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Green Brands Ranking の発表

‘Brands have the power to change the world’

そこで、インターブランドは、新たな観点から、ブランドの環境

(ブランドには世界を変える力がある)

評価を行うことにした。すなわち、単純に“そのブランドは環境

-これは、私たちインターブランドが掲げているブランド・ビジョ

活動に積極的であると思うか”ということのみを評価するので

ンである。

はなく、そのブランドの環境評価を、企業の環境活動の実態

インターブランドは、過去 10 年にわたり、Fairtrade や GE な

（環境パフォーマンス）と生活者の環境イメージ（環境パーセプ

どに対して、コーポレートシチズンシップについてアドバイスを

ション）とに分けて評価するということである。

してきた。それらの取り組みを通し、私たちは、企業の社会貢
献とは、単なる“良い行い”にとどまらず、その利益はリスクに
勝る“賢明な行い”であると考えている。
このたび‘Brands have the power to save the planet’と
いうコンセプトのもと、‘グリーンブランド’のグローバルランキン
グ“Best Global Green Brands 2011”を発表した。環境に
影響力の大きいブランドが、より‘Green’になることで、また環
境経営の「実践」に優れるブランドが、環境ブランドとしてのイメ
ージをさらに高めることで、それぞれの環境ビジネス、そのブ
ランド価値が拡大していくことを後押ししたいと考える。
なぜ今、“グリーンブランド” なのか?
企業の社会貢献の中で、“環境活動”は、おそらく最も生活者
の“目につき”、企業が“訴求しやすい”ものであると同時に、成
果を出すことが最も難しい活動である。生活者やその他のス
テークホルダーは、企業の環境コミュニケーションとそれが実
際の環境活動に基づいたものなのかを次第に正しく判断でき
るようになってきている。これには、インターネットやソーシャ
ルメディアなどが大きく寄与しており、いずれは購買選択にも
少なからず影響すると思われる。しかし、こうしたメディアの発
展の中で、環境活動の実態は優れていても、消費者の認知が
それを反映しないというケースもありうる。これは、いつの時代
でも環境活動の実態と生活者の認知の間にズレが生じるため
である。
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Best Global Green Brands の評価手法
評価対象は、インターブランドの“Best Global Brands”にラ

一方、｢環境パーセプション評価｣では、経済規模の大きい上位

ンクインしているブランドとした。これらのブランドはグローバ

10 カ国の生活者を対象に、インターブランドのブランド力評価

ルな観点から影響力が大きいと考えられるためだ。ただし、

のうちの社外の取り組み評価項目に基づいて、企業の環境活

環境活動は企業としての活動であるため、Marlboro や

動に対する評価を調査した。（対象者は無作為抽出による 20

Budweiser 等、純粋なプロダクトブランドは対象から

〜64 歳の男女、各国 1,000 サンプル）

除外した。
インターブランドによる“ブランド力”評価では、その企業の社
内外の取り組みを評価している。今回の評価では、社内の取り
組み評価が｢環境パフォーマンス｣評価であり、社外の取り組
み（生活者のイメージ）評価が｢環境パーセプション｣評価に相

Authenticity(信用力)：環境コミュニケーションが
どれだけ信用されているか
Relevance(適合性)：下記の 5 つの環境活動が
どれだけ生活者のニーズに合っているか

当する。

① 製品・サービス、

｢環境パフォーマンス｣評価では、以下の 6つの項目について、

② オペレーション、

合計 82 の指標で評価している(カッコ内のパーセンテージは

③ リサイクル、

各項目の評価ウエイト)。

④ 環境保全・支援活動、
⑤ 環境リーダーシップ

ガバナンス(12.5%)：
｢環境方針｣を自社の経営に取り入れているか
ステークホルダーの関与(12.5%)：環境経営の
一環としてステークホルダーに関与しているか
オペレーション(30.0%)：
事業活動において環境経営を実践しているか
サプライチェーン(10.0%)：サプライチェーン
(供給プロセス)で環境経営を実践しているか
運送と輸送(5.0%)：輸送・物流過程で環境経営を

Differentiation（差別性）：環境コミュニケーションに
どれだけ差別性があるか
Consistency（一貫性）：環境コミュニケーションに
どれだけ一貫性があるか
Presence(存在感)：環境活動にとれだけのプレゼンス
(市場での存在感)があるか
Understanding(理解度)：環境活動がどれだけ生活者の
理解を得られているか

実践しているか
製品とサービス(30.0%)：製品・サービスのポート
フォリオを環境指標で管理しているか

上記の 6 つのブランド力評価指標を合算した｢各国スコア｣を、
調査対象10カ国GDP構成比で加重平均して、最終的な｢環境
パーセプションスコア｣を算出した。

「環境パフォーマンス」評価指標は、公平を期するため、できる

｢環境パフォーマンス｣と｢環境パーセプション｣のスコア統合に

だけ業種の違いを超えて適用できるように設計されている。企

際しては、｢環境パーセプション｣が｢環境パフォーマンス｣を上

業によっては、複数の業種にまたがって展開していたり、委託

回る場合は、両者のギャップの大きさを勘案してスコアをディ

生産している場合もあるが、その場合の調整も考慮に入れて

スカウントした。結果的に、｢環境パーセプション｣と｢環境パフ

いる。評価に当たっては、アニュアルレポートや環境報告書、

ォーマンス｣の評価のバランスが取れたブランドが”グリーンブ

カーボンディスクロージャー/ウォーターディスクロージャーへ

ランド”として高く評価されている。

の回答書などの公表データや、3000 社の各種環境データを
含むデータベースである Thomson Reuter の ASSET4 をベ
ースとしている。
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「環境パーセプション」調査について
【実施国】

アメリカ・日本・中国・ドイツ・フランス・イギリス・イタリア・ブラジル・スペイン・インド（10 カ国）

【対象者】

無作為抽出による一般生活者 20〜64 歳の男女、各国 1,000 サンプル（計 10,000 サンプル）

【調査方法】

Web 調査

【調査時期】

2011 年 5 月

「環境パフォーマンス」評価について
【評価リソース】 各企業発表の以下の各種レポート類
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（財務データ）

フィナンシャルレポート、アニュアルレポート、ファクトブック 等

（環境データ）

CSR レポート、環境報告書、カーボンディスクロージャー/ウォーターディスクロージャーレスポンス

【評価時期】

2011 年 5 月

Best Global Green Brands の結果

Toyota（1 位）は 1997 年の Prius 発売以来、各国の生活

例えば、McDonald’s （45 位）は、エコパッケージやリサイ

者における｢環境パーセプション｣評価が高いだけでなく、｢環

クルなどで生活者の｢環境パーセプション｣評価は高いが、｢環

境パフォーマンス｣の評価も高く、総合で第 1 位を獲得した。第

境パフォーマンス｣評価は、この水準を 28 ポイントも下回って

2 位の 3M も、1975 年には早くも環境方針を導入し、その後

いる。逆に、L'Oréal （15 位）は、「環境パーセプション」評価

も継続的に環境活動に取り組んでおり、Siemens（3 位）は、

よりも「環境パフォーマンス」評価の方が 23 ポイントも高くなっ

近年、再生可能エネルギー事業に注力しているなど、上位3ブ

ている。

ランドは｢環境パーセプション｣と｢環境パフォーマンス｣の双方
の評価が高いものになっている。

環境経営の実態以上に生活者の“グリーンイメージ”が先行し
ているケース、逆に先進的な環境対応を軸とした事業活動に

トップ 10 にランクインしたブランドのうち 5 つは、アメリカのブ

取り組んでいながら生活者からその認知があまり高くないケー

ランドである。アメリカに次ぎ、日本からは Toyota（1 位）、

ス、それぞれに活動の実態とそのイメージ形成の‘バランス’に

Honda（7 位）、Panasonic（10 位）の 3 つのブランドがラ

問題があると言うことができる。“グリーンブランド”としての価

ンクインし、Siemens(3 位)、Volkswagen（6 位）の 2 ブ

値を向上させるには、生活者の抱く“グリーンイメージ”と自社

ランドがランクインしたドイツを上回る結果となった。さらに、ト

の環境への取り組みの実態を正しく把握した上で、環境活動

ップ 50 には、Sony（18 位）、Canon（28 位）、Nintendo

に関する情報発信をブランド戦略の中に明確に位置づけ、マ

（43 位）が名を連ね、｢環境｣の分野において、日本ブランドが

ネジメントしていくことが必要である。

世界をリードしていることが示されている。
Best Global Green Brands の詳細については、下記より報
また、多くのブランドにおいて、｢環境パフォーマンス｣と｢環境

道資料をご参照ください。

パーセプション｣の評価の結果に大きなギャップがあることが

http://www.interbrandjapan-seminar.info/index.html

明らかになった。両者のギャップが 10 ポイント以上あるもの
は、発表した 50 ブランドのうち 22 ブランドとなっている。
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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最大のブラ
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。

‘Creating and managing brand value’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イティブ、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エンゲージメ
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。

そのような背景の中、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。
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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
エグゼクティブディレクター
中村 正道
T

03-3230-1075

F

03-3230-8772

www.interbrand.com/jp
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