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ブランドを取り巻く環境は大きく変化 
ブランドアイデンティティの再構築が求め
られている 
 
 

世界的不況も景気の底を打ったとも言われ、日本経済もやや回復の兆
しが見られる。しかし、別の指標では日本の経済はバブル崩壊後ほと
んど成長していないと日本の将来を危惧する指摘もなされている。一
方、中国は今年度の経済成長予測は10％を超えるとの予測で、日本に
代わってGDP 世界第2 位になりつつあり、世界経済に大きな影響力を
強めつつある。中国の驚異的な成長だけでなく世界のあらゆるところ
で経済構造が大きく変わりつつある。さらにエネルギー・環境・人口
問題、この変化は、100 年に一度どころではなく産業革命以来の社会
全体の大変革とも言われている。日本のブランドを取り巻く環境とし
ては、上記に加え、もう一点大きな変化がある。それはグローバル化
である。日本は成熟社会であり、業界を問わず成長するためにはグロ
ーバル展開が必須条件であることは言うまでもない。 

経済、社会が変われば消費者の意識も大きく変わる。最近、いわゆる
「高級ブランド」好きであった女性と話したが、彼女は最近ほとんど
デパートに行かなくなったそうである。もっぱら H&M、ZARA や
UNIQLO で安価なもの買っているとのこと。彼女は 30 代前半で専門
職についており職業的な不安はないそうであるが、「最近、デパートや
高い専門店で買物をするのはなぜかいけないような気がする、我慢し
ているわけでもない、別に私は失業しそうなわけでも給料が下がった
わけでもないのになぜだろう？」と語る。いつの間にか大きく意識が
変わっているらしいのである。 

UNIQLO は相変わらず順調で、その web でうたっている「ユニクロ
は、あらゆる人が良いカジュアルを着られるようにする新しい日本の
企業です」という考え方が実現されつつある。一方、バブル経済崩壊
後の90 年代の不況時でさえ、売上を伸ばし続けてきたヨーロッパの高
級ブランドはやや苦戦しており、銀座や表参道に次々にオープンして
いたショップも最近は出店計画の取り止めが相次いでいると報じられ
ている。 

また、日本を代表する産業である車と消費者の関わりも大きく変わり
つつあり、電気自動車やハイブリッドカーなどが話題に上っている。
現在の消費者のハイブリッドカーに対する意識は、5～6 年前のそれと
は別次元の印象を受ける。意識というより価値観が大きく変化しつつ
ある。当然、消費者とブランドとの関わりも大きく変わり、その変化
は今後もますます加速していくことになると思われる。 

では、ブランドはどのように変わっていくべきなのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

変わることは簡単だが、より良く変わることは難しい 

より良く変わるためにブランドアイデンティティを見つめ 

直す必要 

時代が変化し、価値観が変化する、それに合わせてブランドも変化し
ていかなければならない。何でも変わればいいというわけではないが、
何もしないことは「衰退という変化」を招いていることにほかならな
い。しかし、めまぐるしい状況に対処するだけの変化では、自身の本
質的な価値を見失い、むしろアイデンティティクライシスを起こして
ブランドそのものが崩壊しかねない。 

ではより良く進化していくためにはどうすれば良いのだろうか？ 私
は様々な変化に対応するというより自ブランドが変化をリードしてい
かなければならないと考える。そのためには、まず、自ブランドを見
つめ直しブランドアイデンティティを再確認することが緊要である。 

ブランドアイデンティティの再構築は、そのブランドの考え方・ある
べき姿を明確にし、それを他者にも正しく認識してもらうことが前提
となる。つまり、まず自ブランドのコンセプト、提供価値が明確か、
それは顧客や社会にも正しく認識されているかを検証することから始
まる。再構築の場合は、ゼロからすべてをつくるわけではない。今ま
で蓄積してきた独自の、そして素晴らしい価値があるはずである。そ
のブランドの DNA や存在意義、継承していくべき独自の価値は何か、
一方、未来のために変えなければならない、新しくつくらなければな
らないものは何か？ それらをきちんと評価・検証し、継承して育て
るべきものと将来に向かって変えなくてはならないものを見極めるこ
とが大切である。その際に、顧客や人々、社会との関係性の中で位置
づけて考えることを忘れてはならない。 

検証のポイントはブランドの考え方・あるべき姿、その象徴として表
現されたブランドネームやブランドシンボルをはじめとするアイデン
ティティエレメント、そして人々がブランドを認識するタッチポイン
トの媒体や表現などである。それらを評価し、課題を明確にして変化
の方向性を見出していくことが求められる。 
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ブランドアイデンティティと 

ブランドの進化 

 

 

 

ここで、ブランドアイデンティティ構築の歴史を少し振り返ってみる。
経営として戦略的にブランドアイデンティティを確立したのは、IBM

と言われている。1950 年代、経営者トーマス・ワトソン Jr.は「Good 

Design is Good Business」とうたい、ブランドシンボルを中心に様々
なアイテムを戦略的にデザインした。ブランドシンボルのデザインは
ポール・ランドが担当した。その後も時代の価値観とともに、考え方
がアイデンティティエレメントやタッチポントなどに表現され、ブラ
ンドとして進化し続けている。現在のブランド価値は、2009 年の Best 

Global Brands 100 では第2 位という高い位置にある。 

ブランドアイデンティティの概念は日本ではかなり遅れてCIとして導
入された。特にクローズアップされるようになったのは、1980 年代に
入ってからである。バブル経済による好況も後押しして、認知度アッ
プのために社名やロゴの一新を図る大手企業が相次いだのは周知の通
りである。多くの企業で全社的に取り組み、素晴らしいブランドシン
ボルも数多く開発された。その大半が現在でもそのブランドの象徴と
して使用されている。 

しかし、一度ブランドシンボルを開発しCIマニュアルがつくられた後、
そのままの状態であるケースもしばしば見られる。継続的に検討され
て進化しているケースは少ないと思われる。残念ながらいつのまにか
本来目指したあるべき姿とズレてしまったり、考え方と表現にギャッ
プが見られたり、まして最近の大きな変化には対応出来なくなってい
るブランドも多いと思われる。冒頭述べた大変革の時代である現在、
ブランド価値を向上させる本来のブランドマネジメントをする上でも、
ブランドアイデンティティの再構築が必要となっているのである。 

 

 

ブランドアイデンティティはどのように 

進化させていくべきか 

 

 

より良く変化するためのブランドアイデンティティの事例を見てみる。
先に述べたようにブランドシンボルは、ブランドアイデンティティの
コアとなる重要な要素であり、それ自体の進化は効果的にブランドの
進化をリードする。しかし、それだけでブランドの一貫性を確保しつ
つ、変化・進化を十分に伝えることは出来ない。ブランドシンボル以
外のスローガンやグラフィック要素などのアイデンティティエレメン 

 

 

 

 

 

 

トの活用やブランドの世界観を伝えるためのトーン＆マナーなどの方 

法も駆使して効果的に進化を表現する必要がある。以下にいくつかの
進化の方法を挙げる。 

1）ブランドシンボルは基本的にそのまま継承し、新たな考え
方を表現する。 

先に紹介した IBM はブランドシンボルの基本的造形をそのまま継承し
つつ、新たな考え方を打ち出している。「『Smarter Planet』 -2009

年、IBM は、環境、エネルギー、食の安全など、地球規模の課題を IT

の活用により解決し、地球をより賢く、よりスマートしていくという
コーポレートビジョンを提唱しました」(同社の web より引用) 。こ
の考え方を伝えるために図形シンボルとしても表現されている。 

また、GE もブランドシンボルはそのままで、Ecomagination という
スローガンを掲げ、ブランドの新たな、そして重要な要素として環境
問題に取り組む姿勢を明確に表現している。どちらの企業もブランド
に対し従来とは別の次元の提供価値が求められていることに応えてい
る。また変化を自らがリードしていくというビジョンも同時に示して
いる。 

 

 

2）ブランドシンボルを造形的に進化させ、ブランドの進化を
表現する。 

APPLE は、「かじられたリンゴ」というブランドシンボルの原型は継承
しつつ、そのシンボルの表現方法やカラー等を効果的に進化させ、そ
の画期的な商品やサービスの提供と相乗効果で強いブランドを構築し
ている。また、ブランドのアイデンティティエレメントだけでなくあ
らゆるタッチポイントがすべてAPPLEらしくコントロールされている。
APPLE はBest Global Brands 100 では2005 年の41 位から2009

年には20 位と大幅にブランド価値を上げている。 

MINI は、BMW グループとなり、長年愛されてきたプロダクトを一新
した。そして、そのブランドシンボルは、愛されていた旧シンボルの
基本モチーフを継承しつつ、しかし、新しいエキサイティングな MINI
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のシンボルに相応しいものに進化させている。新しいブランドアイデ
ンティティで特徴的な点は、ブランドシンボルやプロダクトだけでな
く、店舗やwebをはじめとしてあらゆるタッチポイントによりMINI

ならではのブランド体験が感じられるようにデザインされていること
である。これらの試みによりMINIは強い独自の世界観を築いている。 

 

 

 

3） 新しいコンセプト、提供価値に合わせてブランドシンボル
を一新する。 

XEROX の場合は、ブランドネームは継承しつつ、今までの「The 

Document Company」 からもっと顧客に近い存在になることを表明
するためにブランドシンボルから一新している。そして、そのブラン
ドの新しい考え方をより強く打ち出すためにコネクターグラフィック
と呼ばれるグラフィックエレメントを様々なタッチポイントに効果的
に展開し、トーン＆マナーをコントロールしている。これによりその
新しい考え方を効果的に訴求することに成功している。 

 

THOMSON REUTERSは2社の合併によるブランディングである。ち
なみに合併によりブランドアイデンティティを構築する場合は、ブラ
ンドシンボルだけでなく社名も一新する場合も多い。しかし、
THOMSON REUTERS のケースではブランドネームは両社の名称を
継承していている。これは、評価の結果 2 社のブランドとも世界的に
知られ、共に高い価値を持っているブランドネームであると判断され
たためである。新ブランドの考え方、提供価値は新しい独自のブラン
ドシンボルに象徴的に、そしてダイナミックに表現されている。 

 

以上、いくつかの事例を見てきたが、各ブランドはそれぞれその役割
も顧客も違い、社会での位置づけも異なる。従って、当然のことなが
らその進化の仕方も様々である。しかし、どのケースも新しい考え方
を何らかのアイデンティティエレメントとして象徴的に表現し、各タ
ッチポイントで一貫性をもって効果的に伝えている。 

 

 

 

顧客や社会との関係性のなかで、 

ブランドは進化し続ける 

 

企業としての志はブランドの原点でありそれがなければブランドアイ
デンティティは成立しない。しかし、企業からの一方的な発信だけで
は強いブランドになることは出来ない。改めて言うまでも無いが、ブ
ランドは企業と顧客をはじめとするステークホルダーがつくるもので
ある。しかし、これからはそれに加えて顧客以外の人々や社会との関
係性も考えた上でのブランドアイデンティティの構築が求められてい
る。自社ブランドのDNA 、独自の価値を一貫して発展させ、顧客、人々
や社会との関係性の中で自社のブランドの位置づけを明確にし、未来
に向けて進化させ続けることが非常に重要である。その進化により未
来にも確固たる存在意義を認められ、顧客や人々との心理的な繋がり
を保ち続けることこそが強いブランドの証なのである。 
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インターブランドについて 

 

インターブランドは、1974 年に設立された世界的な
ブランドコンサルティング会社です。世界 26 カ国、
約 40拠点のオフィスを通じ、世界的に展開している企
業をはじめ、さまざまな組織・団体に対し、ブランディ
ングに関する多様なサービスを提供しています。 
ʻCreating and managing brand valueʼのミッション
のもと、戦略的な視点とクリエイティブの視点の両面か
ら「ブランドを創り、その価値を高め、維持し、評価す
る」という一連のサービスを提供し、クライアントの最
も価値ある資産であるブランドの価値向上をサポート
しています。その事業内容は、ブランド価値向上に向け
た戦略の立案、ネーミングやデザイン開発などのクリエ
ーション、さらにはブランド価値の社内外への浸透・定
着の支援に至るブランドマネジメントまで多岐にわた
っています。 
 
近年、日本企業の多くは、これまで競争優位の源泉と
なってきた品質、技術力、価格競争力などによる差別化
が困難になるという非常に大きな課題に直面していま
す。そのため、新たな競争優位の源泉として、「ブラン
ド」に注目し、その価値を高めることを目的にブランド
マネジメントに積極的に取組まれています。 
インターブランドは 1984 年より世界に先駆けて、企
業の視点（財務）と顧客の視点（マーケティング）の両
面からブランドの価値を金額に換算する手法を開発し、
これまでに 5,000 以上のブランドを評価してきまし
た。さらに、「ブランド価値」の重要性を認識して頂く
ことを目的として、1999年より毎年、全世界のブラン
ドを対象とした“Best Global Brands”を発表していま
す。 
インターブランドについてのさらに詳しい情報は
http://interbrand.com/jpをご覧ください。 

 

Contact us 
株式会社インターブランドジャパン 
東京都千代田区一番町18番地 
シニア・マーケティング ディレクター 
中村正道 
T  03 3230 1075 

F 03-3230-8772 

www.interbrand.com/jp 

木多 弘之  
Kita Hiroyuki 
 
インターブランド・エグゼクティブクリエイティブ ディレクター 
 
コーポレートおよびプロダクトの多数のブランド・アイデンティティ開発の実
績を積み、2000年にインターブランドに参画、デザイン部門の責任者として
さまざまな領域のブランディング・プロジェクトを手掛ける。現在、執行役員
としてマネジメントおよびデザイン業務を統括する。 
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