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Ⅰ　はじめに

　1　　問題意識と課題

　今日の産業社会では，有用な知識やテクノロジーは，世界の多くの所に次第に拡散していき，

優れた数多くのアイデアが社外にも存在する。このような状況のなかで，企業は新しい価値の創

出のために，社外に存在する多くのアイデアやテクノロジーを活用して価値を創出する必要があ

り，ビジネスモデルのオープン化が必要になる。三星グループの電子産業への参入は，1969年の
日本の三洋電機との合弁会社を設立して始まった。先発走者らより20年余り遅れて，電子産業
に関する知識が全くない中で参加するようになった三星電子が，初期に展開した戦略的特徴は，

先進企業との戦略的提携を通じて，様々な技術と生産経営のノウハウを習得し，製品の質を向上

させて持続的な成長の基盤を固めた。90年代以降，半導体を中心に，蓄積された生産技術の関連
コア技術の持続的な技術革新を推進していくために，海外の様々な企業とのグローバルな戦略的

締結を通じて海外に散らばっている優秀な技術，ノウハウを活用するグローバル・オープン・ビ

ジネスモデルを積極的に展開してきた。現在，三星電子は，世界各地に56生産法人・130販売法
人を展開する多国籍企業で，2008年は21の製品分野で世界シェア　1　位であり，60以上の製品で，
世界的なマーケットの提供者として2010年に売上高136兆ウオン（1175.92億ドル）を記録，わ
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ずか40年の間にヒューレット・パッカード，シーメンス，パナソニック，ソニーなどの世界的
な先進企業を追い越して，世界の電子業界　1　位へと驚異的な成長を成し遂げた。インターブラン
ドとビジネスウィークが共同発表した世界100大ブランド価値の評価では，2010年三星電子のブ
ランド価値は“149.9”億ドルで，ソニーを抜いて19位に躍進し驚異的な成長率を見せている。
三星電子のブランド価値は，2010年　4　月現在，26兆ウォンで，世界の電子情報技術の分野で超一
流企業に浮上した（図表　1　参照）。
　本稿では，このようにエレクトロニクス産業に後発走者として参加し，世界のエレクトロニク

ス産業界で世界的な企業に成長した三星電子が展開したビジネスモデルの特徴を，前・後半期に

分けて考察した。

　前半期は，創業者先代李秉喆会長が，エレクトロニクス業界の技術的背景が全くない中で電子

産業に進出し，成長の神話を残した戦略的な特徴を中心に考察した（三星電子の成長と戦略的提

携）。

　後半期では，創業　2　世代として，三星の全権を委譲された李健煕会長がグローバル経営を掲げ
て就任した後，三星電子が世界の先進企業との競争で勝ち取るために展開した様々な戦略的特徴

を，ゲイリー・ハメルとヘンリー・チェスブロウ（2006）のビジネスモデルの理論を基にして再
究明を試みたケーススタディである。

　2　　先行研究のレビュー （分析の枠組み）

　企業はそれを取り巻く他の企業，機関と相互作用なしには生存し成長することができない。企

業が新たな成長をはかるために資源や能力を獲得しようとする場合，大きく分けて　2　つの手段が
ある。一つは「内部開発」，もう一つは「外部からの獲得」である。そのうち「外部からの獲得」

には「M&A」「提携」「市場での取引」の　3　つの選択枝がある。資源・能力獲得手段の　1　つである
提携に関して，1980年代以後，グローバリゼーションや技術革新の急速な展開といった環境のド
ラスティックな変化にともない，次のような特徴がみられるようになった。

　　1　　グローバル化（国際間の提携），　2　　水平化（ライバル企業間の提携），　3　　クロス・イン
ダストリー化（産業横断的提携）である。しかも，このような新しい提携を企業がうまく活用で

きないと競争に生き残ることが難しくなっている。このようにして，提携は，企業戦略の中でそ

の重要性を格段に増し，単なる提携ではなく，戦略的提携と呼ぶようになってきたのである。

ポーターとフラーによれば，提携によって得られるメリットとして次の　4　つを挙げている。①
「規模の経済」および「学習効果」，②他社が持つ有用な経営資源や能力へのアクセス，③リスク

の分散，④自社に有利な競争環境の形成 1である。

 

2010200920082007200620052004200320022001区分

194.9175.2176.5168.5161.7149.5125.5108.583.163.7ドル

19位19位21位21位20位20位21位25位34位42位順位

（図表　1　）三星電子のブランド価値 （US$　億）

『三星電子40年　挑戦と創造の歴史』（韓国語版）p.618

1 高橋信夫編　『超企業・組織論』有斐閣，2000，桑嶋健一「第　8　章　戦略的提携」pp.87-89．
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　1　）ヘンリー・チェスブロウのオープン・ビジネスモデル

　ビジネスモデルとは，アイデアやテクノロジーを経済的な結果に結びつけるための一連の活動

の枠組みである。すなわちビジネスモデルは，新製品や新サービスを生み出すための，原料から

最終消費者に至る一連の活動を通じて価値を創出する仕組みである。これらの一連の活動のなか

で独自の資源・資産・地位を獲得することで，企業は競争優位性を有する領域において価値創出

を通して収益を得ることができる。今日の産業社会では，有用な知識やテクノロジーは，世界の

多くの所に次第に拡散していき，規模を問わず多くの企業に分散している。最も優秀な企業に

とっても無視することのできない優れた数多くのアイデアが社外にも存在する。このような状況

のなかで企業は新しい価値の創出のために，イノベーション活動の分割という考えに基づき，社

外に存在するはるかに多くのアイデアやテクノロジーを活用して価値を創出するため，「ビジネ

スモデルのオープン化」が必要になる。ビジネスモデルのオープン化により，企業は自身の所有

するものだけではなく，他社のビジネスの主要な資産，資源・地位，アイデアやテクノロジーを

活用することができるようになる。このような状況の中，企業側はイノベーション・プロセスの

オープン化を余儀なくされる。その要因の　1　つは，テクノロジー開発のコストの上昇であり，も
うひとつの要因は，製品寿命の短縮が挙げられる。ビジネスモデルのオープン化には，アイデア

やイノベーションの仲介市場が必要であり，知的財産を効果的に管理するため組織の変革を行わ

なければならない 2。

　イノベーションのコストは，上昇する研究開発コストと製品のライフサイクルの短縮という要

因により圧力を受けている（図表　2　）。オープン・ビジネスモデルはこの両方の要因に対応してい
る。社外の研究開発資源を活用し，イノベーション・プロセスにおける時間と経費を削減するこ

とで，コスト側の問題に対応する（図表　3　）。その一方で，自社の研究開発プロセスにおける社外
テクノロジーの活用を進めることで，イノベーションに必要なコストが大幅に削減される。もち

ろん，コストだけではなく開発の期問も短縮される「オープン・ビジネスモデル」により製品ラ

2 Henry Chesbrough〔2006〕Open Business, Harvard Business School Press．諏訪暁彦，栗原潔　訳〔2006〕『オープ
ン・ビジネスモデル』翔泳社　pp.13-14

（図表　2　）イノベーションに対する経済的圧力

出所）ヘンリー・チェスブロウ『オープン・ビジネスモデル』〔2006〕p.16
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イフサイクルが短縮化した世界においてもイノベーションは経済的に魅力ある存在である。

　2　）ドズ＝ハメルの価値創造のロジック3

　ドズ＝ハメルは，競争関係にある企業との競争的な協力が，戦略的提携の特徴であると指摘し

た。日本や韓国などアジアの企業が60年代，70年代に西欧企業から学んで成長したように，西
欧企業も戦略的提携を通じて，競争企業からさまざまなスキルを学習する必要があることを指摘

している。

　グローバル競争時代に企業が生存，成長し競争優位を確保するため，企業はさまざまな提携を

通じて価値の創造を追求するが，価値創造のロジックには①Co-option，②Cospecialization，③
learningなど　3　つの活動を挙げている（図表　4　参照）。
　まずCo-optionとは，競合企業もしくは潜在的競合企業を，補完的な製品やサービスのプロバ
イダーパートナーにすることである。企業が世界へ向けて競争する場合，新しいライバル企業が

出現する。このライバル企業に対して競争を有利に展開するためには，提携を通じて「クリティ

カル・マス（critical mass＋最小必要量）を構築し，グローバルなプレゼンスを高めることが必要
である。

　その典型事例が，規制緩和によりグローバルな競争が激化している航空産業や通信産業である。

　たとえば，BAは，ユナイテッド航空やアメリカン航空に牛耳られている米国や南米市場に参
入する際，ライバル企業であるアメリカン航空と提携することで，同市場の多くの顧客を囲い込

むことができた。また通信分野では，ライバル同士であるドイツ・テレコムとフランス・テレコ

ムが提携することにより，BTやAT&Tといったメガキャリアを押さえて，欧州大陸の顧客を囲
い込み，競争能力とバーゲニング・パワーを改善することができた。

　　2　つ目のCospecializationとは，別々の経営資源やポジション，スキル，そして知識を結合させ
た結果，生じる相乗的な価値創造のことである。世界へ向けて競争する企業は，しばしば，マー

（図表　3　）オープン・イノベーションの新しいビジネスモデル

出所）ヘンリー・チェスブロウ『オープン・ビジネスモデル』〔2006〕p.21

3 Doz,Y.L., Hamel,G., Alliance Advantage, Harvard Business School Press, 1998 pp.4-5
 徳田昭雄『グローバル企業の戦略的提携』ミレルブァ書房，2003，pp.85-89参照



 三星電子のグローバル・オープン・ビジネスモデル 155

ケット・アクセスを得るため現地パートナーや，自社のスキルを補完するためのグローバル・

パートナーを必要とするが，これらパートナーと提携することで「新しい市場でインサイダーに

なる」ことができる。特に現地企業との提携は，中国市場における自動車産業のように，市場へ

の単独の参入が政府により規制されている場合に不可欠である。他方，衛星放送システムなど，

複合的な技術や製品の組み合わせを要する新しい事業機会の創造に必要な経営資源を全て取り揃

えている企業など存在しないため，企業は自社の資源と他社の資源を組み合わせていかなければ

ならない。こうした新しい事業の創出で競争する企業は，提携を使って自社資源と他社資源を結

合させることで「新製品やサービスで新しい事業機会を創出する」ことができる。

　　3　つ目のLearing活動，学習とは，企業がグローバル市場で競争するようになると，それまで
ある程度地理的に隔離され生じていたスキルの格差を，企業は提携を使って他社のスキルを学習

することで，「スキルのギャップを埋める」ことができる。たとえば，1980年代初頭，アメリカ
の自動車メーカーは，設計，製造，品質管理，マネジメントの各スキルで日本のメーカーとギャッ

プがあったが，その格差を埋めることができずにいたならば，自動車市場からの退場を余儀なく

されていたはずである。フォードがマツダと，GMがトヨタと，そしてクライスラーが三菱自工
と提携して，日本企業から各種スキルを学習して復活した。

Ⅱ　三星電子の後半期の成長軌道とグローバル・オープン・ビジネスモデル

　1　　ブランドの輸出と生産拠点のグローバル化

　三星電子をはじめとする関係子会社は，先進国企業との積極的な戦略的提携を通じてコアコン

ピタンスや技術を構築して新製品の開発を実現してきた。製品市場を世界的に広げるために三星

電子が海外直接投資を始めたのはポルトガルだったが，本格的にグローバル化を検討し始めたの

は，1988年に李健煕氏が会長に就任してからである。その当時，東西ドイツの統一と東欧の市場
開放が迫り，また，92年はEC統合と域外国の欧州市場への参入が開始され，米国政府の通商圧
力が強化された時期だった。一方，韓国国内では87年の“民主化宣言”により，労使の対立が，
全国的に広まって，激しい労使紛争を経験したことのない三星電子は大きな打撃を受けた。1989
年　3　月，三星は，“EC統合への対応方針”を発表し，これが三星グループの国際化戦略の根幹と
なった。この“方針”では，EC統合など先進国の貿易障壁に対応するため，海外直接投資と現

（図表　4　）提携を通じた価値創造のロジック

Doz,Y.L., Hamal,G., p.39，徳田昭雄『上掲書』p.88
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地の購買を拡大し，技術協力の強化，グローバル生産拠点から競争力のある製品を現地生産する

ことなどが緊急の課題として提起された。

　その基本は，特定の地域の景気変動や事業環境の変化に左右されない世界的な経営システムを

構築することだった 4。これを後押しするためグローバル人材育成を目的とした海外地域専門家

制度が1990年に実施された。92年には，品質中心の経営を宣言，94年には海外地域本部制を実
施するようになった。海外生産拠点の拡充には，良質の低賃金生産基地の確保や，先進国の反ダ

ンピング規制の貿易障壁を克服するという目的があった。三星電子も低賃金生産基地にタイ，イ

ンドネシア，東南アジアを選択し，貿易障壁を克服するため，ポルトガル，メキシコなど，ヨー

ロッパとアメリカ地域での生産設備の投資を行った。

　しかし，1990年代半ば以降，グローバル時代の激しい競争体制に突入し，従来の低賃金解消や
貿易障壁を克服するという課題から進出地域の市場の潜在力を育てることが重要な課題として浮

上した。このため，三星電子は欧州市場を攻略するための橋頭堡であったハンガリーのグローバ

ル生産拠点を中国に変更して，ロシアなどのブリックス（BRICs）の国々をターゲットにし，海
外生産設備への投資を集中させた。2000年代半ば以降，三星電子の海外売上比率は，85％以上と
いう飛躍的な成長をし，利益も88％に達した。このように高い海外売上高と利益創出を持続的に
維持発展させ，海外法人の力量を高めるために，グローバルSCM体制を早期に定着させた。こ
れにより販売法人の需要予測精度はさらに向上した。半導体部門の場合，米国テキサス州オース

ティンの工場を増設し，2007年末から量産に突入した。また，総10万坪規模のモジュール工場
の敷地に2008年までに1476億ウォンを投資し，LCDモジュールラインの　2　つを稼働している。
　2000年代以降，グローバル市場での競争が日増しに激しくなり，海外拠点の確保を通じた生
産・消費・販売網の構築に全力を尽くした結果，2005年，三星電子の海外拠点は世界48カ国24
の生産と販売の複合企業，40の販売法人15の支店など，計79個である。そして北米，中南米，
欧州，中国，CIS，東南アジア，西南アジア，中東，アフリカなど　8　つの海外地域統括体制を整
えており，これらの担当者は各地域別に差別化された研究開発，マーケティングおよびサービス

業務を担当している。2010年に三星電子は，世界の超一流企業に飛躍し，さらに世界のエレクト
ロニクス業界のリーダーとなるために，海外の生産設備の拡充と効率化を積極的に推進してき

た 5（図表　5　参照）

　2　）三星電子のブランドイメージのグローバル化戦略 6

　1970年代のOEM生産に依存してきた三星電子は80年代に入ってカラーTVの自社設計（own-
design and manufacturing）による製造を実施したが，三星電子のブランドイメージを向上させるこ
とはできなかった。90年代に入り，三星電子は，世界の半導体メモリー市場で構築したイメージ
をもとに，これまで，三星電子の激安販売のイメージを払拭させ，高付加価値製品の生産，妥当

な価格での販売競争を推進するために，製品のデザインと品質の向上を目的とした積極的な投資

を行った。1992年　7　月，世界的な信用評価機関であるS&Pから，日本を除くアジアの民間企業
として初めて，海外の信用評価で　A 評価（A-）を獲得した。この格付けは，米国の大手企業であ
るGM，コダックなどと同ランクで，フィリップスよりワンランク高いものであった，このよう

4 曺斗燮・尹種彦（2005）『三星の技術能力構築戦略』有比閣，p.171参照
5 『三星電子40年　挑戦と創造の歴史』三星2010（韓国語版）p.372，386参照
6 『上揚書』　p.445-447
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な信用をもとに，三星はブランド価値の向上のための技術，品質，デザインなどで，競合他社と

確実に差別化された製品を提供する必要性を切実に感じるようになった。

(1)　デザイン経営を通じたブランド価値の創出 7

　1996年，三星電子は，デザインの革新の源年を宣言し，三星電子のデザイン研究院を設立した。
当研究院の役割は，デザインを体系的に発掘，育成し，デザインの革新のための具体的な戦略を

立てることだった。これを機に，三星電子のデザイン担当者は，1995年の130人から10年後の
2005年には513人で，海外のデザインセンターが　3　ヶ所から　6　ヶ所に増えた。このように取り入
れられた優秀なデザイン人材の努力で，1996年から2007年までIDEA，iF，GMark，reddot，DFA
（Design For Asia Award）などで合計297個のデザインに関する賞を受賞した。特に2005年と2006
年には，IDEAで　2　年連続で企業部門の　5　年間の受賞の数で単独　1　位になり，企業のブランドイ
メージの向上に寄与することになった。1997年，TV，PC，携帯電話，CD-ROMの製品部門で最
高デザイン賞を受賞した後，2001年までのIDEA最高賞の金賞を含め，計18個の賞を受賞した 8。

これらの三星電子のブランドイメージ向上の努力は，まずTVの分野から開拓されLCD TV，リ
アプロジェクションTV，PDP TVなどの次世代TVにおいて，高価格戦略を維持することができ
た（図表　6　参照）。
(2)　文化マーケティングを通じたプレミアムブランド戦略 9

　三星電子は，ブランドイメージを強化するための製品を文化と融合させるマーケティングを通

じて，劇的な効果を培うことができた，三星電子は2000年代半ばから，感性に訴える文化マー
ケーティングを展開した。2005年には国際連合教育／科学／文化機関であるユネスコが展開す
る，世界無形文化遺産の保護キャンペーンを主催して，消滅していく人類の遺産の原型を維持す

るためにデジタル化と広報活動プログラムを支援している。

　世界的メディアBBCと一緒に，世界無形文化財についてのドキュメンタリーを共同制作し，全
世界で計　6　回放映され，三星の社会文化貢献のイメージを全世界に知らせる機会になった。

（図表　5　）三星の海外生産および事業組織

出所：『三星電子40年　挑戦と創造の歴史』（韓国語版）p.625

総　計日　本中南米中央亜CIS西南亜東南亜中　国欧　州北　米法人区分

270201161133生 産

1000001000生 販

5105451810135販 売

15102220422研 究 所

6100010121デザイン

2000000011物 流

160210010030支 店

6020101020営 業 所

61333338141311他

1845141912824403923総　計

7 『上掲書』pp.441-445
8 www.choseun.com　2009.11.29.
9 中央日報（韓国）2008.10.30.
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　フランスでは2007年，フランスの飲食店ガイドブック・シャンペラと組み，料理が好きなフ
ランス人の心の琴線に触れるマーケティングを始めた。昨年，シャンペラとともに全国15の中
小都市を回る“三星－シャンペラ全国ツアー”を開催した。訪問先ごとに有名シェフと最高の飲

食店を選定し，授賞した。記念の夕食会には，開催地の取引先と地域の有志たちを招待した。賞

を受けた一流のシェフらは，三星の電気オーブンで料理の腕をふるった。

　2008年のパリのオートクチュールファッション週間にはファッションブランドポルカととも
にマーケティングを行った。三星電子はフランスの有名女優とモデル23人に三星製のビデオカ
メラを配り，自分を写してもらうように頼み，これを有名ブランドの店舗が並ぶサントノーレの

ポルカ売場で　1　日中三星モニターを通じて放送した。トップ俳優たちが三星製品を使うという点
と三星ブランドがフランスの有名ブランドとよく合うイメージを強調する戦略だった。年間600
万人が訪れるポンピドゥー・センター内にも，三星LCD PDPテレビが設置される。今年初めに
はエリーゼ宮にもゲストルームと大会議室などに三星テレビが設置されている。

　三星電子が行った現地密着型のフランス文化マーケティング戦略が結実しつつあるかのように

三星は，フランスのPDPとLCDテレビ，携帯電話など主要家電製品市場で　1　位を走る。三星が，
こだわりで有名なフランス市場で突風を起こしているのには，フランス国民の嗜好度調査を通じ

て，注目したのが料理とファッション，音楽，美術などだった。このときからいわゆる“文化マー

ケティング”を本格的に始め，顧客たちの好みの分野をマーケティングポイントとしたのである。

(3)　スポーツマーケティングを通じたプレミアム戦略 10

　三星電子は，1998年の長野冬季オリンピックからオリンピックのスポンサーとして参加以降，
2000年シドニーオリンピック，2002年ソルトレーク冬季オリンピック，2004年アテネオリン
ピックなどを後援しながらブランドマーケティングを戦略的に推進してきた。また，アジア競技

大会をはじめ，フットボール，ゴルフ，乗馬など各種世界大会にも公式スポンサーとして参加し，

ブランドイメージを強化するのに尽力した。グローバル時代になると，スポーツマーケティング

は，最も強力なブランドマーケティングの重要な手段として浮上したのである。

　特に，2004年アテネオリンピックで三星は世界的な聖火リレーに，スポンサーとして参加する
機会を使って，ヨーロッパ地域で三星のブランドイメージを向上させるきっかけとなった。アテ

ネ五輪では，五輪で初めて世界24カ国31都市を聖火リレーが巡回し，開催国のギリシャを始め
多くの国でスポーツマーケティングを展開するきっかけとなった。この時点で，国際オリンピッ

ク委員会（IOC）にスポンサー費用と各種マーケティング活動にかかった費用を合わせて，総額　
2　億ドルが投資されたが，三星電子の企業好感度が　5　－　6　％ポイント程度上昇する効果を得た。

10 『三星電子40年　挑戦と創造の歴史』（韓国語版）pp.453-459

（図表　6　）三星電子の主要デザイン賞受賞内訳

出所）『三星電子40年　挑戦と創造の歴史』（韓国語版）p.445

200820072006200520042003200220012000区　　分

313353533IDEA（米）
33262412845114iF（独）

2317158reddot（独）
222724201048124GMark（日）
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　通常，広告を通じて認知度を　1　％ポイント上げるには，少なくとも　1　億ドルの広告費が必要と
されるが，アテネでのオリンピックマーケティングを通じて，三星は，欧州だけでなく，世界中

でグローバル企業としてのイメージをアップする画期的な契機となった。

　2　　グローバル・オープン戦略

　未来先導型の最先端のコア技術の競争で，競争上の優位性を確保するため，企業のイノベー

ション競争戦略では，インテグレータ型とオーケストラ型が挙げられる。製品の開発から生産，

販売，サービスに至るまで，自己完結型のインテグレータ型の場合は，急速に変化する動態的な

環境の下で，最先端技術開発に伴う多大な研究開発投資を単独で賄わなければならないのでその

回収へのリスクも全部負わなければならない。

　2000年以降，三星電子の技術提携戦略は，これまで築いてきた成果を踏まえ，世界のどの企業
とも対等な関係での戦略的提携を通じて，グローバル・オープン・パートナーシップを構築，技

術の共同開発と生産，製品市場の拡大を続け，世界のエレクトロニクス産業のパイオニア的な役

割を担当しようとする熱意を次の事業理念に示している。「三星電子は，海外の多くの大手企業と

の戦略的な提携を結んでいます。開かれた経営と共生の企業風土をもとに，三星電子は，世界の

エレクトロニクス産業をリードしている企業と一緒に，人類に豊かさをもたらす製品作りの主役

になります。」また三星が，グローバル・オープン全社的戦略を展開していることは以降の（図

表　6　）で読むことができる。
　1　）グローバル企業との特許共有 11

　三星電子は，半導体生産技術を基に，十数年間蓄積してきた世界的に優秀な技術の特許経営を

本格的に開始した。2003年に米国特許登録　1　万件を突破し，続いて2004年に世界　6　位でその地
位が高まり，世界の先進企業と対等な立場でクロスライセンス契約を締結することになった。

　その代表的な例が日本のソニーとのクロスライセンス契約である。この数十年間，サムスン電

子とソニーは，多種多様な電子技術に関するR&Dの努力を傾けて，それぞれの特許技術を確保
していた。特に2000年代以降，デジタル化，ブロードバンド（Broadband）ネットワーク技術で，
両社はより一層優れた特許技術を保有していた。両社は，2003年12月にクロスライセンスのた
めの検討作業に入ったが，　1　年後の2004年12月15日，正式に契約を締結した。このクロスライ
センス契約の条件に含まれている特許は，基礎半導体技術と業界標準の技術であった。この時，

両社はそれぞれの会社の製品の独創性と市場における健全な競争を高めるために，いわゆる“差

別化技術特許”と“デザインに関する権利”は契約条件から除外した。

　続いて2006年に三星電子は，台湾の代表的なLCDメーカーのAUオプトロニクス（AUO）と
も，クロスライセンス契約を締結した。ライセンスの使用範囲はLCD関連技術をはじめ，次世
代ディスプレイとして脚光を浴びている有機発光ダイオード（OLED），LCDTV関連技術の特許
をすべて含む非常に包括的な契約だった。このようなクロスライセンス契約は，韓国と台湾の企

業の間では初のことであり，これは，LCDの分野で世界　1　位の三星電子と世界　3　位のAUOとの
間の技術協力が本格化するという点で，両社との競争関係にある両国のLCD業界を緊張させる
に十分であった。

　2007年　4　月にも三星電子は，世界のソフトウェア業界をリードするマイクロソフト（Microsoft，

11 『三星電子40年　挑戦と創造の歴史』（韓国語版）pp.404-406参照
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以下MS）と特許の相互使用を骨子とした広範なクロスライセンス契約を締結した。特に，この
契約によって，三星電子は，コンピュータ，セットトップボックス，DVDプレーヤー・本機・
TV・プリンター・生活家電製品など，従来の製品と将来の製品ファミリーに対するMSの特許技
術を利用できるようになった。そして，MSも三星電子のデジタルメディアやコンピュータ関連
の特許を広範囲に使うことがあり，これを契機に，両社は共に，“特許ポートフォリオ戦略”を駆

使して基礎を用意した。三星電子とMSは，それぞれ世界的にハードウェアとソフトウェアの分
野で先頭を走る企業であるという点で，特許の共同利用によるシナジー効果がそれだけ大きく

なった。

　これにより，三星電子は，MSの最先端のソフトウェアを搭載したコンピュータ・DVDプレー
ヤー・MPSプレーヤーなどを開発し，その過程で弱点として指摘されてきたソフトウェアとコン
テンツの競争力を高めることができた。このように三星は，製品技術開発のイノベーションだけ

でなく，マーケティング標準化戦略分野などソフトイノベーションに至るまで，世界の先進企業

からベンチャー企業に至るまで，グローバル・オープン戦略を通じて，相互ウィン－ウィン戦略

を推進してきたのである。

　2　）特許経営 12

　21世紀に入り先端技術は「特許戦争」を引き起こす重要な争点になった。したがって，企業は
特許問題において中長期的な対策が切に要請されるようになった。三星電子が，はじめて米国に

特許を登録したのは1984年であった。それから10年後，米国の特許登録累積件数は1000件を
こえるようになった。2003年には，　1　万件を記録して世界10位に入り2004年には　6　位に上っ
た。このように三星電子はデジタル時代の到来とともに，特許の重要性を悟り，技術開発を促進

し先進企業と競争をしながら，2005年には特許経営を宣言した。2006年には米国に2453件の特
許を登録して，IBMに続いて　2　位を記録した。
　2006年　5　月には“特許がなければ未来もない（No Patent No Future）”というタイトルのポス
ター　5　種を作成し，社内のあちこちに掲示している。
　これは，三星電子特有の“特許の文化”を作って別々に運営されてきた特許管理と特許訴訟の

専門組織を一つに統合した。特許関連業務を一元化することで，法務部所属の特許訴訟の専門人

材20人をCPO（Chief Patent Officer：最高特許責任者）が先頭に立っているIP（Intellectual Property：
知的財産）専門組織として統合化した。これに伴い，CPOは，特許戦略の策定と実行，特許専門
人材の育成，特許の管理などの経営全般にわたる体系的な業務を推進することになった。また，

事業部間の特許関連の意思決定をして，外部の状況に迅速に対応するため，三星電子の特許関連

部門のコントロールタワーの役割を引き受け，全社の特許部門の求心点としての役割をさらに強

化している。特許，標準化活動も大幅に強化し，MPEG（Moving Picture Expert Group：映像デー
タの圧縮方式の一つ）などで，毎年相当額のロイヤルティ収入を得ることになった。特許専門担

当組織の一元化は，2000年代半ばに入ると，徐々に加熱してきた特許紛争と標準的な競争に総合
的に対応するための措置とすることができた。このような措置で，これまで別々に訴訟を担当し

た法務グループと業務を明確にすることにより，競合他社の特許訴訟への対処能力も大幅に強化

された。

12 『三星電子40年　挑戦と創造の歴史』（韓国語版）pp.399-403
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　三星電子はこれまでの特許の経営に積極的に投資した結果，“特許経営”が可能になり，場合に

よっては，特許訴訟で勝訴し，正式にロイヤルティを受けたりもした。

　これらの特許訴訟は，台湾企業との間にたくさん起こった。2006年には台湾のノートPCメー
カー　1　位のクァンタ対象に，特許関連の訴訟が進行した。その後，クァンタ側からの申し出に
よって，判決直前に2000万ドルのロイヤルティを出すことになり，電撃的に合意した。そして，
2007年にも台湾のノートPCメーカーコムパルとの特許訴訟で和解を引き出して，十分なロイヤ
ルティを受けることになった。このほかにも，インベンテク・有馬・ツインヘッドなど台湾の主

要ノートPCメーカーが特許を盗用して，訴訟の間に特許ライセンス契約を結ぶ合意を受けて訴
訟を取り下げしたことがあった。

　3　　持続的成長と6つのイノベーション13

　三星電子の第一の企業理念は“人材第一”だった。創業時から，人材こそが，三星電子の経営

分　　　　　　　　野時　　期提　携　者

DVB-H標準ソリューションと端末機関連共同技術開発2007年　4　月Nokia
デジタルメディアやコンピュータ関連の特許を広範囲に使う2007年　4　月Microsoft
Linux Platform共同開発のための法人設立（三星電子，
Vodafone，DoCoMo，Motorola，NEC等）2007年　1　月Limo

LCD　8　世代（2,200＊2,500㎜）生産ライン共同投資2006年　7　月SONY（S-LCD）
極小型モバイルPC　UMPC共同開発2006年　3　月Intel&MS
ソリューション事業分野，次世代企業電算システム構築分野

協力
2005年　7　月Sun Microsystems

アクセスゲートウェイ　供給契約締結2005年　6　月Covad
ロウス社　1　千100ヶ売り場へ家電製品供給2005年　6　月Lowe’s
地上波DMB事業化協力2005年　2　月VDL
デジタルTV両方向サービスケーブル放送受信装置，Set-top 
Box共同開発2005年　1　月Charter

東日本地域CDMA2000 1xEV-DO網装備供給2005年　1　月KDDI
クロスライセンス2004年　7　月Sony
モバイルデスプレイデータ伝送（MDDI）技術協力2004年12月Qualcomm
光貯装機器製品開発およびマーケーティング2004年　4　月Toshiba（TSST）
LCD　7　世代（1,870＊2,200㎜）製品生産合併会社設立2004年　3　月Sony（S-LCD）
インクジェットプリンタ分野　技術協力2003年　9　月HP
三星電子－ネアップスタープレイヤー出資技術開発　マー

ケーティング
2003年　9　月Napster

DVDレコーダ技術標準化，共同生産，共同マーケーティン 
グ

2003年　1　月Matsushita

500ヶ所の流通網を通じて両ドア型冷蔵庫販売2002年　7　月Best Buy
デジタル家電製品共同開発2001年11月Microsoft

（図表　6　）2000年以降の戦略的提携*（グローバル・オープン技術提携）

出所）www.samseung.com抜粋修正掲載
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の根幹をなす最も重要な要素として位置づけられてきた。世界の有数な人的資源を結集し，最先

端の研究開発を主導している三星電子研究所は，国内　6　カ所の研究所をはじめ，アメリカなど世
界　9　カ国に18のグローバルR&Dネットワークを所有しており，将来のInnovative Technologyを
発掘育成する組織の中心的な能力を強化している（図表　7　参照）。

　このような人的資産は，研究開発への積極的な投資を通じて，革新的な製品開発を促進した。

2006年　9　月，米国ニューヨークで，李健煕会長が主宰した社長団会議ですべてを原点から見て新
しいものを見つける，いわゆる“創造経営”宣言から本格化した。創造経営の核心は，これから

の未来を担う革新的な製品を作るためであった。すなわち，市場が熱狂する革新的な製品を持続

的に世に出す創造力を備えた経営をいう。このような創造経営を実践するために，三星電子は

2007年　1　月に行われた全社経営戦略会議で，すべての事業部が2009年までに　1　つ以上の革新的
な製品を作って，新しい成長力で育てるという“　6　大革新案”を用意した。　6　大革新には，　1　）
製品革新；デジタル・コンバーション市場主導（革新製品創出，世界　1　位商品の拡大，ヒット商
品出資）　 　2　）技術革新；独自技術と核心部品で産業先導（戦略技術確保，標準化主導，R&D，
インフラ強化）　 　3　）マーケティング革新；マーケーティング能力強化，B2B市場の積極的攻
略，MDP拡散・定着　　4　）プロセス革新；プロセス能力強化，プロセス間連携強化，協力企業取
引先SCM拡大　　5　）グローバル運営革新；13戦略国家Top　3　進入－戦略国家　1　位，実行能力強
化，現地主導グローバル経営強化　　6　）人と組織文化革新；超一流デジタル企業文化－立派な仕
事場（GWP），役員専門家化などの経営活動のあらゆる分野での革新を意味する。　6　大革新案の
具体的な内容は，まず，世界市場の競争相手とは大きく差別化された革新的な製品を開発し，全

事業部が一緒に使うことができる技術と製品間の互換性を確保し，開発モデルの経営への寄与度

などを徹底的に評価するようにした。そして，“ボルドTV”の成功事例を全社的に拡散させ，需
要予測の正確度を高めるために，市場の状況を迅速に把握し，協力企業との販売取引先のシステ

ムも本社レベルに高めた。さらに，海外の法人ごとに携帯電話やTVに匹敵する新たな成長主導
の製品を発掘し，高収益を実現し，プレミアムブランドの定着，安定的な取引先確保のために最

善の努力に傾注した。

　これらの　6　大革新案の中でも最も重要なのは，革新的な製品開発に合わせられていた。三星電
子は，特に創造的思考による製品開発のために，“トリス（TRIZ）14”という発明の手法を活用
した。

　三星電子は，トリス技術を初めて導入したのは1995年であったが，しばらくは大きな進展を見
せなかった。そうするうちに2005年に李健煕会長の“創造経営”宣言後，トレス講座が活性化さ
れ，2007年には　l　万人近い社員が受講をしている。一方，将来的には，製品の質を向上させる技

13 『三星電子40年　挑戦と創造の歴史』pp.404-405

（図表　7　）全体人員　と　R&D人員

出所）『三星電子40年　挑戦と創造の歴史』（韓国語版）p.619

200820072006200520042003200220012000年　　度

421033905436173324352770323246190611706914700R&D人員
16170014428613811312800111410496002844407478773160全体人員
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術も重要だが，デザインが何よりも優先されなければならないという判断の下，三星電子は，

2006年　5　月に金型技術センターをオープンした。金型技術センターは，家電製品の外形枠を作る
金型の開発者たちにとって，デザイン開発力と技術競争力を一段階引き上げることを可能にする

ためのR&D研究施設である。サムスン電子は，協力企業の　1　つであるエイテクソリューション
を社内のこのセンターに設置したが，この時，従来の製品よりも精度と加工速度が格段に向上し

た“　5　軸CNC”を　2　台導入し，高い精度が要求される金型の加工で，技術の優位性を強化するこ
とができるようにした。

　これに伴い，金型技術センターでは，三星電子の研究者と協力企業の研究員たちが一緒に技術

開発を行う“技術共生”の精神を土台にした金型の研究開発を集中的に実行している，つまり，

金型技術の開発と標準化，金型納期の短縮，品質の革新などを推進し，併せて新技術の開発にも

拍車をかけることになったのである。

Ⅲ　結論

　今日の産業社会では，有用な知識やテクノロジーは，世界の多くの所に次第に拡散していき，

規模を問わず多くの企業に分散している。このような状況のなかで，企業は新しい価値の創出の

ために，社外に存在するはるかに多くのアイデアやテクノロジーを活用して価値を創出する。す

なわち，企業は自身の所有するものだけではなく，他社のビジネスの主要な資産，資源・地位，

アイデアやテクノロジーを活用することができるようになるのである。

　三星電子は後発走者として電子産業へ参加した。三星は，激しいグローバル競争が繰り返され

る中で生存と持続的成長を果たすため，グローバルな戦略的提携を通じて外部からの革新的な技

術習得と内部の改革を実行してきた。三星のビジネスモデルの特徴は次のようにまとめられる。

　1　　Cospecialization；新市場の開拓のためのグローバリゼーション

　三星電子が世界的なオープン化の第一段階として，海外生産を本格化したのは，1990年代から
であった。80年代初めにポルトガルを皮切りに，メキシコ（88年），タイ（89年）に工場進出を
加速化しながら，部品メーカーの進出がなされた。これは，ヨーロッパをはじめとするアメリカ

などの先進諸国が，韓国の生産するカラーTVの輸入規制を強化したので，規制を回避し迂回輸
出の戦略であった。企業は，しばしば，マーケット・アクセスを得るため，現地パートナーや自

社のスキルを補完するためのグローバル・パートナーを必要とするが，これらパートナーと提携

することで「新しい市場でインサイダーになる」ことができる。他社のビジネスの主要な資産，

資源，アイデアやテクノロジーを活用することもできる。

　韓国の生産するカラーTVなど電子製品の輸入規制を回避するために，サムスン電子は，海外
企業との戦略的提携を通じ，生産，販売のグローバル化を推進するようになった。その後，サム

スン電子系列のサムスン電管，三星コーニング，三星電機の海外生産も先発走者三星電子に続い

て行われた。これら　3　社は，サムスングループのグローバル化戦略（89年）の策定を契機に現地
生産を本格化し始めた。

　2　　Co-option；「クリティカル・マス構築のグロバリゼーション」

　企業が世界へ向けて競争する場合，新しいライバル企業が出現する。このライバル企業に対し

て競争を有利に展開するためには，提携を通じて「クリティカル・マス（critical mass）＋最小必
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要量」を構築し，グローバルなプレゼンスを高めることが必要である。

　サムスンは，技術投資を通じ，革新的な製品を開発し，2005年当時の企業の売上高を2010年
までに　2　倍に成長させ，IBM，HP，MSのように世界をリードする技術企業として生まれかわる
ということを究極の目標にした。このため，サムスン電子の生産基地の本拠地である京畿道水原

事業場に研究開発の集積化を推進，2001年の情報通信研究所，2005年にデジタル研究所を開館し
た。単一の研究所としては東洋最大規模の研究所で，所属する研究者4100人余り，米国，英国，
日本，ロシア，中国，インドなどから来た外国人も150人にもなった。世界的な特許技術の産室
として位置づけられた三星電子の研究人材は，2006年には，計42個の研究所に36,173人に達し
ており，研究開発中心型企業へと変化した。

　このように，電子産業界の先進企業として技術革新をリードしていくための独自の研究開発に

集中拡大投資を行った。さらに，新しい価値の創出のために，三星は社外に存在する多くのアイ

デアやテクノロジーを活用して，ソニー，MSなどの先進技術企業との協力による新製品開発の
活性化を図り，市場開拓を拡大させ，クリティカル・マス（「目標達成の為の最低所要経路」）を

高めて，グローバルなプレゼンスを高めるウィン－ウィン戦略を同時に追求していることがわか

る。

　3　　Learning；『スキル・ギャップの解消，新しいコンピタンスの構築』

　企業がグローバル市場で競争するようになると，それまである程度地理的に隔離され生じてい

たスキルの格差を，企業は提携を使って他社のスキルを学習することで，「スキルのギャップを埋

める」ことができる。三星電子は，創業初期のエレクトロニクス産業に進出する際，この分野の

技術が全くない状態から，三洋との戦略的提携の締結を通じ，生産技術の習得，QCサークルな
ど生産現場の高品質生産のノウハウを学習するきっかけとした。三星電子が会社を設立すると

き，中小企業連合の強力な反発があり，政府が設立の時から全量輸出を前提に設立を認可したの

で，世界市場で通用する高い品質の要求に応じるしかなかった。先進技術企業と戦略的提携を

し，学習を通じて，製品の質の改善や生産技術の習得を可能にした。

　三星電子のグローバル化の価値創造活動は，初期には電子製品の製造，品質管理，マネジメン

トの各スキルの劣った企業だったが，日本企業との提携を通じて，そのスキルのギャップを埋め，

徐々に新たなコンピタンスの構築も可能になった。後半には，海外での新市場の開拓などのマー

ケット・アクセスを得るため，現地パートナーと提携を結び，現地生産を図り，市場機会の創出

のためCospecializationの活動を通じたグローバル化が進んだ。また，ライバル企業に対して競争
を有利に展開するためには，世界有数の企業との積極的な戦略的提携を通じてクリティカルマス

構築などCo-optionの活動と技術開発，さらに，新製品開発競争のリードしていくためのグロー
バルなオープンビジネスモデルを展開したのである。
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