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はじめに

　私ごとになるが、中国を中心にグローバル・
コミュニケーションの仕事に携わり12年が経っ
た。この間、製造業を中心とした日本の BtoB
企業、約 50社のグローバル展開のお手伝いを
させていただいている。また、欧米の BtoB企
業の中国・アジア展開も数多く経験した。
　今回は、「グローバル、グローカル」の“ある
べき論”“一般論”ではなく、これらの経験を基
にした現実的な話やケーススタディを中心にお
伝えしたいと思っている。そのため、私が書く
ことが勿論、正解のすべてではないが、今、日
本企業の日本本社にいるマーケティングやコ
ミュニケーション関連に関わる方々にとっての
現実的な関心の一つになればと考えている。ま

た、グローバル化の中で避けて通れない欧米企
業との競争における日本企業と欧米企業の「グ
ローバル、グローカル」の違いにも触れてみたい。

1：�日本企業の「グローカル」コミュニケーショ
ンの現実

　非常に高圧的な言い方になってしまうが、「グ
ローカル」の概念でコミュニケーションやブラ
ンディング活動をグローバル展開している日本
の BtoB企業は、残念ながら私の経験の中では
非常に少ない。ほぼすべてが、その業界や市場
を代表するグローバル・ビジネスを展開する大
企業での話である。日本企業のグローバル展開
の非常に多い傾向、それは単なる「ローカル化」。
これは中国だけでなく、他の地域や国での展開
においても同様の傾向にある。そしてこれが、
日本企業が今後グローバル・コミュニケーショ
ンやブランディングをより多くの地域に拡大す
る際に、大きな課題の一つとなってくる。“単
なる「ローカル化」”とは具体的にどういう事
か？これは欧米企業のグローバル展開と比較し

※�海外から見た場合、日本企業は日系企業と呼ばれること
が多いが、本文の中では日本企業に統一して表記。

※�文中の全ての“グローバル展開”とは、マーケティング・
コミュニケーションやブランディング活動などの側面を前
提としている。

BtoB企業の“グローカル”・コミュニケーションの
基本とあり方
溝口裕康
上海中外先智広告有限公司 董事総経理

　BtoB企業のグローバル・コミュニケーション活動が活発になっている中で、「グロー
カル」という概念が、再び注目されている。
　「グローカル」。ご存じの通りグローバルとローカルを掛け合わせた造語で、その意味は語る人に
より様々。一般的には「グローバル視野で考えながら、各ローカル視点で実行する」などと説明され
ることが多い。例えばブランディングで考えた場合、「グローバルレベルでのブランド構築を最終目
的とする中で、各ローカルエリアに適合したブランド構築方法を実行する」ということだろうか。
　マーケティングに関する用語は、どうも常に言葉先行で、何か特別な新しい手法であるかのよう
に錯覚する事が多いが、「グローカル」とは昔から不変のごく当たり前の考え方である。今回は、特
に中国に代表される中華圏をベースに、この「グローカル・マーケティング」「グローカル・コミュ
ニケーション」を考えてみたい。

事　例
❷
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て考えると分かりやすい。
　誤解がないように断っておくが、グローバル展
開において「ローカル（現地）化」自体は非常に
重要である。問題はその方法にある。多くの日本
企業にとって、「ローカル化」とは、現地に活動
の全てを振ってしまう事を意味する。例えばブラ
ンディング展開、さらに具体的に言えば広告や
PR、イベントなどの活動の戦略づくりから方向
性まで全ての意思決定を現地に任せてしまって
いるケース、または各地域・国の意見を個別に
寄せ集めて展開しているケースが非常に多い。
　これには、次のような理由が挙げられる。
•  日本本社が現地の事をわからない、理解して
いない、情報を持っていない。
•  予算が現地法人負担の企業の場合、予算を持
つ現地に口を出しずらい、出せない。
•  日本側がすべて決めてしまうと、現地の参加
意欲が失せる、現地社員のモチベーションが
下がる（と思い込んでいる）。
•  本社のマーケティングやコミュニケーション
関連部門の人的リソースの不足。
　さらに大きな課題は、特に BtoB企業は海外
現地法人にマーケティングやコミュニケーショ
ン、販売促進などの専門部署や十分に経験のあ
るプロフェッショナルの駐在員が存在していな
いケースが非常に多いことである。日本の
BtoB製造業の場合、中国で言えば、まず生産
のために進出し、次に現地での販売のために現
地組織の拡大をしているため、技術や営業ス
タッフが中心になる事は仕方がない側面もある
が、日本企業にとって今の中国は“市場”であ
るはずだ。その地域や国を市場として捉えた瞬
間に、マーケティングやコミュニケーションの
プロの存在は本来必要である。
　話を戻すと、専任のプロフェッショナルがい
ないため、営業がコミュニケーションの担当を

兼任したり、本社と言語上の意思疎通が出来る
ローカル社員が便宜上、専任として現地の活動
を個人的な判断や見解で展開する事になる。こ
れが「単なるローカル化」である。
　グローカルの概念が“正”として考えるなら
（これ自体の議論も必要だが）、すべてを現地に
振ってしまうのは勿論のこと、日本本社が中心
に行っている場合でも、現地の声を鵜呑みにし
て展開してしまえば、それは「グローカル」展
開とは程遠い活動となってしまう。日本企業の
グローバル化が加速する中、コミュニケーショ
ンやブランディグ側面を考えた場合、「ローカ
ル化」の展開だけでは、いくら積み上げても「戦
略的グローバル展開」にはならず、一つ一つの
地域や国の中だけで終わってしまう効果しか出
せない事を認識する必要がある。
　ネガティブな話が少し多くなってしまった
が、このテーマは現状に対する問題意識が不可
欠である事をご理解いただければ幸いである。

2：�欧米企業の「グローカル」コミュニケーション
（日本企業との違い）

　欧米企業にとっての「グローバル、グローカ
ル」の実際はどうだろうか？これは私の経験の
中で、欧米企業数社にわたり共通する傾向で説
明すると分かりやすい。
　私が中華圏で欧米の BtoB企業の仕事をする
ということは、欧米企業の中国や台湾、または
アジアのマーケティング・コミュニケーション
やブランド構築の戦略づくりを行う事である。
そして、経験の中で共通しているのは、彼らの
中国にある現地法人でディスカッションを行う
時に、その相手はアメリカ企業であればアメリ
カ人であるということだ。
　特にプロセスの中で重要となる“戦略づく
り”の段階では必ずアメリカ人との話し合いに
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なる。彼らはアメリカ本社からマーケティング、
ブランディングのプロとして中国に現地駐在と
して送り込まれている。さらにプロセスが進む
とアメリカの本社に呼ばれ、そこでは次に挙げ
るようなディスカッションが要求される。（ブ
ランディング活動が目的の場合を例として…）
•  アジアや中国地域でのブランド戦略の方向性
とアメリカ本社が主導するグローバル戦略の
方向性の整合性、マッチング。
•  戦略のマッチングの上で、アジアや中国地域
での特異性やローカル特性の説明や反映の仕
方（メディアの状況や PRの仕方、イベント
の特長などの細部も含め）。
•  特にブランド・メッセージや広告表現などに
ついての、地域特性とローカル化についての
ディスカッション。
•  他の地域や国を担当する（弊社の）同業他社
と一体となった戦略シェア。
　もうお分かりと思うが、これらの傾向が意味
するのは、次の 3つにまとめられる。

① 現地に本社（本国）から送り込まれたマーケ
ティング・コミュニケーションやブランディ
ングのプロの専任が各ローカルエリアにお
り、彼らが戦略ベースを創っている。
② 本社側が各地域・ローカルの状況をすべて把
握しようとする、本国（例えばアメリカ）と
の違いを認識する。
③ その上で、各地域・ローカルだけのやり方で
はなく、本社が立てたグローバルの戦略や方
針に、各ローカルの戦略も基幹部分は必ず合
わせさせる。さらに、各地域間の戦略を整合
化させる。
　つまり、グローバル戦略が前提にあり、その
下でローカル戦略が存在する。そして、その戦
略が確立した次のステップとして、各ローカル
地域の特性に合わせた適応化が行われる。「グ
ローカル」の視点でマーケティング・コミュニ
ケーションやブランディングを考えた場合、欧
米企業はすでにこれらを具現化している企業が
多いことがわかる。

1　日系BtoB企業のブランドイメージ（中国のエンジニアに対する調査：有効回答数434件）
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　グローバル展開において、一般的に「欧米企
業は日本企業より現地（ローカル）化が進んで
いる」と言われることが多い。確かに多くの地
域や国で現地化をうまく進めているケースが多
いのだが、その“現地（ローカル）化”の考え方
と意味が日本企業と異なることがお分かりいた
だけたのではないかと思う。それは一言でいう
ならば、「各ローカルに徹底的に任せる領域と
本社が主導する領域を混在させ、有機的に組み
合わせる」のが欧米のローカル化であり、日本
企業のローカル化は「現地に移管してゆく」こ
とであると言える。
　そして「グローカル」視点でマーケティング・
コミュニケーションを考えた場合、欧米スタイ
ルの「ローカル化」の検討が、今後日本企業に
も必要になると思われる。

3：グローカル戦略のためのポイントと方法

　日本本社側の視点でグローカル戦略を具現化
させるポイントといくつかの方法論を考えてみる。

① �BtoB マーケティング（コミュニケーション含

む）の知識�＞�ローカル知識

　最も重要な考え方として、各ローカルの特性
や知識よりも、マーケティングやコミュニケー
ション・ブランディングの知識やナレッジの方が
優先されるべきである。地域や国により、市場
規模や競合状況、自社のおかれる STP（Segment, 
Targeting, Positioning）や認知度はもちろん、各
国の政治体制、国民性さらには宗教まで異なる。
しかし、特に BtoBの場合、大局的な視点での
購買プロセスやターゲット・セグメンテーショ
ンの考え方、ブランドを構築するプロセスなど
は国ごとに大きく変わるわけではない。例えば
BtoB財の購買意思決定において比較的トップ
ダウン傾向が強い中国であっても、半導体であ
れば実質的なターゲットは電子設計のエンジニ
アであり、それ自体が日本と異なるわけではな
い。広告を検討する場合、ターゲットのメディ
アへの接触状況や傾向は世界共通でオンライン
指向である。

2　欧米BtoB企業のブランドイメージ（中国のエンジニアに対する調査：有効回答数434件）
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　つまり、「グローカル」という概念で考えた
場合、各地域・ローカルの特異性を意識する前
に、共通性を考える事が一番大切なコンセプト
である。先述の 1で触れたように、多くの日本
企業の現実はこの真逆の発想になっているた
め、この部分の考え方を変える必要があり、そ
の優先されるべきナレッジや知識は、本来日本
本社が一番保有しているはずである。
②「セントラル機能」として、本社がリードする

　コミュニケーションやブランディング活動等
の側面に限って言えば、グローバル戦略におい
て本社が明確な方針と戦略を持ち、その上で各
地域・ローカルの特性や意見を十分反映した展
開を行うということである。これは予算の負担
や権限が本社、現地のどちらにあるかに関係な
く実施されるべきであり、例えば現地が予算を
負担する場合でも、「金は出さないが口は出す」
をすべきである。
　先にも述べたが、現地法人はマーケティング・
コミュニケーションやブランディングのプロがい
ないケースが多い。実際に各社の現地法人と話
をする中で、日本本社からの戦略面での支援を
期待する声は多い。「グローカル」を実現させる
には、日本本社がグローバルのセントラル機能
として、戦略面でリードすることが不可欠となる。
③�そのために本社が各地域・ローカルの知識を

持つ

A：グローバルの共通項の情報を持つ

　例えば中国。中国は日本本社が最もよく分か
らない国の代表として言われることが多いが、
広告活動を例にすると、BtoB企業に必要な専
門メディアの特性や位置づけ、分類、メディア
の形態は日本とほとんど変らない。そしてこれ
は中国だけでなくほぼ世界共通の傾向である。
「どのメディア・ビークルが一番パワーを持っ
ているのか？」は、当然国ごとに異なるが、こ

れらの情報が必要なのは、広告キャンペーンの
立案で言えば最終段階のプロセスの話であり、
これらの細部情報がなくてもメディア戦略は立
案できる。このようなグローバル視点での共通
項は BtoBマーケティング、ブランディング領
域では多いため、グローバルレベルでの共通項
をセントラル（本社）側でしっかり持つことが
ポイントとなる。
B：数値で客観的な情報を持つことの重要性

　最も重要であるにもかかわらず、日本の
BtoB企業が最も弱い部分の一つ。セントラル
（本社）側がマーケティングやコミュニケー
ション、ブランディングに関する状況を客観的
な数値として持っていないケースが多い。
　つまり、リサーチに関しての投資に消極的な
事が「グローカル化」のために本社がセントラ
ルとしてのポジショニングを高められない原因
となっているということだ。
　皆さんは自社のブランド認知度や各製品・事
業に対するブランド想起率を、調査された具体
的な数値データとしてグローバルレベルでお持
ちだろうか？「海外ではブランド認知が低いの
で高めたい」という課題を持つ企業は多く、実
際に BtoB企業は海外では驚くほど認知度が下
がる事も事実である。しかし、「現在の（例え
ば中国での）認知度は何パーセントですか？」
と聞くと、最も原始的な企業認知度でさえ数値
データとして持っている企業はほとんどない。
これが、グローバル戦略において本社がセント
ラル機能としてリードできない原因の一つであ
り、今後の最重要ポイントとなる。
　日本企業の場合、日本市場を基準として考え
ると海外ではブランド認知度は必ず下がる。ま
た、ある程度社名自体は知られていても、正確
な事業内容や技術・製品などが認知されていな
い、またはその国で中心となる事業と全く別の
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もので認知されてしまっているなどのケースが
非常に多い。これらの状況を客観情報として把
握していなければ、グローバル・ブランディン
グの成功はないと言えるだろう。
　グローバル・ブランディングとは、例えば広告
展開で言えば、世界中に同じ内容・イメージの
広告を世界共通のメディアを使って展開する事
だけではない。企業戦略・事業戦略上の重要エ
リアとそうでないエリアでは認知度のKPI（Key 
Performance Indication）も変わる。また、地域・
国により重点事業が異なることもBtoB企業には
多いため、広告のテーマ自体を変える必要もある。
つまり、エリアにより想起率を高める必要のある
事業や製品も異なる場合がある。その結果、予
算の投入規模もエリアにより変える必要が出て
来る。これら、戦略的かつ真のグローバル・ブ
ランディングを展開するには、グローバル各エリ
アで共通した指標に基づく数値データで客観情
報として把握する事が不可欠である。そもそもコ
ミュニケーション効果の指標として、今、盛んに
求められているKPI自体、その基となる数値が
なければ設定すらできないはずである。
　余談になるが、日本企業のグローバル展開に
おいて、本社のリーダーシップに対して最も手
こずるエリアは中国やアジアではなく、実は欧
米である事が多い。特に北米の現地法人には、
マーケティングやコミュニケーションのプロ
フェッショナルが既にいて独自で展開してお
り、日本側がほとんど関与してない日本企業も
多い。さらに、マーケティングやコミュニケー
ションに関する理論やテクノロジーは、北米が
世界をリードしている事も多く、しかも今や北
米が先駆者のオンライン・マーケティングの時
代である。
　そのため、グローバル・ブランディングなど
の展開で、日本側がセントラル・リーダーとな

り、北米にも歩調を合わせることを要求する事
は意外にタフである。アメリカの市場について
アメリカ人とロジックだけでディスカッション
しても、残念ながら日本人が優位に立つことは
現実的に難しい。そのアメリカを唯一説得でき
るのが、“数値データ”である。
　これからのグローバル・ブランディングや
マーケティングは、企業のグローバル・バ
リュー・チェーン戦略と同調して実施する必要
性が増々高まる。欧米とアジアをつなぐブラン
ディング展開が不可欠となるため、マーケティ
ング先進国である国々の現地法人を同調させる
ためにもコミュニケーションやブランディング
の数値化は、「グローカル戦略」において不可
欠であることを再度認識したい。
④�現地の意見を聞き過ぎない、「ローカル化」の

集合体にしない

　①～③ までのポイントはすべて密接な関連
を持っているのがお分かりだと思うが、各地域・
国ごとの展開を“点”の活動にしないことであ
る。グローバル・サプライチェーン・バリュー
チェーンとは線であるため、コミュニケーショ
ンやブランディング戦略もグローバルを線で結
ぶ必要がある。そのためには現地の意見を聞き
過ぎないこともポイントである。

※�但し、ここで言う現地とは、ローカル社員の個人的意見
を聞き過ぎない、と言う意味であり、現地法人の責任者
や駐在員等、プロフェッショナルとは密接な情報交換は
当然必要。

4：�「グローカル」におけるローカルの特異性・
特色

　ここまで、「グローカル」における共通性と
グローバル・セントラルとしての本社のリーダ
シップの必要性を強調して述べてきた。しかし、
現実的にはグローバル展開において、各地域・
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国の特異性や傾向は当然異なる。
　最後に、「グローカル化」において共通化し
てはいけないポイントを広告や PRなどのコ
ミュニケーション展開を念頭に挙げてみる。
● メッセージ、表現

　主にクリエイティブ面である。今でもグロー
バル広告キャンペーン等において、日本で投入
されている広告を各国の言語に翻訳して展開し
ているのを見かけることがあるが、これは効果
に大きな疑問があるばかりでなく、地域や国に
よっては危険なリスクになる場合もある。
•  例えば ITや電子などのハイテク市場の場合、
国により技術トレンドの温度差や傾向が異な
るため、日本での技術トレンドがイコールで
海外のトレンドではない。
•  写真、キャッチフレーズなどの言葉・文字自
体の意味が全く変わってしまう事が多い
•  例えば中国の場合は根底にある反日、中東や
アラブ、東南アジアなどでは宗教などの要因
　 を考慮しないと思わぬリスクになる危険性が
ある。

● 最終的に選定するメディア・ビークル

　何度も述べているが、BtoBの場合、広告展
開などにおけるメディア戦略の基本的な方向は
グローバル共通で考えることが可能だが、最終
的に選定するビークルはもちろん地域・国によ
り大きく異なる。グローバル視点で BtoB企業
が利用するメディア・ビークルを見た場合、総
体的にローカルのメディアが強いパワーを持つ
傾向にある。かつては専門メディアやビジネス
経済メディアでもグローバルにリーチする事を
特長とするメディアも存在したが、現実的には
それらのメディアも本国以外では影響力が高く
ないことも多く、減少傾向である。
　グローバルでの広告展開の効果を高めるに
は、各地域・国のローカル毎のメディア・ビー

クルを把握していることが必要で、ここに各現
地ローカルとの密接な情報共有が必要になる。
ちなみに日本のメディアは完全に日本ローカル
のものがほとんどであり、グローバル・ブラン
ディングにおいて海外でも共通して使えるもの
は、BtoB企業が活用対象とするメディア・ビー
クルとしては基本的に存在しない。
● その他、地域・国による相違があるもの

•  PRの位置づけや活動手法、特にメディア（プ
レス）・リレーションに対する考え方。
•  展示会以外のイベント活動の位置づけや効果。
•  WEBサイトの役割や活用のされ方、必要と
なるコンテンツ。特に新興国では共通して特
異性が出やすい。
•  ソーシャルメディアの BtoBにおける活用度
合い。
•  オンライン・マーケティング、特に最近話題
となっているMA（マーケティング・オート
メーション）の手法や効果。
　今回は「グローカル」をテーマに、コミュニ
ケーションやブランディング展開における現状
や課題、ポイントなどの基本事項を書かせてい
ただいた。「グローカル」そのものは、当然、マー
ケティング・コミュニケーションだけに関する
言葉ではなく、経営マネジメントから製品の開
発・製造、営業戦略～マーケティングまで幅広
い領域へ適用される概念である。
　冒頭でも書いた通り、今回は筆者である私の
限られた経験を基に書いた記事であるため、誰
もが納得する客観理論に基づくものではない部
分も多いと思うが、言い換えれば、BtoB企業
である皆様の身近な現実に触れたつもりであ
り、日本企業が欧米企業や各地域のローカル企
業との競争に打ち勝つためのコミュニケーショ
ンやブランディング活動におけるヒントになれ
ば幸いである。


