理理理解解解解をををを    

    深深深深めることをめることをめることをめることを重視重視重視重視しているしているしているしている。。。。    

・・・・100100100100ヵヵヵヵ国国国国ののののデータデータデータデータベベベベースースースースのののの構築構築構築構築    
    

【【【【サムスンサムスンサムスンサムスン・・・・グループグループグループグループのののの「「「「地域専門家制度地域専門家制度地域専門家制度地域専門家制度」」」」のののの狙狙狙狙いいいい】】】】    

    将来将来将来将来のののの海海海海外外外外市場攻略市場攻略市場攻略市場攻略要員要員要員要員のののの育成育成育成育成    

    ビビビビジネスジネスジネスジネスとととと関係関係関係関係ないないないない分野分野分野分野ででででもももも、、、、思思思思わぬわぬわぬわぬ効果効果効果効果    

    先先先先進国進国進国進国のののの市場市場市場市場だだだだけではくけではくけではくけではく、、、、BricsBricsBricsBrics市場市場市場市場やややや途上途上途上途上国向国向国向国向けのけのけのけのママママーーーーケティケティケティケティングングングング戦略戦略戦略戦略のののの展展展展開開開開    
    

【【【【サムスングループサムスングループサムスングループサムスングループのののの重役重役重役重役のののの英語社内公用語化英語社内公用語化英語社内公用語化英語社内公用語化のののの効果効果効果効果】】】】    

・・・・会会会会議議議議のののの効率効率効率効率性性性性がががが高高高高まるまるまるまる((((早早早早くくくく終終終終わわわわるるるる))))    

・・・・必必必必ずずずず結論結論結論結論がががが出出出出るるるる    



    

    図図図図5555    サムスンサムスンサムスンサムスン電子電子電子電子ののののブランドブランドブランドブランド競争力競争力競争力競争力のののの両輪両輪両輪両輪    
                                    Competitive Advantage of SamsungCompetitive Advantage of SamsungCompetitive Advantage of SamsungCompetitive Advantage of Samsung        

モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり＋＋＋＋市場市場市場市場づくりづくりづくりづくり    

((((裏裏裏裏のののの競争力競争力競争力競争力))))＋＋＋＋((((表表表表のののの競争力競争力競争力競争力))))    

モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり＋＋＋＋市場市場市場市場づくりづくりづくりづくり    

((((裏裏裏裏のののの競争力競争力競争力競争力))))＋＋＋＋((((表表表表のののの競争力競争力競争力競争力))))    

        

サムスンサムスンサムスンサムスンのののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな    

成長成長成長成長のののの促進促進促進促進    

サムスンサムスンサムスンサムスンのののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな    

成長成長成長成長のののの促進促進促進促進    

モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり＋＋＋＋市場市場市場市場づくりのづくりのづくりのづくりの両輪両輪両輪両輪こそがこそがこそがこそが、、、、日本企業日本企業日本企業日本企業のののの未来未来未来未来をををを開開開開くくくく鍵鍵鍵鍵となるとなるとなるとなる。。。。    

    
独独独独自設自設自設自設計計計計技術技術技術技術    

＋＋＋＋    
米国米国米国米国流流流流のののの本本本本格格格格的的的的なななな    

    
マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの    

    
導入導入導入導入    

日本企業日本企業日本企業日本企業からからからから    
    

技術技術技術技術学習学習学習学習    



    

 全社的マーケティング的思考の体得 
    

・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングはあまりにはあまりにはあまりにはあまりに重要重要重要重要だからだからだからだからマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング部署部署部署部署にばかりにばかりにばかりにばかり任任任任せておけないせておけないせておけないせておけない。。。。    

    たとえたとえたとえたとえ企業企業企業企業がががが世界最高世界最高世界最高世界最高ののののマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング部署部署部署部署をををを持持持持っているとしてもっているとしてもっているとしてもっているとしても、、、、ほかのほかのほかのほかの部署部署部署部署がががが    

    顧客顧客顧客顧客のののの利益利益利益利益をををを満足満足満足満足させられなかったらさせられなかったらさせられなかったらさせられなかったら、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングはははは失敗失敗失敗失敗するするするする。。。。    

デービッドデービッドデービッドデービッド・・・・パッカードパッカードパッカードパッカード((((HPHPHPHP社共同創業者社共同創業者社共同創業者社共同創業者))))    

    

・・・・企業企業企業企業のののの興亡興亡興亡興亡をををを左右左右左右左右するするするするポイントポイントポイントポイントはははは、、、、企業企業企業企業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境のののの変化変化変化変化ををををマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとととと    

    いういういういうシステムシステムシステムシステムのののの枠内枠内枠内枠内にににに引引引引きききき入入入入れれれれ融合融合融合融合させることによってさせることによってさせることによってさせることによって、、、、問題問題問題問題のののの解決策解決策解決策解決策をををを見出見出見出見出してしてしてして    

    いくこといくこといくこといくことだとだとだとだと言言言言ってもってもってもっても過言過言過言過言ではないではないではないではない。。。。    

    

・・・・統合的統合的統合的統合的・・・・全社的全社的全社的全社的マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングがががが持持持持つつつつ2222つのつのつのつの意味意味意味意味    

ⅰⅰⅰⅰ色色色色々々々々ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング機能機能機能機能をををを顧顧顧顧客客客客のののの観観観観点点点点からからからから再再再再調調調調整整整整するするするする必要必要必要必要があるということであるがあるということであるがあるということであるがあるということである。。。。    

ⅱⅱⅱⅱマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングがすがすがすがすべべべべてのてのてのての他他他他のののの部署部署部署部署とととと有有有有機的機的機的機的にににに結結結結びびびび付付付付けられけられけられけられ、、、、うまくうまくうまくうまく調調調調整整整整されなけれされなけれされなけれされなければばばばなななな
らないということであるらないということであるらないということであるらないということである。。。。    

    

    ((((チチチチョョョョンンンン［［［［2007200720072007］、］、］、］、162162162162‐‐‐‐168168168168ページページページページ))))    
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参考文献参考文献参考文献参考文献参考文献参考文献参考文献参考文献ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ        

・・・・飯塚幹雄飯塚幹雄飯塚幹雄飯塚幹雄［［［［2009200920092009]]]]『『『『市場市場市場市場づくりをづくりをづくりをづくりを忘忘忘忘れてきたれてきたれてきたれてきた日本日本日本日本へへへへ』』』』しょういんしょういんしょういんしょういん。。。。    

・・・・大石芳裕編著大石芳裕編著大石芳裕編著大石芳裕編著[[[[2004200420042004]]]]『『『『グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ブランドブランドブランドブランド管理管理管理管理』』』』白桃書房白桃書房白桃書房白桃書房。。。。    

・・・・大石芳裕大石芳裕大石芳裕大石芳裕[[[[2000200020002000]]]]「「「「第第第第2222章章章章    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの概念規定概念規定概念規定概念規定」、」、」、」、    

    高井眞編高井眞編高井眞編高井眞編『『『『グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングへのへのへのへの進化進化進化進化とととと課題課題課題課題』』』』同文館同文館同文館同文館。。。。    

・・・・金顕哲金顕哲金顕哲金顕哲[[[[2010201020102010]]]]『『『『殿様経営殿様経営殿様経営殿様経営のののの日本日本日本日本＋＋＋＋皇帝経営皇帝経営皇帝経営皇帝経営のののの韓国韓国韓国韓国――――最強企業最強企業最強企業最強企業のののの    

    作作作作りりりり方方方方――――』』』』ユナイテッドユナイテッドユナイテッドユナイテッド・・・・ブックスブックスブックスブックス。。。。    

・・・・小坂恕小坂恕小坂恕小坂恕[[[[1997199719971997]]]]『『『『グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング』』』』国元書房国元書房国元書房国元書房。。。。    

・・・・小田部正明小田部正明小田部正明小田部正明・・・・KKKK. . . . ヘルセンヘルセンヘルセンヘルセン著著著著[[[[2008200820082008]]]]、、、、栗木契栗木契栗木契栗木契[[[[2010201020102010]]]]『『『『国際国際国際国際マーケティマーケティマーケティマーケティ    

    ングングングング』』』』碩学舎碩学舎碩学舎碩学舎。。。。    

・・・・嶋正嶋正嶋正嶋正[[[[2000200020002000]]]]「「「「第第第第1111章章章章    グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの進化進化進化進化」、」、」、」、高井眞編高井眞編高井眞編高井眞編    

    『『『『グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングへのへのへのへの進化進化進化進化とととと課題課題課題課題』』』』同文館同文館同文館同文館。。。。    

・・・・徐誠敏徐誠敏徐誠敏徐誠敏[[[[2010201020102010]]]]『『『『企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランド・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント戦略戦略戦略戦略――――CEOCEOCEOCEO・・・・企業企業企業企業・・・・製品間製品間製品間製品間    

    ののののブランドブランドブランドブランド価値創造価値創造価値創造価値創造ののののリンケージリンケージリンケージリンケージ――――』』』』創成社創成社創成社創成社。。。。    



    

参考文献参考文献参考文献参考文献参考文献参考文献参考文献参考文献ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ        

・・・・曺斗燮曺斗燮曺斗燮曺斗燮・・・・尹尹尹尹    鍾彦鍾彦鍾彦鍾彦[[[[2005200520052005]]]]『『『『三星三星三星三星のののの技術能力構築戦略技術能力構築戦略技術能力構築戦略技術能力構築戦略――――グローバルグローバルグローバルグローバル    

    企業企業企業企業へのへのへのへの技術学習技術学習技術学習技術学習プロセスプロセスプロセスプロセス――――』』』』有斐閣有斐閣有斐閣有斐閣。。。。    

・・・・チョンチョンチョンチョン・・・・オクピョウオクピョウオクピョウオクピョウ著著著著[[[[2007200720072007]]]]、、、、蓮池薫訳蓮池薫訳蓮池薫訳蓮池薫訳『『『『韓国最強企業韓国最強企業韓国最強企業韓国最強企業サムスンサムスンサムスンサムスンのののの
22222222のののの成功習慣成功習慣成功習慣成功習慣』』』』阪急阪急阪急阪急コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ。。。。    

・・・・日本日本日本日本にににに根付根付根付根付くくくくグローバルグローバルグローバルグローバル企業研究会企業研究会企業研究会企業研究会&&&&日経日経日経日経ビズテックビズテックビズテックビズテック編編編編［［［［2005200520052005］］］］    

    『『『『サムスンサムスンサムスンサムスン研究研究研究研究――――卓越卓越卓越卓越したしたしたした競争力競争力競争力競争力のののの根源根源根源根源をををを探探探探るるるる――――』』』』日経日経日経日経BPBPBPBP社社社社。。。。    

・・・・諸上茂登諸上茂登諸上茂登諸上茂登[[[[2002200220022002]]]]「「「「第第第第5555章章章章    国際国際国際国際マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング」、」、」、」、吉原英樹編吉原英樹編吉原英樹編吉原英樹編『『『『国国国国
際際際際    

    経営論経営論経営論経営論へのへのへのへの招待招待招待招待』』』』有斐閣有斐閣有斐閣有斐閣ブックスブックスブックスブックス。。。。    

・・・・諸上茂登諸上茂登諸上茂登諸上茂登・・・・藤沢武史藤沢武史藤沢武史藤沢武史『『『『グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング＜＜＜＜第第第第2222版版版版＞＞＞＞』』』』    

    中央経済社中央経済社中央経済社中央経済社。。。。    

・・・・日本日本日本日本サムスンサムスンサムスンサムスン株式会社株式会社株式会社株式会社のののの公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト    

    httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....samsungsamsungsamsungsamsung....comcomcomcom////jpjpjpjp////    


