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ＭＣＣメンバーも世話になったものだ 

２０００年１月ＭＣＣ発足時 

 

 

２００６年５月ＭＣＣ最盛期 

 

 



創業者はマイケル・デル 

• Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓ．Ｄｅｌｌ（５０
才） 

• 1965年2月23日、テキ

サス州ヒューストンで、
ユダヤ人歯科医師の父、
株式仲買人の母を持つ
裕福な家庭に生まれた。 

 



世界一のパソコンメーカー 



• 非公開企業（ 2013 – 10- 29株式非公開化）  

• 本社所在地 テキサス州ラウンド・ロック 

• 設立 1984年 

• 代表者 マイケル・デル（会長兼CEO）  

• 資本金 89億1千7百万ドル 

• 従業員数 109,400 人  

• 売上高 620億ドル（５兆８千億円） 

         上記数字は 2012-2-3時点のもの 

 

 



云わずと知れたパソコンの大メーカー 









栴檀は双葉より芳し・・・・ 

１２歳、切手競売業者の注文を受け
てからその切手を見つけて販売する
手法で２千ドルを稼ぐ 

 

１５歳、新婚家庭、新築家屋の住人に
絞ってヒューストン・ポスト紙の購読販
売に成功１万８千ドルを稼ぐ 
 



１８歳、Ａｐｐｌｅ-2のグレードアップ請負で稼ぎまくる 



早々にパソコン販売会社を創業 

• 当初、外科医を志して
テキサス大学オース
ティン校に入学した。 

• しかし大学在学中の
1984年、学生寮の自室
で「PC's Limited」という
名の会社を興した。 

• 当時19歳、設立資本金
は1000ドルであった。 

• 大学は中退してしまう。 

 

http://www.sophia-it.com/content/PC


アッと云う間に大成功・・・ 

• １９８４年２４歳、ＮＡＳＤＡＱに上場を果し、 

• Ｄｅｌｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ Corporation と社名を変更 

• １９８８年Ｆｏｒｔｕｎｅ500社に名を連ねる急成長 

• ２００３年社名を Dell, Inc とする 

• 2002年の売上高は3兆5000億円、純利益は
2000億円以上となった。 



デルコンピューター三つの黄金律 

 

 在庫を敵視すべし  

 
 常に顧客の声に耳を傾けろ  
 

 間接的な販売は絶対にやるな  
 



ＤＥＬＬの広告は傍若無人！ 

「あら探しの好きな方、わがままな
方、やっかいな質問をする方に申
し上げます。 

ありがとうございます、これからも
そのままで、よろしくご愛顧のほ
ど」 



ＤＥＬＬの市場戦略 



ＤＥＬＬ モデルが有効な業界は 







ショウルームは小さいものだけ 



デル・モデルの発展 



１９９１年２６才で年間７億ドルの売り上げ達成 



更に破竹の勢いで伸び続ける 



数々の受賞はＤｅｌｌの活躍を物語る 

• 1986年～1991年"Entrepreneur of the Year"—学生企業家協会 

• 1991年"Gold Award"—「Wall Street Transcript」誌 

• 1992年"Man of the Year"—「PC Magazine」誌 

• 1993年"CEO of the Year"—「Financial World」誌 

• 1995年"Gold Award"—「Wall Street Transcript」誌 

• 1997年"The Most Admired CEO"—「BusinessWeek」誌 

• 1999年"The Top 25 Managers of the Year"—「BusinessWeek」誌 

• 2001年"Chief Executive of the Year"—「Chief Executive」誌 

• 2002年"The Best Managers of the Year"—「BusinessWeek」誌 

 



世界の６ヶ所に生産拠点を持つ 





大連のサポートセンター 



チュウゴク人サポートは評判を落とした 



今や宮崎のセンターが日本向けの中心 







パソコンメーカーのトップに 





決算内容はＤＥＬＬがダントツ 



 
だがパソコン業界に翳りが出始める 

 





１９９０年代トップだったＣｏｍｐａｑは 
２００２年ＨＰに吸収合併された 



ＩＢＭはＰＣ部門を中国レノボに売却 



ソニーＶａｉｏも消え去った 





残った２社も苦戦を免れない 

 

 



時代はスマホ一色に変わったのだ 





ＤＥＬＬの業績伸び悩みは歴然 





ＤＥＬＬの成長戦略に欠如していたのは 

   最近注目を集めている３つの成長分野 

 モバイル（スマホ，タブレット） 

 クラウド（SaaS） 

 ソーシャル（SNS ）  

 



 
 

Dellはパソコンやサーバーに加えて 
  

次々に買収による新分野への拡張
路線を図る 

 
• ストレージ（米EqualLogic） 
• ネットワーク機器（米Force 10 Networks） 
• セキュリティ（米SonicWALLや米SecureWorks） 
• ソフトウエア（米Quest Software） 
• ソリューションサービス（米Perot Systems） 
  

 



ＤＥＬＬの表芸ＰＣはかなり減って来た 



しかし、それでもデルの株価は 
６０ドルから１４ドルに下落！ 



 
苦境の２０１３年１０月DELLの決断は 

MBO（Management Buyout) 
 



DELLは株式非公開へ 



 
そして－ＩＴ業界最大の買収劇 

Dellは2015年10月12日EMCの買収を発表 
  

• 米Dellが生き残りをかけて、米EMC
を670億ドル（約8兆円）で買収すると
発表した。 

• 買収後の売上高が800億ドル（約9
兆5000億円）を超える 

  









新生Dellは、世界最大規模の企業向け
ハードウエアメーカーになる。 



ＥＭＣとは 

• EMC Corporationは、アメリカ合衆国マサチュー
セッツ州ホプキントンに本社を置く世界最大のス
トレージ機器開発企業。 

• 情報管理ソフトウェアの開発にも注力している。 
企業向け製品として、ディスクアレイ装置やスト
レージ管理ソフトウェアを製造。 

• 主要製品は、大規模データセンターなどでよく使
われているストレージエリアネットワークの基盤
となる Symmetrix である。また、CLARiX はEMCが
データゼネラルを取得した際に製品として追加さ
れた。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Symmetrix&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=CLARiX&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB


社名の由来は・・・ 

• 1979年創業。 

• 創業者は Richard Egan と Roger Marino で、彼ら
の姓のイニシャルの E と M が社名に入っている。
残る2つの C は、創業前に離れて行ったパート
ナーのイニシャルと、Corporation の C である。 

• 当初はメモリボードを製造していたが、その後
ディスク装置へと事業を拡大し、は革新的で大
型のストレージ装置によって業界トップに躍り出
た。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1979%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1979%E5%B9%B4


これとは無関係―偶然の符合？ 



売上２４４億ドル、従業員７万人 



ＥＭＣも巨大企業なのだ 



ＥＭＣの主力商品は 

   Ｃｌａｒｉｏｎ    Ｓｙｍｍｅｔｒｉｘ 



• VMware, Inc（ヴイエムウェア）は、コンピュータの
仮想化用ソフトウェアを製造・販売する、アメリカ
カリフォルニア州に本拠を置く会社、および同社
のソフトウェア製品。 

• 製品には用途や想定ユーザによって、VMware 
Workstation Pro、およびVMware Workstation 
Player、VMware ESX、VMware ESXi、VMware 
Infrastructure、VMware Serverなどがある。 

• いずれもx86およびx64プロセッサを搭載するコン
ピュータで動作する仮想マシン環境構築用のソ
フトウェアである。 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E6%83%B3%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/X86
https://ja.wikipedia.org/wiki/X64
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E6%83%B3%E6%A9%9F%E6%A2%B0


ＶＭＷａｒｅ，Ｉｎｃとは 

• 設立   １９９８年 
• 本社所在地 カリフォルニア州パロ・アルト市 
• 代表者 Paul Maritz (President & CEO) 
• 売上高 60億ドル 約7,200億円（2014） 
• 営業利益 10億ドル 約1,200億円（2014） 
• 総資産 75.9億ドル 約9,108億円 
• 従業員数 18,000 
• 2004年1月にＥＭＣよって買収された。 EMCはVMware
の株式の81％を保有しており、買収発表前のVMware
の株式時価総額は361億ドル。その81％は292億ドル
となる。  
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Maritz
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Maritz


•  今後はさらに、EMCのストレージに加えて、
EMCの子会社である仮想化ソフトのVMware
や、情報セキュリティの米RSA、データウエア
ハウスやPaaS（Platform as a Service）の米
Pivotal Software、垂直統合ハードの米VCE、
クラウド管理サービスの米Virtustreamが加わ
る 

 



ＤＥＬＬはITインフラストラクチャーに関連するあ

らゆるハードとソフト、そしてパソコンを販売する
という他には無い総合的なITベンダーになる 



世界の巨大ＩＴ企業（売上高比較） 

 

• Apple    1827億9500万ドル  2014年9月期 

• Microsoft   935億8000万ドル    2015年6月期 

• IBM           927億9300万ドル    2014年12月期 

• 分割前HP   1114億5400万ドル     2014年10月期 

 

• Dell+EMC    800億ドルを超える見込み 



ＱｕｏＶａｄｉｓ，Ｄｅｌｌ+ＥＭＣ 





何となく解ったような！！？？？ 


