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特に、サムスン電子の成長ぶりは目覚ましく、日系
のエレクトロニクス企業と比較した際の、近年のグロ

はじめに

ーバル競争力には恐ろしいものがある。2009年、日
本のエレクトロニクスメーカーのうち、パナソニック、

近年、韓国企業のグローバル成長が目覚ましい。世

ソニーなどの純利益はマイナスを示したが、サムスン

界大手電機メーカーの業績をみても、目立つのは韓国

電子は日本の代表的エレクトロニクスメーカーの純利

電機企業である。液晶TV、大型液晶パネル、フラッ

益の合計を上回る実績をあげた。こうした勢いは落ち

シュメモリー、携帯電話など主要製品のグローバルマ

ていないのが現状である。

ーケットシェアにおいても、韓国エレクトロニクス産

自動車業界でも同様な現象が起きている。世界大手

業を引っ張るサムスン（三星）電子とLG電子が上位

自動車メーカーの業績をみても目立つのが、韓国の現

３位以内に入っている（週刊東洋経済、2010.7.31）
。

代自動車グループであり、傘下の起亜自動車と合わせ

図１

薄型TVブランド別市場シェア（2004〜10年）
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注：数値情報の内訳の詳細は、2004 年（液晶 TV 販売台数シェア）、2005 〜 06 年（液晶 TV 売上げシ
ェア）、2008年（液晶 TV販売台数シェア）、2009〜 10年（薄型 TV販売台数シェア）である。
出所：ディスプレイリサーチ
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図２

世界大手自動車メーカーの１〜９月の業績
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出所：朝日新聞、2010年 11月９日「世界の自動車大手、業績が急回復

た生産台数はすでにホンダを上回り、世界第４位とな
っている注１。2010年１〜９月の同グループ世界販売台

売上高

日本勢には円高の高波」

注２
。
Mihm、2011）

こうした韓国企業の成長の背景には、韓国政府のサ

数は、2009年の年間実績（約464万台）を上回って、

ポートもあるといわれている。韓国政府のFTA政策

世界市場、特に中国、インド等の新興国市場では、抜

は日本に比べても非常に進んでいるのが事実である。

群の存在感を示している。2009年段階で、中国市場

ブラジルをはじめとするBRICs市場での韓国企業のプ

においては、６位のトヨタに対して現代は４位、イン

レゼンスはきわめて高い。本稿では、近年急速に成長

ド市場においては、６位のトヨタに対して、現代は

している韓国のエレクトロニクス産業を中心にグロー

堂々２位に食い込んでいる。インドでは小型中心の60

バル成長プロセスを検討し、その後ブラジル市場で活

万台生産体制を整えて、ますます販売を伸ばしている。

躍している韓国企業の現地化戦略について、事例を交

2009年には北米カー・オブ・ザ・イヤーを受賞、さら

えて分析する。

に世界三大デザイン賞のひとつとして名高い、独レッ
ドドット・デザイン賞も獲得している（小林、2010）
。
このように同グループはインド、中国で日系メーカ
ーを上回る実績を示しているだけではなく、ロシアで

注１：朝日新聞、2010年11月９日「世界の自動車大手、業績が急回復 日
本勢には円高の高波」
注２：Nouriel Roubini ＆ Stephen Mihm (2011), Crisis Economics: A
Crash Course in the Future of Finance, Penguin.

もサンクトペテルブルクに年産15万台規模の新工場を
建設、2011年から小型車量産を開始した。南米市場
でも好調で、ブラジルに新しい工場を建設している。

韓国エレクトロニクス企業の
成長プロセス

また、東欧ではスロバキアとチェコに起亜自動車と現
代自動車の工場を建設し、大量生産を始めている。

まず、韓国のエレクトロニクス企業の成長プロセス

このように、韓国の代表的な輸出産業といえるエレ

を簡単に概観してみよう。韓国のエレクトロニクス産

クトロニクス企業と自動車企業のグローバル業績は顕

業は、生産をベースとした実質的な発展としてはまず

著である。こうした状況を受けて、2008年リーマン・

1950年代のラジオ組立生産からスタートした。本格

ショックによるグローバル金融危機を予測したRoubi-

的にエレクトロニクス産業の基盤が構築されたのは60

niは、ブラジル、ロシア、インド、中国など新興経済

年代に入ってからである。政府の輸出志向政策に沿っ

国を表すBRICに入れる最も強力な競争国として、韓

て、外国人の積極投資を図る韓国輸出産業公団から始

国をあげている。すなわちもしBRIC国家に韓国が含

まっている。その後、70年代は韓国資本の企業投資比

まれる場合、BRICはBRICKにならなければならない

重が大きくなり、生産・製造や技術開発の経験が蓄積

と指摘し、韓国を精巧な先端技術で武装した経済大国

され、高度成長が始まった。

であると同時に、革新的で躍動的で熟練された労動力

80年代に入ると、大企業の本格的な参入とともに

を保有する国家であると評価した（Roubini and

半導体、VTRなど大規模投資が起こり、韓国のエレ
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クトロニクス産業は飛躍的な成長を達成した（Joo他、

ウン管、モニター、携帯電話（サムスン、LG）で韓

2003;Suh他、2004）
。90年代には、高付加価値製品の

国製品が国際競争力や市場ブランド力を確保して

携帯電話機器などでグローバル経営のための海外投資

いる。

を行い、成長への道を探った。また、韓国のエレクト

韓国経済は今まで鉄鋼や造船などの重工業産業がリ

ロニクス業界では97年の通貨危機を迎え、事業の再構

ードしてきたが、現在は半導体、携帯電話、ディスプ

築を行ったが、このことが一時は低迷した韓国エレク

レイ（TFT-LCD）などのエレクトロニクス産業がリ

トロニクス産業の回復の原動力になった。

ードしている。そのなかでも、韓国のエレクトロニク

韓国のエレクトロニクス産業の発展を象徴する２つ

ス産業の代表といえるサムスン電子とLG電子の役割

の軸として、デジタル電子製品の輸出と広帯域通信イ

は多大である。繰り返しになるが、韓国のエレクトロ

ンフラの普及があげられる。また、不況脱出の牽引役

ニクス企業が新たに企業体質を改善し、グローバル市

となった輸出品目として、メモリー半導体、TFT-

場へ展開した背景には、1997年のIMFの危機をきっ

LCD、携帯電話機器などがある。韓国のエレクトロ

かけとする、組織内部より外部からのショックがあっ

ニクス産業は90年後半のIMF危機や2000年代に入っ

たといえるだろう。その後、国内事業システムを再整

て起こった世界的なITバブル崩壊を経験したが、日

備し、急速にグローバル戦略を展開したのである。

本のエレクトロニクス産業の不振とは対照的に、企業
規模が拡張し、売上げ、利益ともに高めていった

次に、グローバル市場の中でもブラジルにおける韓
国企業の戦略について考察する。

（Park and Hong、2006）
。
このように、韓国のエレクトロニクス産業は1997
年の通貨危機以後、経済成長の原動力の役目を果たし

ブラジルにおける韓国企業

ている。また、ITシステムにより生産性が増加した
ことで、生産要素（材料／部品）の拡大や生産効率性

（1）韓国企業のブラジル進出状況

の向上が起こり、経済成長に大きく貢献している。た

韓国企業のブラジル進出状況をみると、大企業中心

とえば、韓国の製造業全体に占めるエレクトロニクス

の進出となっている。1995年ごろから韓国企業のブ

産業の生産比率は90年時に11.9％だったが、IMF以降

ラジル市場への進出が始まり、表１に示すように、

の98年には15.3％と向上した。また、2000年は17.3％

2004年以降、ブラジル経済回復とともに新規投資の

となり１位となった（Joo他、2003）
。総輸出に占め

増加がみられ、さらにブラジル周辺国への進出も拡大

るエレクトロニクス産業の比率は90年が26.5％だった

している。

が、95年は34.9％となり大幅に拡大した。その後、
徐々に縮小し、IMF以降の98年は29.2％となった。し
かし、事業縮小後、急速に回復して99年以降は、輸出
全体の増加によりエレクトロニクス産業の輸出増加分
が占める比率も３分の２を上回っている（Kim and
Jung、2005）
。

表１

韓国政府とメルコスール（MERCOSUR）とのFTA
の締結準備状況

進出時期区分

機器、DVDプレイヤー、デジタルTVなど、高機能な
付加価値製品で、急速に産業構造を変化させている

２段階
ブラジルを拠点とする中南米進
（2004 年〜現在） 出の拡大：中南米の周辺国家へ
の輸出比重を 30％以上に拡大、
ブラジルの FTA 推進の拡大およ
び南米経済の回復
ブラジル経済回復による新規投
資の急増：CJ、DONGUK 鉄鋼、
POSCO など投資規模の大型化、
進出品目の多様化の傾向

（Suh他、2004;Park and Hong、2006）
。
エレクトロニクス産業が韓国経済全体および世界市
場で占める割合は相当な数値となっている。たとえば、
DRAM、TFT-LCD（サムスン）
、PDP（LG）
、ブラ

考

現地完成品企業に対する安定的 1996年〜
部品供給網の確保
現在まで

産業は、カラーTV、VTR、モニター、CDプレイヤ
た。その後、メモリー半導体、TFT-LCD、携帯電話

備

１段階
巨大な内需市場攻略のための組
（1996 〜 2003 年） 立生産の基盤構築：中核部品輸
入による組立生産の基地化

韓国においては90年代中盤までエレクトロニクス
ーなど低機能な家電製品中心の産業構造となってい

進出内容

出所：筆者作成
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図３

ブラジルに進出した韓国企業

出所：筆者作成

図３は、すでに進出している韓国大企業の状況を示

れてしまい、韓国企業としても苦しい時期が続いた。

している。これまではサムスン、LGなどのエレクト

サムスンはこの時期ブラジルにおいて、PCを除いた

ロニクス系の企業の進出が先行し、最近では鉄鋼など

すべての事業から撤退した。しかし、このIMFの危

のインフラ系や、現代自動車の工場の建設も始まって

機を逃れた2000年前後に韓国企業は再び一気に投資

いる。韓国企業のブラジル進出理由は、マーケットの

を行った。たとえば、サムスンはブラウン管工場をこ

大きさと、高い関税を避けるための現地生産が主たる

の時期に設立した。当時サムスンはマレーシアや中国

要因となっている。特に、初期進出地域であるマナウ

にもブラウン管工場を設立しており、その流れの中で

スでは、税金優遇が大きい誘因であったといえるだろ

ブラジルにもブラウン管工場が設立されることになっ

う。たとえばマナウス地域では、
「法人税」
「工業製品

た。この工場はマナウスにあるテレビメーカーにブラ

税」
「輸入税」
「商品流通サービス税」
「PIS/COFINS」

ウン管を供給することで、マナウスの成長を支えた。

「市サービス税」で優遇を受けられた

注３

（大木他、

2010）
。

一方、LGも、1999年にDVDの生産を開始し、2001
年にはマナウスに第２工場を稼働するなど、積極的な
拡大戦略をとっている。

注３：マナウスにおける税制恩典に関しては、JETROホームページの「マ
ナウス・フリーゾーンの税制恩典」の項を参考（http://www.
jetro.go.jp/world/cs̲america/br/invest̲03/）
。なお、優遇内容
は企業ごとに異なる。たとえば、投資決定のタイミングが早い企業
はそうでない企業よりもより優遇されるという。

さらに、韓国企業は2000年代に入り、ブラジル最
大市場であるサンパウロ（Sao Paulo）をターゲット
にして、サンパウロ周辺都市に情報通信機器関連工場
を設立するようになる。たとえば、サムスンはサンパ
ウロから２時間程度離れているカンピナス工場を設立

（2）ブラジルにおける韓国企業の現地化戦略

し、携帯製品などの情報通信機器を中心に生産してい

韓国エレクトロニクス企業が最初にマナウス地域に

る。LGもブラジル最大都市であるサンパウロから

進出したのは1995年ごろだった。まず、韓国企業は

130km離れたタウバテ（Taubate）という産業都市

日本企業と同じく、税制の優遇のために、マナウス地

に工場を設立し、各種モニター、携帯電話を生産して

域に進出した。たとえば、LGは95年にマナウスに進

いる。

出し、テレビ、VTR、電子レンジ等の製造を開始し

この時期は日本のエレクトロニクス企業の業績が悪く、

た。サムスンもほぼ同じ時期に同地域に進出した。当

注４
。こ
資金面に余裕がない時期であった（大木他、2010）

時の韓国企業は海外戦略の強化を目指し、欧米以外の

のように日本企業が伸び悩んだ時期に、韓国企業は一

地域に進出しようとしていた。ちょうどインドに進出

気にマナウスおよびサンパウロ周辺地域に新規投資を

したのも、同じ時期であった。

行い、市場優位性を確保した。特に、市場の変化に敏

しかし、進出後すぐに韓国はIMFの管理下におか
28
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の急成長の大きな要因のひとつであると考えられる。

に欧米企業と日系企業をベンチマーキングして成長し

たとえば、液晶テレビが2006年ごろから拡大し、現在

た韓国企業として、欧米企業の商品企画とデザインに

は市場の半分程度を占めるに至っているが、この時期

基づく商品戦略を導入し、製造戦略においては日本的

にサムスンとLGはしっかりとした投資を行ったこと

生産システムを熱心に導入した結果、本国のマザー工

で、現在はLGとサムスンで合計60％強のシェアをと

場の生産能力が高まり、それをベースにして、グロー

るに至っている。テレビ市場全体でみても、サムスン

バルなものづくりを展開している。そのため、欧米と

とLGがともにシェア30％程度でシェア１位、２位を

日本企業の長所を選別し、どちらにも傾斜しない韓国

争っている。ブラウン管テレビ時代は、センプ東芝等

企業独自のグローバルなものづくり戦略を構築するこ

の日系企業は大きなシェアをもっていたが、液晶テレ

とに成功したといえるだろう。

ビへの転換においては韓国企業の後塵を拝している。

一方、同じ韓国企業であっても、サムスンとLGの

さらに、2000年代に携帯ブームが南米に起きたと

間にはいくつかの相違点がみられる。第一に、人事管

き、韓国企業はこの新分野の勃興にうまく乗っかり、

理の面で異なる点がみられる。サムスンの場合、サム

そのプレゼンスを高めていった。たとえば、携帯電話

スンの本社人材を徹底的に活用する地域専門家制度を

の場合、韓国２社のポジションは非常に高く、ノキア

構築している。現地経営を行うためにコミュニケーシ

とシェアを激しく競い合っている。後述するように、

ョンの制約があるところでは、現地に定着している韓

LGとサムスンが２位、３位を争ったが、2010年には

国人二世を活用している。一方、LGの場合、徹底的

サムスンが一気にノキアとLGを逆転して、１位に上

に現地人材を活用する戦略である。インドや東欧など

りつめたのである。生産では、マナウスでも進出初期

でも共通にとられる方策であるが、メンタルオーナー

に携帯電話が製造されていた時期があったが、現在は

シップ（Mental Ownership）に基づき、現地人材を

サンパウロ周辺で製造している。このように、マナウ

育て、彼らを将来の現地企業のリーダーとしていく方

ス以外にもサンパウロ周辺（カンピナスとタウバテ）

向が強い。

に工場をもち、これを活用しているのも韓国企業の特
徴である。

第二に、生産ラインの面でも若干異なる特徴がみら
れる。サムスンの場合、全世界でセルラインを生産ラ

現在、韓国企業は携帯電話だけでなく、PCモニタ

インのベースにしている。TVラインにおいてもセル

ー等の一部の製品も、サンパウロ周辺工場で製造する

ラインをベースにしてモノづくりを行っている。セル

ようになった。これは、税制等の優遇条件が変わった

ラインの成功要因は多能工育成が重要なポイントであ

ためであると思われるが、工場を２つもっていること

る。たとえば、韓国本社の携帯工場では、入社６〜８

で、優遇条件の変更に合わせてブラジルの中で製造場

年を超えたワーカーをベースにした１人セルのほうが

所の選択ができるという柔軟性も、韓国企業の強みで

高い生産性をあげており、こうしたシステムをグロー

あろう。次に、韓国のエレクトロニクス企業の代表で

バルで展開している。しかし、ブラジルではマーケッ

あるサムスンとLGの戦略を比較する。

トの成長が急速であり、それに対応するために採用も
急速に伸びており、１人セルを運営するほどの熟練工

注４：ブラジルのマナウス地域における日本企業のものづくりの現状は下
記の論文を参考していただきたい。（大木清弘・新宅純二郎・朴英
元・天野倫文（2010）「ブラジルアマゾンのものづくり：工業都市
マナウスの歴史と日本企業の課題」
『赤門マネジメント・レビュー』
第９巻11号、pp.825-848.）

は道半ばであり、その対策として多人数で運営される
変形セルを稼働させている。
一方、LGのTVラインは、コンベアラインをベース
にしている。ブラジル市場ではLG電子のLCD TVシ
ェアが最近少し落ちたが、これは需要に対する供給が

（3）サムスン電子とLG電子の比較

間に合わずシェアが落ちたというのがLG電子の説明

ここでは、サムスンとLGの現地化戦略の共通点と

である。ブラジルLGのLCD TV１台の生産タクトタ

相違点について比較する。まず、両社の共通点として、

イムは平均６秒（32インチ基準）であり、急速な成長

①本国のものづくりの早い展開、②現地の顧客ニーズ

市場に対応するための生産システムとしてはこうした

に合う製品提供、③多様なマーケティング戦略（スポ

コンベアラインが適切かもしれない。実際に、こうし

ーツマーケティング）をあげることができる。基本的

た スピード生産 体制のおかげでLG電子はブラジ
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ル市場でLCD TV（シェア30％）１位、PDP TV

ントロール不可能なところもあるため、避けられない

（59％）１位、オーディオ（31％）１位など主要製品

要因であるかもしれない。こうした投資タイミングや

シェアの１位を固守している。

新興国の情勢、経済政策などによって影響される要因

第三に、製品戦略の違いである。サムスンは、過去

も無視できないが、いかに新興国市場の成長と合わせ

一度撤退したことがあり、最近では大規模のリソース

たリソースの投入を行うかがグローバル戦略において

投入によるプレミアム戦略に出ている。たとえば、

は非常に重要なポイントとなるだろう。

TV製品においては、LED TV、3D TVなどを投入し

韓国グローバル企業は、そういった意味でグローバ

て、ハイエンド市場ではLGを上回っているといわれ

ル環境の変化に素早く反応できる組織づくりと意思決

ている。また、携帯製品においても、タッチフォン、

定構造が大きなメリットとして作用している。さらに、

最新のスマートフォンを投入することで、2010年ブ

韓国経済を引っ張ってきた韓国企業の経営リーダーシ

ラジル市場で１位となった。対してLGは、1990年代

ップと、そのための経済環境をつくる政府のリーダー

後半の韓国通貨危機のときも撤退せず、ブラジル地域

シップは同じ方向性で、一貫性をもって走ってきたと

に密着した戦略を徹している。そのため、リソースの

いえるだろう。

面ではサムスンに劣るところがあるが、現地密着経営
においてはLGのイメージが強いのも否めない事実で

【参考文献】
◎Joo, D. Y, Suh, D. H, and Cho, H. S.（2003）
「電子産業

あろう。

の世界占有率変化と韓国の選択」Korea Institute for
Industrial Economics and Trade（韓国語）
.

まとめ

◎Kim, J. W. and Jung, H. J.（2005） Current IT Industry Polarization and Its Prospects,

以上、韓国エレクトロニクス産業のサムスンとLG

KISDI Issue

Report, Dec 5th.
◎Nouriel Roubini ＆ Stephen Mihm（2011）
, Crisis Eco-

を中心に、その成長プロセスと、ブラジルにおける現

nomics: A Crash Course in the Future of Finance,

地化戦略を分析してきた。韓国企業は、大規模投資と

Penguin.

オーナー経営者の素早い意思決定およびITシステム

◎Park, Y. W. and Hong, P.（2006） Korean IT Industry

を活用する能力によって急速に成長した。同じくグロ

and Platform Leadership: A Comparative Study with

ーバル戦略を展開する日本企業が国内市場と欧米市場

Japanese Experiences, Asia Academy of Manage-

に執着していた1990年代半ば、インドやブラジルな

ment Fifth Conference in Waseda University（Decem-

どの新興国市場に焦点を合わせて、本国のリソースを

ber）
.

急速に展開したことがわかる。
日本企業の場合は、インドでの不安定な情勢、ブラ
ジル政府の政策の変化に惑わされて疲れ果てた何十年
という歴史もあり、韓国企業が展開した時期には、新
興国市場に対する確信がなかったと思われる（大木他、

◎Suh, D. H., Lee K. S., and Kim, J. K.（2004）
「韓国電子
産業のグローバル化影響分析と対応戦略」Korea Institute for Industrial Economics and Trade（韓国語）
.
◎小林英夫（2010）
『トヨタVS現代：トヨタがGMになる
前に』ユナイテッド・ブックス
◎大木清弘・新宅純二郎・朴英元・天野倫文（2010）
「ブ

2010）
。特に、ブラジルでは70年代以降のさまざまな

ラジルアマゾンのものづくり：工業都市マナウスの歴史

政策の変化を受け、ビジネスモデルを変更せざるを得

と日本企業の課題」
『赤門マネジメント・レビュー』第９

なかった。このような変化への嫌気もあって、日系企

巻11号、pp.825-848.

業はブラジルという国へのコミットが薄れてしまった
のかもしれない。さらに、ちょうど2000年代、まさ
にインドとブラジルが伸びようとするとき、日本企業
のインドとブラジルへの投資は、本国側の資源不足に
よって引けてしまった。一方、韓国企業は、IMFか
ら回復するや否や、インドやブラジルに対して果敢に
投資するという戦略をとった。本国の資源不足は、コ
30

2011.5

※筆者略歴：東京大学学術博士、東京大学大学院経済学研究
科ものづくり経営研究センター特任准教授、早稲田大学高
等研究所准教授、日本学術振興会外国人特別研究員、早稲
田大学高等研究所助教を経て現職。主要著書に『コアコン
ピタンスとIT戦略』
（早稲田大学、2009年）。

