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はじめに

サムスン電子、LG 電子、現代自動車、ポスコ

等の韓国グローバル企業が世界市場で存在感を増

している。前回の「韓国ライバル企業を追う①

－存在感を増す韓国グローバル企業－（2008 年 3

月号掲載）」では、韓国有力企業躍進の背景に事

業の選択と集中、リスクをとる姿勢、ローエンド

からハイエンドへの転換成功があるのを概観し、

事例として大手鉄鋼メーカー・ポスコを取り上げ

た。

今回は、1990 年代後半以降、海外展開とブラ

ンド構築に成功し、短期間で世界的な電機メーカ

ーに脱皮したサムスン電子を取り上げる。

1. サムスン電子の概要
（１）世界第2位の電機・電子部品メーカー

電機産業は自動車産業と並ぶ日本製造業の主力
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Point
1 サムスン電子は、「フォーチュン・グローバル 500」で世界第 2位の電機・電子部品メーカーで

ある。ブランド力も向上させており、「サムスン」のブランド価値は「ソニー」「パナソニック」の

ブランド価値より高い。
2 サムスン電子がローカルな後発メーカーからグローバル企業へ脱皮した背景には、「電機業界のア

ナログからデジタルへの転換」「新興国の勃興」「ウォン安」といった幸運な環境変化もあったもの

の、「事業の選択と集中」「リスクをとる姿勢」「ローエンドからハイエンドへの転換」といった同

社の戦略の成功も大きい。
3 サムスン電子は、コスト競争力が要の半導体・液晶パネルでは果敢な設備投資で、差別化が重要な消

費財分野ではブランド構築と巧みなマーケティングでシェアを伸ばした。
4 過去10数年で世界トップレベルの電機・電子部品メーカーに成長したサムスン電子も、新たな成

長市場の確保という課題を抱えているところへ、経営権継承に絡む不正疑惑で会長が辞任し混乱が

続いている。グローバル企業にふさわしいコーポレート・ガバナンスを確立し、先頭集団に立って

真に創造性を発揮できるかどうか、真価を問われるのはこれからである。

電子関連 サムスン電子 
サムスン電機 
サムスンSDI
サムスンコーニング精密ガラス 

機械関連 サムスン重工業 
化学関連 サムスントタル 

サムスン石油化学 
金融保険関連 サムスン生命保険 

サムスン火災海上保険 
サムスンカード 
サムスン證券 

その他 サムスン物産 
第一毛織 
サムスンエバーランド 
ホテル新羅 

図表 1 サムスン・グループの主要企業

出所：日本サムスン
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産業であり、かつてはカラーテレビ、VTR、半導体

等分野で日本製品が世界を席巻した。今でも国内

家電量販店にはソニー、シャープ、パナソニック

などの日本製品がずらりと並び、日本電機メーカ

ーの地位は安泰のように見える。

だが、一歩日本を出ると状況はがらりと変わ

る。海外市場では、安さが売り物の中国製品も一

定の地位を築いているが、高品質・高価格のプレ

ミアム路線で日本メーカーの最大のライバルとな

っているのは韓国サムスン電子である。

サムスン電子は、韓国最大の財閥サムスン・グ

ループの中核企業である1（図表 1）。「フォーチュ

ン・グローバル 500」のランキングによれば、サム

スン電子は独シーメンスに次ぐ世界第 2 位の電

機・電子部品メーカーであり、日立製作

所、松下電器産業、ソニーを売上高で上

回っている（図表2）。税引き後利益を比

較すると、サムスンと日本メーカーの

差は一層大きい。サムスンの税引き後

利益は松下電産の 4.47 倍、ソニーの

7.69 倍であり、利益率も日本の主要メ

ーカーよりはるかに高い（図表 3）。

ブランド力も向上させている。かつ

て韓国製品には安物のイメージがあっ

たが、現在のサムスン電子にその面影

はない。サムスンの液晶テレビは海外

市場ではプレミアム・ブランドの 1つであり、携

帯電話機は高級機種の代名詞である。インターブ

ランド社、ビジネスウィーク誌共同によるブラン

ドランキング「Best Global Brands 2007」によれ

ば、「サムスン」のブランド価値は「ソニー」「パ

ナソニック」のブランド価値より高い（図表 4）。

１　グループ売上高に占めるサムスン電子の比率は56％（2006年。連結ベース）。
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図表 2 電機・電子部品メーカーの売上高ランキング

注： 2006 年度、連結ベース。
出所：「フォーチュン・グローバル 500」（2007 年 7月 23 日号）
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図表 3 主要電機メーカーの売上高税引き後利益率

注： 2006 年度、連結ベース
出所：「フォーチュン・グローバル 500」（2007 年 7月 23 日号）

（単位：百万ドル） 

順位 ブランド ブランド価値 
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図表4 グローバル・ブランドランキング（2007年）

注： 19位のホンダ以下は日韓企業のみ抜粋
出所：ビジネスウィーク（2007 年 7月 26 日号）
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（２）半導体、液晶パネル、携帯電話機に強みを

持つ韓国の最有力企業

サムスン電子は、半導体（DRAM、フラッシュメ

モリ、LSI 等）、液晶パネル、情報通信（携帯電話

機等）、デジタルメディア（カラーテレビ、パソコ

ンモニター、パソコン、プリンタ等）、生活家電

（冷蔵庫、洗濯機、エアコン等）の 5事業を手掛け

るが、特に強みを持つのは半導体、液晶パネル、

携帯電話機である（図表 5）。DRAM、SRAM、フラ

ッシュメモリ、携帯電話機（CDMA）2、カラーテレ

ビ、液晶パネル等 20近くの製品で世界トップシェ

アであり、消費財とデバイスの双方に強い（図表6）。

半導体 
24% 

液晶パネル 
13% 

情報通信 
24% 

デジタルメディア 
24% 

生活家電 
6% 

その他 
9% 

図表5 サムスン電子の部門別売上高比率（2006年）

注：連結ベース　　　　　　　　　出所：サムスン電子
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DRAM 液晶テレビ用パネル 液晶テレビ 

図表 6 サムスン電子の世界シェア（2007 年）

注：金額ベース　　　　　　出所：DRAMはアイサプライの暫定値。液晶テレビ用パネル、液晶テレビ（見込値）はディスプレイサーチ
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物流及びサービス 
11%

金融サービス 
4%

松下電器産業 

AVCネットワーク 
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12%

電工・ 
パナホーム 
19%
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　サムスン電子 

図表 7 サムスン電子と日本大手電機メーカーの事業構造比較（2006 年度）

注 1：連結ベース
注 2：売上高の構成比 出所：アニュアルレポート、決算短信

２　Code Division Multiple Access の略。無線通信方式の1つで、第 3世代携帯電話で使われている。
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サムスン電子の事業構造を日立、松下、ソニー、

東芝、シャープの事業構造と比較してみる（図表7）。

サムスン電子が電機分野に資源を集中させている

のに対して、日本企業はシャープを除き総花的に

幅広い分野に展開している。

海外進出の度合いでも、日本メーカーはサム

スン電子に水をあけられている（図表 8）。韓国

は人口 4,830 万人（2006 年央推定）と日本に比べ

市場が小さく、所得水準も低い。事業の拡大・成

長を目指すには海外に出ざるを得ないため、サム

スン電子は、1990 年代後半から本格的に海外展

開を図った（図表 9）。

2. サムスン電子の沿革
（１）後発企業から世界最大のDRAMメーカーへ

1992 年に世界最大のDRAMメーカーとなり一

躍名をはせたサムスン電子も、1990 年代半ばまで

は韓国に軸足を置くローカルな電機メーカーに過

ぎなかった。そのサムスン電子が日本の電機メー

カーを抜き、短期間で世界的な電機メーカーとな

ったのはなぜなのか。同社の沿革を概観したい。

サムスン電子は 1969年に設立された。同社が属

するサムスン・グループは、1938 年創業のサムス

ン商会を皮切りに事業領域を拡大した韓国最大の

財閥だが、韓国の大手電機メーカーとしては、現

在のLG電子に10年ほど遅れてのスタートだった。

躍進への転機となったのは、1980 年代初めの

半導体事業への本格参入である。当時のサムスン

電子はカラーテレビや冷蔵庫、エアコン等を製造

するローカルな電機メーカーに過ぎず、高い技術

と多額の設備投資が必要とされる半導体事業での

成功は無理との見方が一般的だったが、予想に反

して同事業は大成功を収めた 3。

成功の背景には、半導体事業とオーナー経営の

相性の良さがある。サムスン電子は李秉吉吉（イ・

ビョンチョル）、李健煕（イ・ゴンヒ）4 と 2 代続

いてのオーナー企業で、両氏ともに優れた経営手

腕、カリスマ性で知られていた。

％ 

サムスン電子 

日立製作所 

松下電器産業 

ソニー 

東芝 

シャープ 
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84

41
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図表 8 海外売上高比率（2006 年度）

注：連結ベース　　　　　　　　　　　　　 出所：各社 IR資料

アジア・パシフィック 中国（13）、インド（2） 中国（6）、インド（2）、 
マレーシア（2）等計21カ所 日本、ベトナム等18カ所 

ロシア・東欧 ロシア、ウクライナ等計4カ所 

欧州 ハンガリー、スロバキア ドイツ（2）、イギリス（2）、 
ハンガリー、スペイン等計14カ所 

中東・アフリカ トルコ、サウジアラビア、 
UAE、ナイジェリア等計12カ所 

北米・南米 メキシコ（2）、米国等計4カ所 米国（4）、メキシコ、 
ブラジル、アルゼンチン等計12カ所 

合計 27カ所 60カ所 

製造拠点 販売拠点 

図表 9 サムスン電子の海外拠点

注： 2006 年時点 出所：サムスン電子

３　1990年代後半以降、半導体分野で日本メーカーの地位が急速に低下していったのとは対照的である。日本半導体メーカーの地
位低下の理由としては、トップに上り詰めたことによる慢心、高品質であれば顧客が買ってくれるという技術至上主義、サラ
リーマン経営者が短期で変わることによる戦略の不在とリスク忌避などが挙げられる。

４　2008年 4月、李健煕前会長は経営権継承に絡む不正疑惑で引責辞任し、サムスン生命保険会長の李洙彬（イ・スビン）氏がグ
ループを代表する立場に就いた。
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半導体事業は、多額の設備投資と高い技術が

必要な上、好不況の波に数年おきに見舞われる。

日本企業が不況期に投資を絞ったのに対して、サ

ムスン電子は不況期に果敢な投資を行ってシェア

を高め、価格主導権を握った。李会長は早くから

半導体産業の可能性を確信し、本格進出に当たっ

て陣頭指揮をとった。意思決定が早く大胆である

というオーナー企業の良い面が、大量生産による

コスト競争力維持という明確な姿勢に結びつい

て、サムスン電子を世界最大のメモリ・メーカー

に押し上げたのである。

（２）1993年の「新経営宣言」を契機に大きく飛躍

サムスン電子が、携帯電話機、家電における

ブランドを確立し、海外展開に成功して、世界的

な電機メーカーへ脱皮したのは、1990 年代後半

以降である。飛躍の契機となったのは、二代目会

長李健煕の「新経営宣言（1993 年）」とされる。

1993年当時のサムスン電子は、DRAMメーカー

としては世界最大だったものの、家電等消費財の

海外での評価は「安かろう悪かろう」だった 5。

李会長は、韓国内に安住していてはこれ以上成長

できないと危機感を募らせた。欠陥洗濯機事件 6、

サムスン製品のデザイン面での問題点を整理した

「福田報告書」7 をきっかけに、李会長は「量」よ

り「質」を重視する経営、グローバル超一流企業

へのビジョンを掲げる「新経営宣言」を提示、

「妻子以外は全部変えよう」という呼びかけのも

とに、デザイン革新、国際化の重要性を説いた 8。

「新経営宣言」による改革が実を結ぶのは、

1997 年の通貨・経済危機以降である。大企業の

倒産が相次ぐ中で、数年前から改革を進めていた

サムスン電子のダメージは比較的小さかった。

3. 躍進の背景

1990 年代後半以降のサムスン電子躍進の背景

には、電機業界における「アナログからデジタル

への転換」もある。アナログ時代は摺り合わせが

重要であり、VTR もブラウン管テレビも、部品

を組み合わせるだけでは良い製品はできなかっ

た。1980 年代以前の日本電機メーカー全盛の背

景には、「作り込み」「職人技」を得意とする日本

メーカーの特性があった。

一方、デジタル時代の電機業界では、基本的

に部品を組み合わせれば製品ができる。後発メー

カーのサムスンにとっては、「追う者有利」の状

況になった。ウォン安、中国、インド等新興市場

の台頭といった追い風も吹いた。

だが、サムスン電子の飛躍はこうした外部要

因だけによるものではない。以下では「事業の選

択と集中」「リスクをとる姿勢」「ローエンドから

ハイエンドへの転換成功」という 3つの観点から、

サムスン電子の躍進の理由を分析したい。

（１）事業の選択と集中

サムスン電子は 5 大事業、中でも半導体、液

晶パネル、携帯電話機の 3つに資源を集中してき

た。オーナーの李健煕前会長はマクロ的、大局的、

長期的視点から有望分野を選択してきたが、同社

は必ずしも独裁的なワンマン経営ではなく、会長

の参謀役である構造調整本部が果たした役割も大

きかった。費用配分を決める際、構造調整本部が

重視したのは、今儲かっているかどうかではなく、

勝てる事業かどうかである。

５　1993年、ロサンゼルスのデパートとディスカウントストアを視察した李会長は、日本の家電製品が目立つ場所に置かれている
のに対し、サムスン製品が棚のすみでほこりをかぶっているのを見て嘆息した（出所：キム・ソンホン、ウ・インホ著「サム
スン 高速成長の軌跡」）。

６　1993年、規格に合わない部品をナイフで削って洗濯機を組み立てる様子が社内ビデオに撮影され、これを見た李会長が激怒し
た事件のこと。

７　福田民郎氏（現・京都工芸繊維大学教授）は、1989 年から約 10年間サムスン電子の顧問を務め、同社製品のデザインレベル
向上に貢献した。

８　ただ、サムスン関係者によれば、当時本当に危機感を持っていたのは会長であり、社員とは温度差があったとのことである。
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集中投資が特に有効なのは、数の論理がもの

をいう半導体（特にメモリ分野）、液晶パネルな

どの技術集約的な装置産業である。同分野はコス

ト競争力が勝敗の要であり、シェアを握って価格

主導権を握ったものが勝つ。サムスン電子は先

行・集中投資で先行者利益を得て、稼いだ利益を

投資に回し、競合相手（主に日本メーカー）を突

き放してきた。1980 年代後半には飛ぶ鳥も落す

勢いだった日本の電機メーカーの地位が低下し、

サムスン電子が世界第 2位の半導体メーカーにな

ったのは、図表 10 の通りである。

（２）リスクをとる姿勢

－大規模投資と果敢な海外進出－

リスクをとる姿勢も際立っている。

DRAMで日本メーカーを駆逐した際の手法は、

液晶パネルでも使われた。もともと日本メーカー

が 9割以上のシェアを占めていた液晶パネル分野

で、日本勢が不況期に生産調整を行った間隙を突

いて大規模投資を行い、シェアトップに立ったの

である。

1990 年代後半以降は、海外進出も加速させた。

今となっては意外だが、1990 年代半ばまで、サ

ムスン電子に経営好調な海外子会社はほとんどな

かった。しかし、韓国内にとどまっていては、成

長は望めない。欧米市場は基本的に日本メーカー

が押さえていたので、サムスン電子は中国をはじ

めとする新興国に積極展開していった。

バブル崩壊後のリストラに追われていた日本

メーカーが新興市場進出に慎重だったのに対し

て、サムスンの展開は速かった 9。中国、東欧等

の新興国で成功を収めると、日本企業に押され気

味だった先進国でもシェアを拡大していった。サ

ムスン電子の家電製品、AV 機器、携帯電話機は

日本国内では影が薄いが、海外ではプレミアム・

ブランドとして人気が高い。サムスンは、液晶テ

レビで世界第 1位、携帯電話機でも世界第 2位の

メーカーに成長している（図表 11）。

（３）ローエンドからハイエンドへ

－デザイン重視・ブランド構築・巧みなマーケティ

ングで海外市場攻略－

さて、ここで疑問が浮かんでくる。ほんの十

数年前まで海外市場での認知度がないに等しかっ

たサムスン電子が、なぜここまで成功したのか。

鍵は「デジタル時代を見据えたデザイン重視の姿

勢」「ブランド構築」「巧みなマーケティング」の

3点にある。
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図表 10 世界半導体メーカー売上トップ 10 推移

出所：ガートナー／データクエスト

９　 1992年には中国に生産法人を設立している。
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前述したように、デジタル時代においては、

部品が手に入れば基本的に消費財が出来る。液晶

テレビで、ファブレスメーカーのビジオが瞬間的

にせよ北米市場で売上第 1位になったように、無

名企業でもやり方によっては表舞台に立てるので

ある10。消費財で勝つには 2 つの道がある。徹底

的に安く作るか、ブランドを構築し高く売るかで

ある。サムスンは後者を選んだ。

李前会長は、技術格差が縮小するデジタル時

代において、顧客にインパクトを与えブランド価

値を築くのはデザインであると考えた。1990 年

代後半以降、同社はデザインに注力するようにな

るが11、優れたデザインがヒットにつながった好

例が、携帯電話機の SGH-T100 と液晶テレビの

「ボルドー」である（写真 1、2）。SGH-T100 は

「携帯電話機を手にしていない時間にいかに心地

いいか」という発想からデザインされ、1,000 万

台以上売れた。「ボルドー」は、それまでの液晶

テレビがオタク向けのごつごつしたデザインであ

ったのに対して、ワイングラスをイメージした女

性的なフォルムである。家電製品の購買権が女性

にあることから開発され、ヒットした 12。

19%

17%

12%

10%

6%

28%

8%

38%

14%
14%

9%

7%

18%サムスン電子（韓国） 

ソニー 

シャープ 

フィリップス（蘭） 

東芝 

その他 

LG電子（韓国） 

ノキア（フィンランド） 

サムスン電子（韓国） 
モトローラ（米） 

ソニー・エリクソン 
（日本・スウェーデン） 

LG電子（韓国） 

その他 

液晶テレビ 携帯電話機 

図表 11 液晶テレビと携帯電話機の世界シェア（2007 年）

注：液晶テレビは金額ベース、携帯電話機は台数ベース
出所：液晶テレビ（見込値）はディスプレイサーチ、携帯電話機は IDC

写真1 携帯電話機SGH-T100

出所：サムスン電子

写真2 液晶テレビ「ボルドー」

出所：サムスン電子

10 米新興ブランド・ビジオは、安さを武器に、2007年 4～ 6月期に北米市場で液晶テレビ（台数ベース）のシェアトップに立った。
11 サムスン電子は、韓国、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ロンドン、ミラノ、上海、東京のグローバル・デザインセンター
に、約 600人のデザイナーを擁している。

12 「ボルドー」は、世界累計販売台数が500万台を突破した（2007年 8月末現在）。
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巧みなマーケティングもブランド向上に一役

買った。1997 年まで、サムスンは様々なブラン

ドを併用していたが、97 年以降は「Samsung」

というマスターブランドに統一した（図表 12）。

サムスン電子の海外市場参入の手法は、まず

膨大な広告費をつぎ込んで携帯電話機の認知度を

高め、ブランドを浸透させて、その後携帯電話機

以外の製品を投入するというものである。広告の

手法としては、オリンピック、乗馬等のスポー

ツ・スポンサーシップの活用、空港内大型モニター

設置による認知度アップ等がある。新興国の消費

者は韓国製品に抵抗がなく（サムスンを日本企業

だと思っている人も少なからずいる模様）、現地

消費者の嗜好に合わせた製品作りをすることもあ

ってシェアを伸ばしていった。

新興国市場で成功したサムスンは、先進国市場

でもシェアを拡大していった。ここでも、イメー

ジアップに寄与したのが携帯電話機である。モト

ローラなど通信機器メーカーの携帯電話機が無骨

なデザインであったのに対し、家電メーカーの視

点から見栄えや使い勝手に着目、洗練されたデザ

インで消費者の支持を得た 13。

4. 日本企業への示唆

このように、サムスン電子は、コスト競争力

が要の半導体・液晶パネルでは果敢な設備投資

で、差別化が重要な消費財分野ではブランド構築

と巧みなマーケティングでシェアを伸ばし、短期

間でグローバル企業に成長した。この間、日本の

大手電機メーカーは防戦一方となり、後退を余儀

なくされた。サムスン電子の躍進は、①戦略の巧

みさ、②海外展開、③国内競争環境の 3点で示唆

的である。

サムスン電子の躍進は、電機業界がアナログ

からデジタルへと急激に移行した時期、中国、

インド等新興国の勃興期と重なっている。変化

を味方につけてグローバル企業へ成長したのは、

何といっても李前会長のリーダーシップが大き

い。一方、日本の大手電機メーカーは、1980 年

代の成功体験もあり、デジタル時代で何が重要

なのかを認識するのが遅かった。縦割りで風通

しの悪い組織、経営者が短期間で交代してリス

クをとりにくい企業風土も災いした。先を見通

す力、意思決定の速さ、大胆さなど、サムスン

電子から見習う点は多い。

国内市場が大きい日本の電機メーカーは、海外

展開でも遅れを取った。1997 年の通貨・経済危

機という修羅場をくぐったサムスン電子には、海

外市場を開拓できなければ生き残れないという強

い危機感があり、人材育成にも多大な資源をつぎ

込んだ 14。一方、日本メーカーには、携帯電話機

を例にとっても、そこそこ大きな国内市場でつぶ

れない程度の利益は出せるため、海外でだめでも

何とかなるというぬるま湯的体質が見られる。日

本メーカーの技術至上主義も足かせとなった。所

得水準が高く品質にうるさい日本では高くても良

1997年以前 1997年以降 
電機業界 アナログ デジタル 
ターゲット市場 新興国 先進国 
ブランド戦略 マルチ・ブランド 「Samsung」に統一 
競争の源泉 価格 ブランド 

図表 12 サムスン電子の戦略転換

出所：サムスン電子

13 これに対して、日本の大手携帯電話機メーカーの海外における存在感は希薄である。通信規格や消費者ニーズの違いにうまく
対応できなかったこと、携帯電話機開発で通信キャリアが主導権を握る特異な業界構造等が背景にある。

14 サムスン電子の人材育成重視の姿勢を象徴するのが地域専門家制度である。同制度は1年間通常勤務から離れて海外で生活する
というもので、これまでに中国、日本、米国等 64カ国に3,500人を送り出してきた。1人当たり1,000万円の費用をかけている。
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いものが売れるが、低所得者が多い新興国では低

機能でも安いもの、あるいは見栄えがいいものが

売れる。日本メーカーが海外で巻き返しを図るに

は、リスクをとる姿勢に加え、どのような製品に

ニーズがあるのかというリサーチ能力、現地ニー

ズへの対応も求められる。

国内競争環境という点でも、日本電機メーカー

は問題を抱えている。サムスン電子の液晶テレビ

や携帯電話機を日本で見かけることはあまりな

い。日本では韓国製品に対する根強い偏見があり、

需要があまりないという事情もあるが、サムスン

電子自身が消費財分野において、日本への本格進

出を避けているという事情もある。サムスン関係

者によれば、日本は半導体等を売る B to B 市場

と捉えており、消費財市場としては魅力がないと

のことである。

背景には、消費財ではどの分野に出ても約 10

社が競合しているという、日本市場の競争の厳し

さがある。日本は所得水準が高く市場も大きいが、

ある程度の利益を出しているのは、どの分野でも

せいぜい上位 3社である。サムスン電子は、日本

では投資に見合うリターンはないと考え、家電や

携帯電話機での本格進出に踏み切っていない。

ただ、ここへきて、日本でも薄型パネル、携帯

電話機分野で再編や撤退の動きが見られる。薄型

パネルは消費財ではないが、液晶パネルがシャー

プと松下、PDPパネルが松下と日立にプレーヤー

が絞られたことは、大きな前進と言えるだろう。

反面、携帯電話機をはじめ、まだ他の分野は参入

企業数が多い。十分な利益をあげるには、他分野

でも一段の再編が必要だろう。

5. サムスン電子の課題
－追い越してからが難しい－

過去 10 数年で世界トップレベルの電機・電子

部品メーカーに成長したサムスン電子も、足元で

は課題を抱えている。オーナー企業ゆえの経営権

継承の問題と、新たな成長市場の確保である。

サムスン電子の次期会長は、李健煕の長男・李

在鎔というのが既定路線となっていたが、経営権

継承を巡って不正疑惑が持ち上がり15、2008 年 4月、

李会長が引責辞任する事態となっている。後任と

してサムスン生命保険会長の李洙彬氏がグループ

を代表する立場に就いたが、一連の騒ぎで経営戦

略の策定が停滞している模様であるほか、ブラン

ド・イメージの低下も懸念される。

グローバル企業にふさわしいコーポレート・

ガバナンスの向上が求められるところだが、今回

の辞任劇のさなかに要職をとかれた長男・李在鎔

氏が将来会長職に就く可能性もまだ残されてい

る。ただ、誰がサムスン電子の次期トップになる

にせよ、前会長ほどの経営手腕、カリスマ性を持

ちうるのかどうか、トップダウン式のオーナー企

業だけに注目される。

新たな成長市場の確保も迫られている。日本

の大手メーカーに比べると高い利益率を誇るサム

スン電子だが、足元の業績は順風満帆とは言いが

たい（図表 13）。もともと同社は半導体や液晶パ

ネルの利益率が高く、AV 機器や白物家電の利益

率は低い（図表 14）。こうした低収益部門の利益

率が改善しなければ、サムスン電子は日本の大手

電機メーカーと同じ苦悩を味わう恐れもある。

「半導体の一本足打法」と言われるほどの利益

を稼いできた半導体部門も、DRAMや NAND 型

フラッシュメモリの価格下落で、収益性に陰りが

見えてきている。日本の電機メーカーが、薄型パ

ネル分野で再編を進めていること、半導体分野で

エルピーダメモリ（DRAM）、東芝（NAND 型フ

ラッシュメモリ）が積極的な設備投資を行ってい

ることも、サムスン電子にとってはマイナス材料

である。

トップレベルの電機メーカーとして、「創造性」

を持ちうるのかどうかも問われている。サムスン電

15 トップの引責辞任という異例の事態の背景には、経営権継承を巡る不正疑惑の他に、政官界への不正ロビーの疑い等もある。
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子の事業は日欧米企業のキャッチアップ型で、自ら

先鞭を付けた分野はない。半導体を最初に事業化し

たわけでもなければ、ソニーの「ウォークマン」や

アップルの「iPod」のようなキラー・アプリケーシ

ョンを生み出したわけでもない。これまでは、先

行企業の製品を徹底的に模倣・改良して成長して

きた面もあるが、「創造経営」を掲げて研究開発

のスタンスも微妙に変えているようである16。先

頭集団に立って真に創造性を発揮できるかどう

か、真価を問われるのはこれからである。

今後、いかなる新規事業を開拓できるのか、

できないのか。原材料価格上昇という逆風をどう

乗り切るのか。サムスン電子が抱える問題の多く

は、日本の大手電機メーカーが抱える問題と共通

している。

－次回（第3回）では現代自動車の事例を取り上げたい

（2008年 7・8月合併号掲載予定）－
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図表 13 サムスン電子の業績推移

注：単体ベース。07年は暫定値。 出所：サムスン電子

16 2006 年時点の研究者数は 3万 6,000 人、研究開発費は 60億ドル（2006 年）、海外の研究開発拠点は米国、ロシア、イギリス、
日本等 10カ所に及ぶ。
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図表 14 サムスン電子の部門別売上高営業利益率

注： 2006 年度、連結ベース　　　　　　　　　出所：サムスン電子


