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なぜ、日本企業はグローバルマーケティングが
弱いのか

　日本の大手 BtoB製造業の海外売上比率は
60-70％の水準にあり、村田製作所や TDKは
90％を超えている（図1）。官需依存の高い企業

では 50％程度のケースもあるが、こうした企
業も含め、成長戦略の要となっているのは例外
なく海外市場である。グローバルマーケティン
グが日本の製造業の未来を左右する重要な経営
施策であることは、論を待たない。
　では、日本の製造業はグローバルマーケティ
ングに力を入れているのだろうか。残念ながら、
答えはノーである。海外売上比率が高い企業は
多いが、筆者はグローバルマーケティングの成
果ではないと考える。理由は大きく二つある。
　一つには、グローバルマーケティングの必然
性が薄かったことが挙げられる。これまで日本
の製造業は、価格と性能で圧倒的な存在感を示
していた。また、BtoB企業の場合は、顧客で
ある日本の完成品メーカーが成長を続けていた
ので、自ら市場を開拓する必要が薄かった。マー
ケティングは製品が売れるようにする行為の総
称だが、黙っていても売れるのなら、マーケティ
ングはあまり必要ない。そのため、日本企業は
そもそもマーケティングが弱い。市場を定め、
ターゲットを設定し、そのニーズを把握し、ア
クションをとるということを組織的に行うこと
は苦手なのだ。
　二つめは、マーケティングはローカルでやる
との意識が強いことである。神戸大学の栗木契
教授によれば、グローバルマーケティングは、
国境を越えたマーケティングを全世界で統合的

「デジタルで進めるグローバルマーケティング」
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会社名 海外売上比率
（％ , 2017年度）

村田製作所 92

TDK 91

ヤマハ発動機 90

日本電産 86

ニコン 86

DMG森精機 85

コマツ 84

シスメックス 84

ブラザー工業 83

日本電気硝子 82

ブリヂストン 81

コニカミノルタ 81

ファナック 81

SUBARU 80

日立建機 80

オリンパス 80

キヤノン 78

セイコーエプソン 77

ダイキン工業 76

日本板硝子 76

図1．海外売上比率の高いBtoB企業

出典 : 各社Web サイトより、イントリックス作成
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図2．世界の電子機器生産額と日本企業シェア

� http://www.jmr-g.co.jp/proposal/221.html

に行うものであり、標準化や市場間調整、およ
び資産のグローバル活用において、本社が戦略
的に重要な役割を果たす。だが、多くの日本企
業は、マーケティングをローカルに任せている。
本社の事業部門には営業企画や海外マーケティ
ングと言ったマーケティングの統括を担いそう
な部署があるが、その役割は各国計画の集約な
どの計数管理が主で、本社の意思をとりまとめ
るでも各国におろすでもない。日本企業は一般
に、製品開発や生産といった”モノづくり”に
関わる分野では本社のやり方をローカルに反映
させているが、事業戦略やマーケティングのよ
うに“考え”に関わる部分は、地域性の名のも
とにローカルに委ねていることが多い。”モノ
づくり”は性能や生産効率の解釈にずれが生じ
にくく、日本企業が自信を持っている領域でも
あるので組織立った海外展開ができているが、
“考え”については共通言語がないので議論が

必要であり、それは日本人が得意とするもので
はないこともあってローカルに任せている、と
いうのが筆者の見立てである。
　
もはや避けられない 
グローバルマーケティングの強化

　BtoB企業の主要顧客である完成品メーカー
が先陣を切って海外市場の開拓に成功していた
時代は、彼らの要請にきちんと応えることがで
きていれば、マーケティングも本社統括も弱く
て問題はなかったが、それで許されたのはもは
や昔の話である。
　そうなった大きな理由としては、世界市場に
おける日本の完成品メーカーのシェアが落ちて
いることが挙げられる。例えば日本のエレクト
ロニクスメーカーは、2006年から 2014年の間
に 22.4％から、14.9％にまでシェアを落とした
（図2）。スマホでもAV機器でも日本メーカーの
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存在感の低下は著しい。新興の完成品メーカー
が世界中で台頭し、伝統的な海外メーカーも合
従連衡で力をつけていることなどが背景にある。
　また、グーグルがスマホや自動運転を手掛け、
アマゾンが巨大な物流網や無人店舗網、アリバ
バがスマートシティを築こうとするなど、社会
のデジタル化に伴い、今までなら考えもしな
かった企業が実に様々な製品を BtoB企業から
調達するようになっている。競争環境の激変を
受けて進むケイレツの解体は、BtoB企業の自
助自立を促す。日本の BtoB企業はもう長期的
関係にある顧客の要望に応えるだけでは生き残
れない。新たな顧客を見つけることの重要性が、
かつてなく高まっていると言えるだろう。
　だが、BtoCと比べ、BtoBの顧客の所在はた
だでさえわかりにくい。加えて、顧客の業界地
図が大きく変貌しており、潜在顧客の居場所や
重要顧客の見極めが難しくなっている。国土の
狭い日本国内ならばまだ、訪問という力技でカ
バーすることも可能だが、広大な海外市場、し
かも数年前まで野原だった場所に生産財の買い
手となる工場が出現するような状況には、戦略
的アプローチが必要だ。グローバル市場での
BtoB企業の顧客開拓は、物理的にも、市場変
化のスピードからしても、各国の営業個人の頑
張りで対応できる範疇を超えている。顧客開拓
を組織的に行うグローバルマーケティングの強
化は、BtoB企業にとって待ったなしのテーマ
となっている。

デジタルを活用した 
グローバルマーケティングの可能性

　と、グローバルマーケティングの必要性を論
じてきたが、今までやっていなかったことを急
にやれと言われても簡単にできるものではな
い。マーケティングにローカル性があるのも事
実なので、グローバルに統合的なマーケティン

グを行うならば、各国がなんと言おうと実施さ
せる強い指揮命令系統が必要となる。だが、多
くの日本企業にはこれがない。ならば逆に、各
国が納得するマーケティング戦略を立案すれば
良いのだが、国ごとに経済の発展フェーズも競
争環境も異なる中で、ローカル性と世界共通部
分のバランスを取るには、これまたかなりの手
間を要することになり、結局は実らない。これ
が、グローバルマーケティングの重要性に気づ
きながらも形にできていない日本の BtoB企業
の実態ではないだろうか。
　ここで検討したいのが、デジタルを活用した
グローバルマーケティングだ。デジタルが持つ
特徴を活かせば、潜在顧客とこれまでにない柔
軟で豊かなコミュニケーションを交わすことが
できる。例えば、自社Webサイトの無限の情
報スペースを使えば、全製品のラインナップを
掲載することができるし、一製品当たりの情報
も深くなるので、かゆいところに手が届くよう
な情報提供が可能となる。もちろん 24時間・
365日、でだ。限られた製品を限られた時間で
しか紹介できない展示会や、情報量に限りがあ
るカタログなどとは、情報の深さや時間の柔軟
性が圧倒的に異なる。また、こちらから顧客を
探さなくとも、検索で向こうから飛び込んでく
るのも、Webサイトの大きな特徴だ。特定地
域に限られているはずの鉱山機械への問い合わ
せが想定外の国から来たり、色の検査装置への
引き合いが考えもしなかった業界からあったり
と、筆者はWebサイトがもたらした意外な出
会いを沢山見てきた。顧客の所在がわかりにく
いという BtoBの課題は、これで解消すること
ができる。デジタルは優れた BtoBマーケター
となりうるのである。
　とは言え、リアルのグローバルマーケティン
グがなかなか上手くいかないのにデジタルだと
成功する、ということはあるのだろうか？筆者
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は、デジタルを使ったグローバルマーケティン
グは、以下の 3つの理由から、リアルのグロー
バルマーケティングよりも実現しやすいと考え
ている。
　
理由① : 共通化領域が沢山ある

ネットの普及は世界同時進行で起きており、先
進国も新興国も似たような課題を抱えている。
サイトのデザイン、情報構造、コンテンツ、写
真・動画素材、ディーラーロケーター等、世界
で共通化できる部分がかなりある

理由② : 本社しかできないことがある

グループ全体の総合力のコンテンツ化、費用の
かかる質の高い写真素材、ITインフラや業務
システムの整備、各種ガイドラインの提示等、
ローカル単独ではできないことがある

理由③ : ローカルが、本社の支援を望んでいる

Webサイト、代理店向けサイト、SNS、スマ

ホアプリ、データ分析、システム連携等やるこ
とが多すぎて回っていないため、本社の助けを
素直に受け入れる。ローカル性を盾に介入を拒
む向きもあるリアルのマーケティングとは大き
く異なっている

　要は、デジタルマーケティングにおいては、
ローカルと本社の思惑が一致しやすいのであ
る。マーケティングに限らず、企業のグローバ
ル施策は、双方にメリットがなければ動かない。
特に、強権的アプローチをとらない日本企業で
は、両者ウィンウィンとなることが欠かせない
が、本社が推進するデジタルマーケティングは、
実行体制も予算も不十分なローカルにとって、
渡りに船と映るのである。
　
知見の共有がローカルを育て、本社を育てる

　では、デジタルでグローバルマーケティング
をリードする本社は、どのような役割を果たせ
ば良いのだろうか（図3）。リードすると言って

図3．グローバルデジタルマーケティングにおける本社の役割

• 各国の困りごとを把握する

•本社が支援する意味があるものを抽出する

•本社で出来るものは、共通アセットとして提供する

•出来ないものは、各国間での知見共有を促進する
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も、欧米企業のトップダウンの展開とは異なり、
ローカルとの一致点を見出して実行すること
が、日本企業の文化にあったアプローチとなる。
ただし、デジタルマーケティングは、事業部門、
IT、法務・知財、そしてコーポレートコミュニ
ケーションの各部署との調整が絶え間なく発生
するので、統括部門には強いリーダーシップが
求められる。
　デジタルマーケティングのグローバル方針を
策定するにあたっては、主要国にヒアリングを
行いたい。対象は、デジタルマーケティング担
当者のみならず、マネジメント、マーケティン
グ、営業、サービス、ITの各担当者およびディー
ラーや、Web制作や ITベンダーまでをカバー
すると良い。デジタルマーケティングは、各国
販社の全事業部がそれぞれの関わりを持つの
で、あるべき方向性を描くには各々の意見を聞
くべきだ。
　次に、主要国のヒアリング結果から、各国共
通の取り組みや課題を抽出する。これが、本社
で関っていく部分だ。そして本社関与のあり方
は 2種類ある。
　まず一つ目は、ローカルサイトのひな型や、
コンテンツ・素材の共有データベース、サーバー
などの ITインフラ等、コストの節約につなが
る共有アセットを本社で作成し、提供するもの
だ。
　二つ目は、本社自身が知見を持たなくとも、
各テーマで進んでいる国の取り組みを他国に紹
介する役割だ。何かのヒントが得られることが
重要なので、失敗事例でも良い。具体的には、
パーソナライズドページなら A国、リードマ
ネジメントは B国、高機能ツールは C国、
SNS活用は D国の取り組みを、他国が参考に
出来るよう共有の場をコーディネートすること
になる。

　デジタルマーケティングを本社で主導するこ
とを検討する際、大きなネックになるのは、「本
社である自分たちに知見がない」という意識
だ。知らない私たちが各国に方針だのアドバイ
スだの提供できる訳がない、と考えてしまうの
だろう。だが、心配には及ばない。なぜなら、ネッ
ト先進国である米国や中国の販社もまた、自身
の知見の不足を憂いているのだから。デジタル
マーケティングの関連タスクは非常に幅広く、
また新しい手法も次々と誕生する。各国担当者
は、日々の運用に時間をとられるため、長期・
俯瞰的にデジタル活用を考えることも難しい。
デジタルマーケティングを広く知っている担当
者など、世界中のどこを探しても存在しない。
それゆえ、世界を俯瞰できる本社が、知見の共
有や情報交換を促進する役割を果たさなければ
ならないのだ。
　最後にこの点は重要なので、改めて強調して
おきたい。本社の皆さんは、今現在デジタルマー
ケティングの知見がなくとも決して怯まないで
ほしい。それは世界中同じだし、知見共有のコー
ディネーションは本社にしかできないのだ。そ
して本社は、知見共有の橋渡し約を務める過程
で、様々な事例を学ぶことになる。成功パター
ンのみならず、何がネックになるのかも理解す
ることになるだろう。そうこうするうちに、い
ずれ本社は自社デジタルマーケティングの第一
人者となるはずだ。デジタルの使い道は本当に
幅広く、販社の担当者にゆだねてしまうと、お
そらく使い倒すレベルには到達できない。本社
統括組織に知見を蓄積できるかどうかが、グ
ローバル全体でのデジタルマーケティング力を
大きく左右することになるだろう。その過程は
時間のかかるプロセスとなる。はじめるのは今
しかないのだ。


