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About Interbrand
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ヶ国・38のオフィスを通じ、世
界的に展開している企業を初め、様々な組織・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、
クライアントのもっと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
着の支援にいたるブランドマネジメントまで多岐にわたっています。
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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り組まれていま
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まいりました。
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
お問い合わせ
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Past
Present
Future
過去から現在、
そして未来へ
1930年代を記憶されている方は別にして、
ここ1年ほどの経済事象はかつて経験し
たことのないものです。私たちは、株式市場が続落し、主力企業が倒産し、
さらには失
業率が過去最高に達するのを目の当たりにしてきました。
「厳しい年だった」
などとい
う表現では到底済まされない状況です。
ここへきても、
ようやく回復の兆しが見え始
めたに過ぎません。
これが長期的な上昇トレンドの始まりなのか、それとも単なる
一時的な小康状態なのかについては疑問が多く残されていますが、一つだけ確かな
のは、繁栄への道のりはまだ遠く、未知数であるということです。

消費者の観点から見た場合、
目立ったトレンドが 2つあります。それは「信頼できる」
ブランドに対する需要の拡大、
そして社会及び消費者ネットワークの急速なシフトです。
過去30年間にわたる政府や公的機関に対する信頼の低下は、企業、
とりわけ金融機
関に対する不信感と顕著に結びついています。

世界は変化しており、私たちは一斉に優先課題をリセットし始めています。私が記憶
する限り、
こうした変化は間違いなく千載一遇のチャンスをも提供する、実に面白い
時代なのです。

企業の観点から見た場合、責任ある持続可能な活動に対する需要はこの先、増加の
一途をたどるでしょう。私たちが提供しているサービスは、
ひどく使い古された概念の
上に成り立ったものです。
「サステナビリティ」
という言葉は、二酸化炭素排出量から
環境にやさしいパッケージにいたるまで、広範かつ曖昧に使われてきましたが、今後
はインターネットの透明性向上による管理が可能になるでしょう。
これにきちんと対
応してきたブランドや企業は何も隠し立てする必要はありません。

中でももっとも顕著な変化は、企業行動の新しいモラルの基準とそれに伴うリスクの
出現でしょう。
まるで、
日々期待を再定義し、透明性の基準を再設定し、世界中の人々
と対話する能力を高めているかのようです。
そして、企業や個人の言行不一致に対す
る私たちの忍耐は、急速に切れかけています。

最後に競合性という観点から見た場合、困難な市場では、かつてないほど差別化や
付加価値が求められます。購買意欲をそそる魅力的で透明性の高いブランドでなけ
れば、瞬く間に価格競争に巻き込まれることでしょう。
まるで現状では不十分と言わ
んばかりに、経済的実態は急成長市場へのシフトを加速させるのです。

信頼がすべて

一つだけ確かなのは、
この新しいグローバル経済が企業各社にとって好機にもなれ
ば、困難にもなりうるということです。強固な意志があれば生き残るでしょうし、
それ
激変の時代にあっても、
ブランドは持続性と信頼性の強力な源であり続けます。今年
で十分かもしれません。
しかし、
この時期に成長できれば、
それこそがベストなのです。
は各々のブランド、
すべての業種にとって困難な年となりましたが、
ブランド本来の目
的はロイヤリティや長期にわたる嗜好性を生み出すことにあります。
ブランドは不安定
な経済状況下では一定の安心を、
そして繁栄の時代には好機を提供するものなのです。
信頼、許容、透明性、一貫性といった言葉がかつてないほど重要な意味を持っている
ように思われます。
ブランドはリスクを低減しますが、
このリスクこそが現在の状況を
招いた元凶です。経済危機後の環境では、
これまで当然のように思われてきた関係を
見直すようになるでしょう。信頼、許容、透明性、一貫性のような価値を持つブランド
にとっては大きなチャンスに、そしてこうした価値基準に沿って行動していない企業
には大きな脅威となります。

ジェズ・フランプトン

グローバルCEO
インターブランド

新しい責任の時代におけるブランド

どのブランドがニューエコノミーを制するかは誰にも断言できませんが、
当社のBest
Global Brandsの100ブランドはある程度信頼できるものです。以下に続く頁では、
ニューエコノミーで成功を収めるブランドについて、
インターブランドの見解を紹介し
ています。10年の間Best Global Brandsを発表し、40年近くにわたって世界的に有
名なブランドのコンサルティングを務めてきた実績から、
「企業の成功におけるブラン
ドの重要性は年を追うごとに高まっている」
と確信を持って言うことができます。
このト
レンドは歴 然としており、インターブランドは、刻 一 刻と変 化する現 代 社 会で
ブランドがもたらす様々な機会を提示することができます。
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World economic downturn’s
impact on ranking

Best Global Brands vs 世界の株式時価総額合計比較
Best Global Brands Top100
ブランド価値合計

2008

12,138

2009

11,583

-4.6%

（単位：億米ドル）
世界の株式時価総額合計

世界同時不況の影響により、
グローバルブランドのランキングが大きく変動

2008

525,200

2009

-28.2%

377,114

※ 世界の株式時価総額合計：世界証券取引所連盟会員の証券取引所の株式時価総額総計で、各年6月末数値
出典: 世界証券取引所連盟（World Federation of Exchanges members）
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新興国でのブランド浸透に成功している食品業界のグローバルブランド
他の業界のブランドが不況の影響により軒並み価値を下げているが、食品・飲料関連
のブランドは価値を上げている。食関連の事故が起きる中、品質や安全性を重視した
消費者が、
信頼感の高いグローバルブランドを選択することも要因となっているが、
新
興国での成功も大きな要因の一つとして考えられる。
中国とケニアに研究拠点を新設
するなど新興国に集中投資を進めているNestlé
（58位 前年比13％増）
、
米国以外での
売上高が60％を越えるWrigley（51位 前年比10％増）、
アジア市場で成功している
Heinz
（48位 前年比9％増）
、
Budweiser
（30位 前年比3％増）
、
Danone(60位 前年比
10％増)、KFC（61位 前年比3％増）
など、好調な食品・飲料関連ブランドは、着実に新
興国へのブランド浸透に成功している。
本年度のランキングにおいては、
金融関連ブランドがランク外になる一方、
Burger King
（93位）
、
Cambell's
（100位）
など食品関連ブランドが新たにランクインしている。

世界同時不況の影響を大きく受けた自動車ブランド
自動車ブランドでは、TOP10ブランドであるToyota（8位 前年比8%減）
は、初の赤字
決算となるなど世界同時不況の影響を大きく受けた。一方、環境関連の戦略は着々
と進めており、新 Prius の上市など、今後も業界を牽引していくと見込まれている。
Honda（18位 前年比7%減）は、4輪車は不況の影響により大きく売り上げを落とし
ているものの、新興国市場を中心とする2輪車の販売が成長を支えている。大型SUV
やトラックを持たないラインナップは、小型車の需要が増えるグローバル市場の流れ
の中で、非常にアドバンテージとなると考えられる。Lexus（96位 前年比12%減）が、
高級車需要の落ち込みにより大きく価値を落とす一方、Hyundai（69位 前年比5%
減）
は、米国での大型キャンペーンや新車投入により健闘している。
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0
00
5.

不況下においてもブランド価値を高めたインターネット関連ブランド
一方、不況下においてもブランド価値を高めたのは、
インターネット関連ブランドで
ある。Google（7位 前年比25％増）
は、来るクラウド社会に向け、
インターネットブラ
ウザChrome、携帯ソフトAndroidなどさらにサービスの幅を広げており、2005年の
ランキング入り以来、4年連続でブランド価値を向上させた結果、Toyotaを抜いて7
位となった。
その他、小売店の淘汰が進む中、
その需要を多様な商品の扱いにより取
り込むことに成功したAmazon.com（43位 前年比22％増）、iPhoneなど顧客層を
広げる戦略を次々と打ち続けるApple（20位 前年比12％増）
がブランド価値を増加
させている。

構造転換が迫られる電機関連ブランド
電機関連ブランドは、軒並みブランド価値を下げている。Sony（ 29 位 前年比 12 %
減）は先進国市場における不況の影響を受けブランド価値が大きく減少した。今後、
新経営陣のもとで各ビジネスセクター間のシナジーによる成果が期待されている。主
力の複合機とプリンターが不振となったCanon（33位 前年比4%減）
は、新しいビデ
オカメラの上市などは評価されているものの、
ブランド価値が減少した。
薄型テレビ及び携帯電話での地位を強固にしたSamsung（ 19 位 前年比1 % 減）
と
Panasonic（75位 前年比1%減）は、他の電機関連ブランドが大きくブランド価値を
減少させる中、価値の維持に成功している。Panasonicは、
日本国内でのNational
ブランドからPanasonicへのスムーズな統合、
グローバルでの
「Eco idea」戦略の推
進など、不況下においても着々とグローバル戦略を進めている。
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大きくブランド価値が減少した金融業界のグローバルブランド
不況の影響を強く受けたのは、金融、
自動車、電機業界であり、特に金融はMerrill
Lynch 、AIG 、INGの3ブランドがランク外となり、UBS（ 72 位 前年比50 % 減）、Citi
（ 36 位 前年比 49 % 減）、American Express（ 22 位 前年比 32 % 減）、Morgan
と多くの金融ブランドがその
「ブランド価値」
を減少さ
Stanley（57位 前年比26%減）
せている。

不況下においても着実にブランド価値を高めたNintendo
アジアブランドは全体的に苦戦しつつも、
日本7ブランド、韓国2ブランドと前年と同
数のブランドがランクインした。アジアブランドで唯 一 価 値を上 昇させたのが、
Nintendo（39位 前年比5%増）
で、昨年に引き続きWii 、DSのグローバルでの販売
増を背景に着実にブランド価値を高めている。

$m

グローバルのトップブランドにも、多大な影響を及ぼした世界同時不況
昨年秋以降の
「金融危機」
に端を発した世界同時不況は、
グローバルのトップブラン
ドにも大きな影響を及ぼしている。右肩上がりで成長してきたトップ100ブランドの
「ブランド価値」
の合計金額は、
この1年で555億ドルの価値（前年比4.6％減）
が減少
する結果となっている。
しかしながら、
同時期での世界の株式時価総額合計の下落率
（前年比28.2％減）
と比較すると、
その減少率は緩やかであり、
グローバルのトップブ
ランドは、不況下においてもそのブランド価値を維持していることを示唆している。

アジアブランドのハイライト

Sony

Honda

Toyota
0
00
5.

Best Global Brands 2009 ハイライト

アジアブランドの過去5年間ブランド価値推移
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国際的なブランドコンサルティング会社であるインターブランドは、
ブランドの価値に関する
啓蒙活動の一環として、毎年、世界的なブランド価値評価ランキング “ Best Global Brands”を
BusinessWeek誌と共同で発表しています。
本ランキングはグローバルな事業展開を行うブランドを対象に、
そのブランドが持つ価値を
金額に換算してランク付けするもので、今年で9回目の発表となります。
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Acting Like a Leader
リーダーのあるべき姿
持続可能な
「サステナビリティ」
の技法

文：ジェズ・フランプトン、
トム・ザラ

サステナビリティは自動車や経済、農業にいたるまで、
あらゆる業種に万能の
キャッチフレーズとなりつつある。
また雑誌や新聞、会社案内、家庭用品のパッケージにまで、
ところ構わず使われている。
あまりに多彩な文脈で多用されているため、
その意味は薄れ散逸してしまった感じを受けざるを得ない。
そうした混乱がもっとも顕著に見られるのがマーケターである。
その多くは環境に配
慮することの道義的責任を理解しているが、
「サステナビリティ」
という語が自社ブラ
ンドにとってどんな意味を持つのかという明確な定義が不足している。
その結果、有
意義なプロポジションや長期的な価値を創出する機会を逸することに繋がる。

サステナビリティとブランド、
そして消費者の行動
国連の環境と開発に関する世界委員会の1987年版報告書「我ら共通の未来」
（ブル
ントラント・レポート）
では、
サステナビリティについて
「未来の世代が自身のニーズを
満たす能力を損なうことなく、今日のニーズを満たす開発」
と定義している。つまり
「責任ある態度で、
自らの取り分以外には手をつけず使った分は元に戻そう」
というこ
とである。

サステナビリティとブランド価値：変化する情勢
さらに、優れたサステナビリティ戦略を策定することは、
チャンスであるばかりでなく
ブランドにとっての必須条件でもある。なぜなら、
これは単なる流行ではないからだ。
情勢の変化には様々な要因が寄与するが、
中でもサステナビリティは突出している。
第一に、個人の
「正しい行い」
を求める圧力の高まりがある。
これは現代を
「新しい責
任の時代」
と称えた米国のバラク・オバマ大統領にもっともよく象徴される。彼の言葉
は米国のみならず、全世界の民衆の痛いところを突いた。
また人々の意識も高まっている。
この動きはまだ購買決定には反映されていないが、
消費者は今日の経済状況を招いた
「行き過ぎ」
について考え、
シンプルが良いことだ
とするライフスタイルを積極的に追求し始めている。

しかしながら、大半の企業はサステナビリティ実施の策定をどこから手をつければ良
いのか分かっていない。National Environmental Education Foundation
「企業と環境プログ
Business and Environment Program（米国環境教育財団の
ラム」）が 2009 年 3月に実施した調査によれば、ほとんどの企業にはサステナビリ
ティの実施を任せられる部署がないのである。実のところ、
この種のプログラムに参
加している従業員のうち、
サステナビリティに正面から取り組む用意があるのは10
人に1人しかいない
（Fresh Marketing 2008）。大多数は企業のサステナビリティ
活動について、
さらなる教育と資源を必要としている。
場当たり的なやり方でイニシアティブを実践している企業もある。後れをとってはな
らないという切迫感から他社（近年リーダーシップを執っている数社）
を観察し、そ
のやり方を模倣している。
こうした企業は当面、他社の人気に便乗してやり過ごせる
かもしれないが、意識が高まるにつれて人々や政府の規制により、企業はさらなる説
明責任を求められる。持続的発展が可能な企業とそうでない企業を隔てる境界線は、
やがて明白になるであろう。“green-washed（エコを装っているだけの）
”
企業はすぐ
に見破られ、環境団体だけでなく一般大衆からも見放される。
サステナビリティは差
別化要因というより、競争に勝ち残るための要因になる。
サステナビリティは企業が
業務を行う上での規準となり、
これなしでは業務が立ち行かなくなるだろう。
だからこそブランドを差別化する、今日的な意義のある持続可能なプロポジション
（ブランドが提供する新たな価値）
を策定することが重要なのである。正しいことを正
しくやる。他社と異なるプロポジションを構築せよと言っているのではない。
自社ブラ
ンドに適した、業界と関連性のあるプロポジションを構築せよと言っているのである。

ブランドの視点から見たサステナビリティ
Best Global Brandsを見ていただくと分かる通り、
トップブランドは需要を創出し、
リスクを低減し、企業の将来の収益を確保することで価値を生み出している。現代社
会に関連性のある購買行動に影響を与えるものは何かを顧客に言い換えることで、
これを実践している。顧客とブランドとのそうした独特な関係が、
お互いに強固な関
係を構築し繰り返し購入してもらえるようになるのだ。
これと同じ視点から、
サステナ
ビリティを検証する必要がある。

ブランディングの厳格さと、
サステナビリティに不可欠な志を融合することができれ
ば、単に必要なだけでなく不可避とも言える長期的な効果を生み出すことが可能に
なる。
しかしブランドに影響するような真の変革が訪れるのは、各社がサステナビリ
ティを事業戦略の一環として統合管理し、
ブランド戦略を通じて発信するようになっ
てからである。
これは単に二酸化炭素排出量を報告したり、透明性を示したりすることではない。
もちろんそれも大きな一歩ではあるが、
それらは行動の変化に影響は与えない。
しか
しもし企業が消費者の生活を把握し、
ブランド同様にサステナビリティと取り組み、
製品やサービスを通じてメッセージを発信するならば、
それは大きな変革を生み出
す。実際、
サステナビリティのイニシアティブで成功しているブランドはメッセージ性
をサポートするべく、製品やサービスを刷新している。

どこから着手するか
業種によって公式は異なるものの、考慮すべき重要なポイントが3つある。

1. 業界最高水準を設定する

すべての業種にあてはまる公式はないので、
各業界の現実に照らし合わせて計画・
実行することができる。
目標は積極的かつ継続的に業界最高水準を掲げ、
さらに
高い水準を目指すこと。
それが持続的に発展するサステナビリティの定義である。

2. 活動の効果を測定する

市場価値が絶え間なく変動する現在の経済環境で、
これは簡単なことではない。
しかしブランドが行動に及ぼす影響を通じて、
サステナビリティ活動の効果を測
定することができる。
ほとんどの価値はここから生まれる。

3. 企業の視点を正しく伝える

つねに発言と行動が一致するよう、企業の視点を正しく伝える。社会意識の高い
現代の消費者は、
ブランドの説明責任を重視する傾向にある。抱負を述べつつも
現実を認識するバランスのとれたメッセージが、公正なアプローチである。

意識の高まりよりさらに重大なのが、持続可能な業務形態への移行を企業に迫る規
制の圧力である。
こうした規制の結果として、
サステナビリティは事業を興す際のコス
トの一部にさえなりつつある。
この傾向はとくに欧州で顕著に見られる。ECの包装廃棄物指令（94/62/EC）
では14
年前に、パッケージの重量低減やリサイクル材料の使用拡大を含む、製造業者に対
する新しい規制を提案。
パッケージユニットは欧州市場でも増加の一途をたどってい
るが、
フランスの環境・エネルギー管理庁（ ADEME ）は、
この措置の結果として包装
廃棄物が減少しており、
メーカーの投資の大部分がリサイクルに充てられていること
を確認している。
また規制の圧力は、インドでも大きな効果をあげている。1998 年 7月、最高裁はデ
リー市の市内やその周辺を走行するすべての自動車とバスについて、圧縮天然ガス
（CNG ）
または液化石油ガス
（ガソリン）燃料を装備するようデリー政府に命令した。
CNGへの切り換えによりデリー市では大気汚染の劇的な改善が観測され、パキスタ
ンやスリランカ各国もそれぞれCNG法を可決し、同様の成果をあげている。

これはとてもシンプルな要求のように見えるが、実際にはきわめて大きな行動の変化
を伴う。結局のところ私たち消費者は、
その時々の欲求やニーズに基づいて日々選択
をしておりサステナビリティはそれとは正反対の行動を要求しているのだ。
それは持
続的発展の一部として、私たち一人ひとりに行動の見直しを迫っている。
買い物客の
95%が「環境にやさしい」製品を念頭に置く一方で、そのうちの47%が必ずしも購入
しない一因はここにある
（Deloitte調べ）。

こうした規制や正しい行いを求める圧力に加え、奨励制度も現在の情勢を変化させ
ている。
スイスでは政府がより厳格なリサイクル法やゴミ規制法を課している。
リサイ
クルは無料であり、
さらにリサイクルを推進する市民には報奨金が与えられる。その
結果、
スイスは世界有数のリサイクル大国となった。
こうした奨励制度は、環境規制
の厳格化に投票した市民の関心に火をつけ人々の行いをも徹底させた。
収益もまた変革の有力な動機づけになる。米国の環境保護局とエネルギー局が共同
開発した
「ENERGY STAR」
プログラムは、
エネルギー効率の良い製品や省エネの実
践を通じて、節約と環境保護に役立てようというものである。
これは経費削減になる
上、名声にも繋がるということで企業各社はこぞって参加している。

消費行動を変えるのは容易なことではないが、
ブランドはより良い未来を創り出す機
会を与えてくれる。理性と感情の両方に基づく選択を伝えることにより、行動に影響
を与えることができるのだ。
ブランド力を目に見える実証可能な形で活かしながら、
群れに追随せず、群れを率いる：
私たちの世界を向上させる製品やサービスの需要を創り、サステナビリティ運動に
自社ブランドにとって適切なサステナビリティ業務
貢献するチャンスを掴むことができる。

規制、奨励、収益、高まる意識、
そして社会への貢献義務が情勢を一変させ、一致協力
して真に持続する変化を生み出している。
ブランド各社は今すぐ個々の業種のサステナ
ビリティでイニシアティブをとるべきである。
さもなければチャンスを逸することになる。
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The Cleansing Fire
調整と飛躍の時
好況と不況がもたらすチャンス

文：ジョシュ・フェルドメス、
ヘレン・イサコヴィッチ

2008年はある意味、世界中が苦い薬を口にした年だった。
しかし、
きわめて現実的な経済的痛みを
負ったにもかかわらず、困難の中にはチャンスが潜んでいたのだ。

例えば甘い咳止めドロップを手に入れたいと思ったのにもかかわらず、店にお気に入
りの味がなかったとしたら？もちろん残念には思うが、
それでもとりあえずドロップを
買って舐めるだろう。
たとえそれが苦く口当たりが悪くとも、
ドロップは症状を軽減し
2008年は世界中が苦い薬を口にした年だと言える。
てくれるはずだ。
そう言った意味で、

また Apple は、市場周期を通じてフォーカスを保持している典型的な例である。
MacBookからiPhone、iPodまで、Appleの製品やサービスはすべてにおいて
「人間
が機械に従属してはならない」
という概念に立って構築されている。
この戦略によっ
てAppleは不況時でさえ力強い成長を続けており、Gapにとってこれが教訓となるだ
ろう。
ブランドのフォーカスを見失わなければ、Gapの中心的価値である
「essential
は最近の経済危機においても好結果をもたらしたに違いない。
style」

しかし、そのきわめて現実的で経済的な痛みにもかかわらず、困難の中にはチャンス
が潜んでいたのだ。それは変革の受容であり革新の必要性であり、現在の低迷の中
教訓2：投資を縮小せずに拡大せよ
に新しい堅調な経済の芽を見つける可能性である。多くのブランドにとって2008年
は調整と飛躍の年だった。
つまり有力ブランドは競争上の優位をさらに広げる機会を
得、弱小ブランドは成長を妨げてきた戦略や非効率、風土から脱却する機会を得た。 突然だが、
ここで一つクイズを出してみよう。
「1 万 9 , 000ドルするRolexの金時計と
現在の、
そしてこれまでの危機から私たちはどんな教訓を学ぶことができるだろうか。 19ドルのTideのUltra Clean Breeze 芳香剤の共通点は何か？」。答えは
「何もかも、
すべて。」
である。
この2つのブランドはまったく別の製品カテゴリーでありながら、ほ
教訓1：混迷を脱するには、
フォーカスを明確にする必要がある
ぼ同一の成果をあげている。
それは圧倒的なシェアや明確なブランドイメージ、道理
を無視した熱烈なファン、価格プレミアム、
そして長期的な成長といったものである。
「ファッションリテール界のメガブランド」
の称号は、Gapからさらに強力な欧州の2社
に引き渡された。H&Mが世界最大の小売りブランドの座を獲得する一方で、Zaraは
Rolexがスイスの誇る精密技術の傑作であることは誰もが知っている。
しかしTideが
生化学の粋を結集した傑作であることを知る者は、洗剤業界の同業者以外にはほ
この2年間GapとH&Mを抑えて米国と欧州の両方で最大のリテーラーとなった。
この
とんどいない。
それにもかかわらず、
ほぼ同一の成果をあげているのだ。
つまり重要な
両社に共通するテーマとは何であろうか。
それはフォーカスである。Zaraは電光石火
のは、両有力ブランドを陰で支えているのは疑う余地のない強力な製品と革新の
の早業でニューファッションを市場化するサプライチェーン改革で知られている。
しか
伝統だということである。世界的な象徴的ブランドになるには、革新を怠ってはなら
し同社の成功の秘訣はそれだけにとどまらない。
ないのだ。
Zaraにはブランドが発信すべきものについての明確なビジョンがある。主流を外れた
今回の経済危機は厳しいものであるが、その中にあって有力ブランドは製品の強み
斬新なスタイル、毎日通いたくなるほど絶えず変化する品揃え、
そして
「売り切れる前
をさらに強化し、改善し続けている。Heinzはカスタマー・ヘルス&ウェルネス市場に
に買わなければ」
という切迫感である。毎週新しいスタイルを生み出すサプライ
チェーンから、市場のスペシャリストやバイヤー、
デザイナー、
さらには最前線にいる
投 資した。Ke l l o g g ʼ s は品 質を向 上すべく全 世 界の革 新チームにてこ入れし、
従業員の意見を取り入れたデザインデータ、購買衝動を引き起こしやすい価格設定
Campbellʼsは減塩を取り入れて主力ブランドを強化した。Duracellは高級電池の分
まで、Zaraはそのブランドビジョンを着実に提供している。
野で
「エモーショナル・コンシューマー」
の領域を再発見した。
またKleenexは、
「Feel
キャンペーンを通じてPB商品との違いを消費者に直接訴えかけ、発
the diﬀerence」
展途上市場や新興市場の売り上げを30%伸ばした。Tideを擁するP&G同様、
こうし
その対極にあるのがGapである。数年前Gapはファッション界の世界的なリーダーと
して君臨していた。
しかし、
かつての象徴的ブランドがその座を追われたのはなぜだろ
た好業績を上げている消費者ブランドは不況下でも健闘している。それは長年にわ
うか。それはフォーカスを欠いたからである。品揃えにはこれといった特徴がなく、 たる消費者を重視したイノベーションによって支えられた、優れた定理を実証できる
製品を有しているからである。
ブランドは顧客とともに進化しなかった。膨大な額のマーケティング予算や有名人を
起用した推奨広告、
そして
「（PRODUCT）RED」
キャンペーンですら、流行に敏感で低
価格なオプションに魅せられたZaraやH&Mの消費者を呼び戻すことはできなかった
のである。
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持続的な投資をしなければ自ずと結果に表れる。ボトル入り飲料水業界を例にとっ
て言えばこの業界は需要の衰退に直面しているが、
この分野の世界的なリーダー
Nestléは2009年を
「安定化」
の年と位置づけ、
この分野のマーケティング投資を控
えている。第三者の立場で批判するのは賢明ではないが、
この分野で高まる圧力や
Heinz、Kelloggʼs、
その他の例を踏まえれば、今こそ萎縮せずより大胆に行動すべき
時のように思われる。例えば現地調達といった戦略は、現在のブランドを差別化し将
来の長期的価値を育成しうるだろう。
その前例は、1980年代後半から1990年代にかけての不況でNikeが採った戦略で
ある。
当時Nikeはまだ2番手のブランドであったが、不況を乗り切るべくコストを削減
したReebokとは対照的に積極的なアプローチを採用した。
マーケティング投資を3
倍に増額してブランドを強化した結果、売り上げは1985年の2億7,000万ドルから
1991年には30億ドル超まで跳ね上がった。
この不況を脱するまでにNikeの利益は
不況前の9倍となり、Reebokに大差をつけたのである。

教訓3：絶えずリニューアルを怠らない
もはやGMの凋落は周知の事実である。
フォーチュン100社から倒産へ、
かつてシェ
ア50%を誇りながら今ではToyotaの後塵を拝している。米国の自動車の半分を販売
した会社から、SaabやOpel、Hummerとともにガレージセールを余儀なくされる会
社へ。
この業界の巨人にとって2008年は残酷なほど明白で、
どうにも避けようのない
破綻の年となった。
しかし、2008年の危機は、現在は縮小された車種ラインナップをGMが整理するのに
不可欠だったのである。GMの次なる一手は、2008 年にGMを抜いて世界最大の自
動車メーカーとなっただけでなく、
リニューアルの理念を実践しているToyotaを見習
うことである。

Toyotaは今日、価値や信頼性、環境技術で世界をリードしている。Toyotaはかつて
故障しない経済的な小型車の象徴だった。
それが、GMにとって替わるまでにいたっ
たのは、
ブランドのリニューアルに取り組んできた結果である。
日本的な総合的品質
管理（TQC）
から、
「Every Day」
キャンペーンに象徴されるような人生を肯定するオプ
ティミズム、
そして
「man, nature and machine（人と自然とマシン）」
の調和の現れ
まで、現在のスローガン
「Moving Forward」
を地でいくToyotaブランドは進化し続
けている。
GMはリニューアルできずに会社を倒産させた。
しかし市場は、GM内では決して提案
されないであろう厳しい手段で変革を迫っている。GMには、理解されないブランド
“ Saab ”や道に迷ってしまったブランド“ Pontiac ”、
また第二幕が開かないブランド
“Saturn”などを切り捨てる機会は幾度もあった。今こそ創造的破壊の時であり、GM
は頭を痛めている“Hummer”の業績を回復させ、組合や年金受給者と持続的な取り
決めをし、
さらにはCadillacやChevroletのような本当に価値あるブランドに基づい

て全車種のすべてにおいて顧客側の価値を提案するのである。
たしかにGMにとって
は厳しい手段であったが、2008年はGMブランドにとって過去にない、
そして必要不
可欠な調整と飛躍の年だったことがいずれ判明するだろう。

教訓4：有力ブランドは中心的価値から発展する
McDonaldʼsはファーストフードを米国人の食生活に不可欠なものにし、
その後その
ブランドを世界のシンボルに進化させた。
しかし同社の危機は目下の信用危機よりも
以前に訪れている。肥満、糖尿、
そして心臓病。
こうした症状の原因の大半はファース
トフード・レストランにあるという抗議や認識が公衆の間で高まったのである。
対外向けスローガン
「Iʼm lovinʼ it」
は
「おいしい
（けれど不健康な）食べ物に夢中」
と
いうイメージを明確に払拭できなかったため、McDonaldʼsは中心的価値の再評価
を迫られた。そこで同 社 はブランドの 保 証を明 言することでこれに対 応した。
「 Simple, easy, enjoyment（シンプルかつ手軽で、楽しい）」
というスローガンは
McDonaldʼsの伝統的な定理である
「おいしくて、速くて、消費者の気分を新鮮に保
つこと」
を表現している。
さらに新鮮なサラダや新しい店舗形態、
おいしくなったコー
ヒーなど、
そのブランドがより今日の社会に適したものであるとの解釈をも可能にし
ている。
McDonaldʼsは中心的価値から発展することで、見事に進化を果たした。
ラウンジの
ではStarbucksはどうだろうか。同社もまたバリスタやコーヒーシアター、
ような環境といった優れたコア・アイデアを有している。
「Your third place」
というス
ローガンはブランドの本質をとらえ革命的な形でのコーヒー体験を可能にしたが、
本拠地外の展開を急ぎ過ぎた。店舗はまるで野火のごとく乱立。
これと同じことがメ
ニューにも言える。サンドイッチやスムージー、ホットまたはコールドが選べる朝食、
さらにスナックと増え続けた結果、Starbucksと世界中に数多くあるデリカテッセン
風のカフェとの差別化が困難になった。

Starbucksは2008年に原点に立ち返り、前 CEOハワード・シュルツを呼び戻して店
舗の閉鎖や拡大の減速にあたらせた。
しかし店舗レベルではまだそうした変化は見
られず、Starbucksが品揃えや顧客の体験を再び軌道に乗せることができるまでには
時間がかかりそうである。
けれどもそれでは遅すぎるのだ。
この調整によって同ブラン
ドはかつてのパワーを取り戻せるだろうか。

2008 年の調整と飛躍は、有力ブランドにリードを広げる機会を、弱小ブランドには
再び起動に乗せるべく事業を立て直し、
ブランド戦略を再構築する手段を提供する。
フォーカスを明確化し、
ブランドに投資し、
リニューアルに取り組み、中心的価値から
発展すること。
これらすべてがブランドを強化し困難な時代を生き抜くために役立つ
ことは、歴史が証明している。
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Driving Demand
Through Creativity
創造性から需要を喚起する
Best Global Brandsから学ぶ教訓

文：アンディ・ペイン
（グローバル・クリエイティブ・ディレクター）及び
インターブランドのクリエイティブ担当者

パワフルなブランド表現は、強力なプロポジションと説得力のある個性が融合することで生まれる。
このプロポジションと個性は、
ブランドの中心的なエクイティ
（資産）
を組み合わせることでトーン・
オブ・ボイス、
イメージ、色彩、
タイポグラフィー、環境、質感、画像や映像、
サウンドに命を吹き込む。
エクイティはその後、
ブランドの様々なタッチポイントの設計に利用され、顧客の期待や経験を生み
出すのである。
ステップ1：優れたブランド・プロポジションから出発する
パオラ・ノランブエナ
（ニューヨーク、
バーバル・アイデンティティ）
想像力、献身、
そしてエモーショナルな結びつきを刺激するブランド・プロポジション
は、
ブランドの持つ意味が明確であるため、顧客とのタッチポイントや文化圏、地域の
枠を超えて浸透しやすい。そして、一度その国の文化に根ざすとそのブランド全体の
トーンとなる。例えば、Nikeは視覚や言葉による表現が他のブランドより多彩だが、
その意図や態度はつねに一貫している。
それは “If you have a body, you are an
” 肉体があれば誰でもアスリート）
である。
このプロポジションは、人間の可
athlete（
能性に対するNikeの理念を引き出し、
スポーツにおける人間の可能性に準ずること
でビジネスと関連づけている。
とくに気が利いている訳ではないが、
ブランドの底流に
ある真実をとらえている。
クリス・キャンベル
（ニューヨーク、
エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター）
優れたブランド・プロポジションや表現は、世界中で理解され、信頼性を獲得し、
そし
て実用的で、時間を超えて受け継がれる。
プロダクトデザイン、商品名、広告、
さらには
ユーザー体験や人的プロモーション、色彩の選択といった、
すべてにプロポジション
が表現され、反映されていなければならない。
アンディ・ペイン
（グローバル・クリエイティブ・ディレクター）
Coca-Colaは優れたプロポジションを擁するブランドの一例である。Coca-Colaはこ
こ10年ほど、
ブランドの重心を製品からライフスタイルへとリバランスした。同ブラン
ドはいわゆる清涼飲料から、“Coke side of life”というスローガンで要約される、
より
大きな概念「楽しさの世界」へと移行した。
これによって、消費者との間に従来よりも
はるかに強力でエモーショナルな繋がりを生み出す術を手に入れた。
このことは、同ブランドの宣伝･広告を見れば一目で分かる。
テレビCMでは何の変哲
もない自動販売機からティム・バートンの作る映画のようなディテールとスリルに溢
れたファンタジーの世界が出現し、印刷広告では開いたボトルから情熱や楽しさと
いった多彩な表現が解き放たれる。
またグラフィックは60年代を彷彿とさせる
「愛と
平和」
をイメージに、
リオのカーニバルの活気を添えている。Coca-Colaはまた、
ブラ
ンド・プロポジションを各市場に適した形で効果的に表現し、
これに沿ったデザイン
の進化を確保するツールキット“Coca-Cola Design Machine”のWebサイトも開設

した。
こうした要素のすべてが、
「Coca-Colaは製品を超えた体験を提供する」
という
決定的な印象に集約される。
この、
よりエモーショナルな重心へのリバランスによっ
て、
Coca-Colaはより有利な立場に立っていると言える。

ステップ2：優れたブランド・プロポジションを認識し、
それを貫き通す
アンドレアス・ロッツレアー（中東欧、
チーフ・クリエイティブ・オフィサー）
馴染みの何かを新しい形で体験した時、優れたブランド・プロポジションを実感する。
もっとも成功しているブランドは、
まるで創造性に富んだ役者のようだ。
こうしたブラ
ンドは瞬く間にその役を理解し、
ストーリーを語り始める。Disneyが子供たちとすぐ
に打ち解けるのは、魔法の力を提供するからだ。HSBCはグローバル企業でありなが
ら、気軽に訪ねられる隣人のようでもある。AppleとGoogleはリラックスした革命家
である。両社のアプローチや製品は気さくでさりげなく見えるが、実のところ、考え抜
かれた戦略なのだ。
スコット・ジェフリー
（インターブランド・デザインフォーラム、
チーフ・クリエイティブ・オフィサー）
優れたブランド・プロポジションとは、不要なものが何もないと言うこと。
つまり、
そこ
から何かを足したり引いたりしても、決して同じ印象を与えられないものである。
パオラ・ノランブエナ
誰もがその意味するところや何をすべきかを即座に理解し、
それぞれのやり方で顧客
に伝えられること。
つまり真に優れたブランド・プロポジションは、
シンプルかつ印象
的で、分かりやすく、企業の内外を問わず受け入れられるものである。
フレッド・リチャーズ（シンシナティ、
エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター）
時には、本能的直感に直接訴求することもある。初めて見た人が説明を受けずに理
解できれば、
それは優れたプロポジションということだ。
プロポジションはタッチポイ
ントを通して徹底的に遂行されるべきであり、
そのレベルを下げようとする議論に抵
抗し続けるくらいの信念を持たなければならない。優れたプロポジションがあるなら、
屋根の上から大声で叫んで人々を納得させ、
ありとあらゆるタッチポイントで購買に
結びつければいい。

ステップ3：グローバル市場や各種のタッチポイントを通じて、
プロポジションと説得力のある表現を調和させる方法を見つける
クリス・キャンベル
ブランドがグローバル市場で成功するためには、中心的なブランド・ポジションを構
築・維 持しながらも、現 地 市 場に適 応する柔 軟 性が求められる。その良い例が
McDonaldʼsだ。
ソース付きのフリットはフランスでしか買えないかもしれないが、
「シ
ンプルで、手軽で、楽しい」
というブランド体験はニューヨークでも、
ロンドンでも、東
京でも同じである。
松尾任人（東京、
クリエイティブ・ディレクター）
しばしば「大きな難題」
や
「高い壁」
となるのは、保守的な考え方である。大組織ほど
変化への抵抗が強い。
とりわけ、異なる文化やビジネスの慣習\が組織に混在する場
合、合意に達するまでに長い時間を要することがある。
だが、
すべてのタッチポイント
や市場で成功を収めるには、
すべての人々の理解と共有が不可欠である。

フレッド・リチャーズ
現時点でこれにもっとも長けているのはMoët & ChandonのVeuve Clicquotだろ
う。同社のCEOであるMarc Jacheetは「 Moëtは希望のディーラーである」
と言う。
種類が多く飽和状態にある市場では、
ブランド・アプリケーションの一貫性が鍵とな
る。
このブランドには独特で軽妙なユーモアのセンスがある。パッケージもつねに革
新し続けており、
この分野の常識となっている
「記念日」
のイメージを超えた価値やス
タイルセンスを付加している。
アンディ・ペイン
この点ではBMWの手法が見事だ。BMWのブランドマークを見たとき、
その青・白の
円と十字が、雲を切る飛行機のプロペラと青い空・白い雲を表していることは思い出
さないだろう。我々は工学的に完成された「走りのマシン」を思い浮かべる。
これは、
表現がブランド・プロポジションと同義になっているためだ。

クリス・キャンベル
任天堂はあらゆる活動で表現豊かなデザインを採用している。
プロダクトデザインか
らネーミング、パブリシティ、
ユーザー体験、
さらには店内やオンラインにいたるまで、
スコット・ジェフリー
それを満たす
ブランド・プロポジションの一貫性を維持しつつ、
いかにしてそれを均一に伝えるか。 驚きの体験や笑顔をもたらすサービスの提供を通じて需要を喚起し、
このバランスが難しい。特に困難なのは文化の壁を克服しなければならないことで、 ブランドプロミスを効果的に反映している。
これがしばしば一貫性を維持する際の妨げとなる。時には、
プロポジションの表現に
使われた色さえ国や地域によって異なった意味を持つ。
そのため、使用した意味が薄
スコット・ジェフリー
れたり、誤解されることもありうる。
Disneyのブランドは、
「家族の中心的エンターテイメント」
という説得力のあるプロポ
ジションを中心に構築されており、消費者が出会うすべてのタッチポイントはこれに
パオラ・ノランブエナ
準じている。
ファンタジー性に富んだキャラクターを起用し、現実の世界において顧
難しいのは、
ブランド・プロポジションが人々に理解しづらい形で表現された場合だ。 客は360度多感覚のブランド体験に浸ることができる。
主要ターゲットにとっては、一般的過ぎて特徴に欠ける、
ブランドに相応しくない言
葉を使っている、
まるでスローガンのように感じられる、
という印象を与えてしまう。
そ
最後に：表現は価値を生む
うしたケースでは、
プロポジションに十分な深みがないため、
それが応用されても想
像力を刺激しない。
また、
これが自分の日々の役割にどう当てはまるのか、
自分の機能
アンディ・ペイン
や地域にどう適合するか、
消費者や一般の人々と同様、我々はパーソナリティや物語を通じて情緒性やそのも
あるいはブランド・イメージにどんなインパクトを与えるの
のの意味に出会う。
そしてその意味性から表現が生まれ、表現することで価値が生ま
かが想像できない場合、
そのプロポジションは失敗である。
ブランド・プロポジション
れる。
は、
エモーションを通じて人々と結びつかなくてはならないのだ。

ステップ4：需要喚起に成功している例をBest Global Brandsから探す

説得力のあるブランド表現を探し求める旅に終わりはない。
ブランド・プロポジショ
ンやパーソナリティ、表現は絶えず評価され、進化し、再評価されなければならない。
消費者のブランドに対する評価基準は絶えず変化している。
この変化は避けることが
できないものであり、
むしろチャンスとしてとらえるべきだ。

松尾任人
自動車や家電品のような近代産業は、
タッチ・アンド・フィールとクオリティを売り物
にしている。
中でもAppleはこれに卓越している。ITやe-コマース
（電子商取引）
などの
産業では、
インターフェースとエクスピリエンスがブランド構築に絶対不可欠となるが、 ブランドの多くは、
まだ、力強く魅力的でエモーショナルな領域に踏み出していない。
これに着手したブランドには、またとない成長のチャンスが待ち受けている。Best
Amazon.comはこの点で際立っている。
Global Brandsが示すように、パワフルかつエモーショナルなプロポジションを求め、
わくわくするような世界を表現することによってこれを獲得したブランドは、今後も
人々の心をつかみ続けることができるだろう。
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A Decade of Best Global Brands
上位20ブランドの過去10年間の実績

インターブランドは約10年前にグローバルにおけるブランド価値の評価を始めまし
た。
その最初の調査レポートBest Global Brandsは、
ブランドが重要な戦略的資産
であることを明らかにし、広く知らせることを目的としていました。

今日、
ブランドは他の資産と同じように作り出され、管理、売買されています。
ブランド
は価値を生むという概念は、インターブランドがクライアントに提供するあらゆる
サービスの原点となっています。

ブランドの価値を測ることにより、
それまで支配的だった
「ブランドは費用がかかるだ
けで、利益を生まないツール」
という見方に異議を唱えたのです。やがて、実業界は
「大企業の資産価値はバランスシートに記載された実際の評価資産だけでなく、無
形資産のプロファイルによってよりよく定義される」
ことに気づき始めていきました。

1

Coca-Cola

Coca-Cola

2

Microsoft

IBM

3

IBM

Microsoft

4

Intel

GE

5

Nokia

Nokia

6

GE

McDonald’s

7

Ford

Google

8

Disney

Toyota

9

McDonald’s

Intel

10

AT&T

Disney

11

Marlboro

Hewlett-Packard

12

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

13

Hewlett-Packard

Gillette

14

Cisco

15

Toyota

BMW

16

Citi

Louis Vuitton

17

Gillette

AT&T

18

Sony

Honda

19

American Express

Merrill Lynch

20

Honda

Sony

Cisco

Toyota
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BMW

Marlboro

Louis Vuitton

Sony

Samsung

Google

Marlboro

Honda

Citi

Samsung

Apple
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Financial Analysis
「財務分析」
企業が生み出す利益の将来予測を
行う
まず、
ブランドが冠された事業の現在
及び将来の収益を予想する。そして、
その売り上げから営業費用、税金、
そ
して投下資本に応じた資本コストを差
し引き、
将来の経済的利益を算出する。
本分析は、公開されている企業情報
を、将来予測は、
アナリストによる予
測値を基にしている。

Role of Brand Analysis

Brand Strength Score

「ブランドの役割分析」
利益のうち、
ブランドの貢献分を抽
出する

「ブランド力分析」
ブランドによる利益の将来の確実性
を評価する

財務分析で算出された将来の経済
的利益のうち、
ブランドによってもた
らされた利益を抽出するために、
ブ
ランドがどの程度顧客の購買意思決
定に影響を与えているかを分析する。
本評価においては、
ブランドが消費
者の購買動向に果たす役割について、
インターブランドが過去25年にわた
り実施した5 , 000を超えるブランド
価値評価実績のデータベースを活
用し、業界別にベンチマーク分析を
行う。そして、業界ベンチマークを基
にして、独自の調査・分析により個別
ブランドの“ブランドの貢献分”のス
コアを算出する。

ブランドの価値を算出するには、他
の企業の資産と同様に、将来の利益
の確実性を評価する必要がある。
ブ
ランド力の分析は、市場でのロイヤ
リティ、価格プレミアム、消費者の継
続購入や囲い込みといったクライア
ントのニーズを喚起する力（将来の
収益を維持する力）から将来の利益
の確実性を測るものである。
評価されたスコアは、
それに対応した
「割引率」へと変換され、その「割引
率」
で将来のブランド利益を割り引く
ことで、
ブランド価値が算定される。
ブランド力分析は、
ブランドのリスク
を判断する体系的な手法であり、市
場でのブランドのポジション、消費者
の認知・好感度、イメージ、
ブランド
に対するサポートといった項目を７
つの観点から評価している。
この分
析を行う過程で、
ブランドがどのよう
に価値を生み出しているのか、
ブラン
ド価値を高めるためにはどのように
すべきか、
といった示唆が導かれる。

Brand Value
「ブランド価値」

ブランド価値は、
ブランドの力による
その製品やサービスへの需要喚起
で生み出される付加価値を財務的
な尺度で示したものである。
ブランド価値は現在のブランドの財
務的な価値であり、
それは企業価値
や事業価値、企業の他の有形・無形
の資産価値といった数値と直接比
較可能である。
そのため、
ブランド価値はブランド戦
略やその他ブランドに関わる活動や
投資の成果を評価する有効な業績
評価指標となっている。

Evaluating the Best
Global Brands
Best Global Brandsの評価方法について
インターブランドのブランド価値評価手法は、5,000 件を超える実績に裏打ちされ、
簡潔かつ示唆に富むものです。評価は、財務力、
ブランドが購買意思決定に与える影響力、
そしてブランドによる将来収益の確かさを見極め行います。

ブランドを冠した売上高
– 営業費用
– 税金
– 資本コスト

ブランド利益：
ブランドによってもたらされた利益

$

経済的利益

評価対象基準
25年以上にわたる価値評価の実績と40年近いブランドコンサルティングの
経験から、
グローバルブランドのリストを洗い出す。
その際、以下の基準により評価対象候補ブランドを選定した。

2. 起源国以外での海外売上高比率が3分の1を超えていること
（2008年度実績）

市場性
主導性
方向性
展開性

サポート性
安定性

割引現在価値

ブランド利益

ブランド利益

経済的利益

4. ブランドが顧客の購買行動に影響を与えていること

これらの基準をクリアしたブランドを対象に、財務力、
ブランドが購買意思決定に与
える影響力、
そしてブランドによる将来収益の確かさを評価する。

ブランド力
スコア

経済的利益

3. B to Bブランドであっても、
グローバルで一般に認知されていること

いくつかの評価対象外となる産業も存在する。例えば、通信キャリアは、基本的に
ローカルに根ざしていること、度重なるM&Aでグローバルでの認知度が限定的と
なっている。
また、製薬会社も収益力は非常に高いものの、
コーポレートブランドより
むしろプロダクトブランドが重要となるため対象外となった。

ブランドを冠した売上高

1. 各種財務情報が公表されていること

これらの基準を鑑みると、
いくつかのブランドが対象とならないことが分かる。例えば
Marsは非上場であり、財務情報が十分でなく、MUFGは海外売上高比率が3分の1
に満たないため、評価対象外となっている。

法律的保護性
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Coca-Colaには123 年もの歴史があるが、
まったく勢いが衰える気配がない。販売
量・売上高ともに最大の清涼飲料メーカーであるCoca-Colaは、2008年には世界中
で700種類以上の製品を発売。流行の最先端を行くキャンペーンは業界の境界を超
え、真のブランド・マネジメントとは何かをマーケティング業界全体に知らしめている。
またCokeは世界的にその存在感を示し、200ヶ国以上で様々なポートフォリオの展
開に成功している。今年はCoke Zeroブランドを107ヶ国にまで拡大し、
そのマーケ
ティング・キャンペーン用の新メッセージを発信。
そのキャンペーン
「Open Happiness
（ハッピーをあけよう。）」
は、苦しい時にも気楽さと楽しさを求める消費者をターゲッ
トとしている。

03
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60,211 $m

2%

IBM
この厳しい市況でも、
ビッグ・ブルーの愛称で知られるIBMは史上最高益を記録して
いる。
ハードウェア・メーカーからソフトウェアやサービス・ソリューション・ブランドへ
の進化を続けるとともに、IBMは技術革新に重点投資し16 年間連続で米国特許の
年間取得数（4,000件以上）首位を獲得した。IBMは170ヶ国以上でビジネス展開し、
収益の65％を米国外で生み出す業界のトップ企業である。
またYouTubeの広告チャ
ネルを使ってクラウド・コンピューティング導入計画を発表するなど、IBMは一般大
衆向けのメッセージを効果的に伝えている。

-4%

Microsoft
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Microsoftにとって2009年は、ゲーム部門が利益を出し続ける一方で、株式公開後
初の、前年比で減益となっている。市場の成熟とともに巨大企業であるMicrosoftは、
より迅 速で敏 感な競 合 他 社との激しい競 争に直 面 。ブラウザについて言えば
MicrosoftのInternet Explorerのマーケット・シェアは2年ごとに10ポイントずつ低
下している一方で、Mozilla Firefoxは同時期に10ポイントのシェアを獲得している。

さらに3億米ドルを費やして俳優のジェリー・サインフェルドとビル・ゲイツを登場させ
た広告キャンペーンは、視聴者へのアピール効果をもっと期待できる計画だった。
とは
言うものの6月に公開されたMicrosoftの新たな検索エンジンBingは高く評価され、
Googleとまさに互角の勝負をする構えを見せている。
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47,777 $m

-10%

GE
テクノロジー分野におけるリーダーシップの地位は低下しつつあるがGEは消費者の
感情に訴える力に長けており、今なお伝統ある競合他社と比べても将来的革新性と
ブランド変革の支援体制が整っている。今年、
グループの金融サービス部門は、特に
B to Cビジネスにおいて悪化しており、
メディア事業もまたGEブランドを危ういもの
にしている。
さらにGEはSiemensとの競争に直面している。明るいニュースとしては
GEの事業戦略である
「 ecomagination」は今なおもっとも手短な持続可能性に向
けた取り組みであり、GEブランドはグリーン・テクノロジーによる長期的な成長を見
込 んで い る 。今 年 G E は 医 療 技 術 に お けるリ ー ダ ー 的 地 位 を 失 った 後 の
「 ecomagination」成功に倣い、2015年まで60 億米ドルの資金を投じて自社の主
要な技術革新の取り組みである
「healthymagination」計画を策定している。

05

34,864 $m

-3%

Nokia
NokiaはAppleのiPhoneやRIMのBlackBerryのようなダイナミックなスマートフォ
ンに比べ、遅れをとっているように見受けられる。Nokiaの主力製品であるNシリーズ
の N 97 は 2008 年 12月に発表され競合技術に対抗するよう設計されてはいるが、
2009年の発売時にはAppleやRIMの新機種に比べてはるかに高い価格設定となっ
てしまった。
しかし急成長市場においてNokiaはトップシェアを占め、流行に敏感な
デザインと比較的低い価格設定で若年層をターゲットにした戦略を継続している。
Nokiaは来年、米国市場により焦点をあて投資額を増加するとともに、AT&Tのような
無線通信事業者との提携を発展させる計画である。
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32,275 $m

25%

Google

今年のMcDonaldʼsは好調だった。McDonaldʼsを訪れるお客様は、
「Iʼm Lovinʼ It」
キャンペーン以前よりも1日当たり600 万人も増えた。McDonald ʼ sが売りとする低
価格と店舗数の多さが功を奏し、同社は継続的に売り上げを伸ばす一方でMcCafé
や、
より健康に配慮した新商品で新たなマーケット・シェアも獲得している。
しかし
McDonaldʼ sは、原材料コストの管理という難題に奮闘している。他のレストラン同
様 McDonald ʼ sもまた、牛肉とチーズの価格上昇の影響を受け、11月には人気メ
ニューのダブルチーズバーガーを値上げせざるを得なかった。
また1ドルメニューの
サンドイッチがチーズ2枚でなく1枚の新ダブルバーガーに変更された。McDonaldʼs
が人気を博す一番の理由はおトク感にあるため、
さらなる価格改定には慎重をきた
す必要がある。

新たな広告モデルからオンライン出版まで、
Googleの継続的な事業多角化が成長を牽
引している。
共通のテーマは透明性向上を伴う低価格と高機能だ。
Google Chromeは
競合するWebブラウザの倍の速さを誇るため、
リリースから1日でブラウザのマーケッ
4番目の位置にまで並んだ。今年Googleはさらに革新を続けている。2008
ト・シェア3、
年9月に電話用ソフトウェアAndroidをリリース。
同時にGoogleフォンに関するソース
コードが世界中のエンジニア向けに公開された。
ブランドが成長するにつれ、
巨大で多
角化された収益性の高い会社には、
当然ついてくるであろう疑念や風評にも対処しなけ
ればならない。

31,330 $m

-8%

Toyota

0 $m
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手ごろな価格設定が牽引役となりMcDonaldʼsは
厳しい経済情勢の下、
継続的に売り上げを伸ばし、
McCaféや、
より健康に配慮した新商品によって
新たなマーケット・シェアを獲得している。
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31,980 $m

McDonald’s

08
McDonaldʼs 業績：2000年〜現在

4%

07

2008年、厳しい経済状況を背景に、Toyotaは70年の歴史の中で初めての損失を計
上した。総売上高は約21％減少し自動車販売台数は15％の落ち込みとなった。
ベス
トセラー・ハイブリッド車であるPriusでさえ夏に記録した過去最高の石油価格高騰
が緩和すると、その売れ行きは落ち着きをみせた。Priusに大型と小型モデルのライ
ンナップを加えた別のブランドを立ち上げるかもしれない、
といった話もあり、
そのブ
ランドは米国のみで販売。Toyotaが展開している低価格車Scionに似たものになる

「ハイブリッド・シナジー・ドライブ」
シ
と考えられている。なぜならToyotaは、米国で
ステムを中心としたブランド作りをしてこなかったからである。
またToyotaは長期的
な視点に立った価値の創造を継続しつつ、既存の
「環境に対する確かな実績」
を積み
重ねている。
その一環として｢環境にやさしい｣ショールームを作る計画を発表してい
る。
また2011年までに、建物のほとんどが再生可能な一次産品からできた｢グリーン
な｣販売代理店100店舗を目指す。

09

10

Whoʼs not lovinʼit?
（誰が嫌いだろうか）
。
母親や
10代の子供たちはMcDonaldʼsのヒップなイメー
ジやサラダが大好きだ。
欧州の狂牛病問題と、
ノンベジタリアン・フライ問
題
（フレンチフライに牛肉エキスが使用されていた
問題）
による売り上げ低迷。
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-3%

30.000 $m

Intel

Disneyの魔法は不況の影響を受けないばかりでなく、先行きにも明るい兆しが見え
る。Disneyが所有するネットワークや雑誌、
そしてDisney.comは広告費の削減に悩
まされたものの、革新的なオンラインとオフライン両方でのブランド活用に成功し続
けている。これにはビデオゲームや新型リゾート、またユーザー作成コンテンツ
（UGC）
の取り組み
「U Rock」
といった、相互交流型Webサイトを含む。Disneyは魅
力溢れるキャンペーンを制作する力に長けているため、
テーマパークの支出を抑える
傾向が強まっていた中でも入場者数が昨年来安定している。一方 DisneyとPixar
ブランドは、映画「カールじいさんの空飛ぶ家」
の米国での成功や
「トイ・ストーリー3」
（日本では2010年公開予定）
を初めとした強力なコンテンツの公開予定に証明され
るように、輝かしい未来に語りかけながら観客の心をつかみ続ける。

20.000 $m

$m

15
.0
00

$m

00
.0
25

急成長を続けるモバイル・コンピューティング市場においてIntelは成功を探る立場
である。
このカテゴリーへの参入を決めた世界第 1 位の半導体メーカーは2009 年、
世界第1位の携帯電話機メーカーNokiaとの提携を発表した。IntelとNokiaで合意
を見れば、最新型の半導体を何百万人もの顧客の手に届けることになる。Intelは半
導体製品群のAtomで一層成長性の高い市場への参入を意図したが、
これまでのと
ころコストと消費電力の高さが批判されてきた。
しかしながらAtomは、低消費電力
型ミニノートPCネットブック市場で成功を収めつつある。不況の真っただ中で価値意
識を高めている消費者にアピールしながら、Intelブランドはネットブックのおかげで
小型モバイル機器への参入を図る一方、消費者にとって有意義で好感を持てるブラ
ンドという地位を守っている。

Disney
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Ciscoはネットワーキング・サービスのトップ企業だが、
他のコンピューター・サービスの
分野では今なお追随企業と見なされている。
しかし品質と信頼性に定評があり、
この
比較的若い産業で四半世紀以上もの間、隆盛を誇っている。研究開発への重点投資
と顧客ニーズに沿った革新という使命を語ることでCiscoはより広範なハードウェア
とサービスを提供する企業へのシフトを示唆しており、それはまたCiscoブランドの
役割が増えていくことを意味する。

16

-7%
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BMW
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Gilletteは今年FusionとVenusが大きく貢献し、売上高の増加を記録した。Gillette
はパーソナルケアの「 best for men 」
としての強みを持ち、手動式剃刀と剃刀刃の
マーケティング・シェア70%を占める。Gilletteブランドはこの分野の伝統と一貫した
技術革新を推進しており、
ロジャー・フェデラー、
タイガー・ウッズ、
ティエリ・アンリと
いった有名選手とのセレブリティ契約を更新。
また米国MLBのスポンサー企業として
高い知名度を維持している。
デジタル空間ではGilletteはオンライン｢シェービング・
ガイド｣で顧 客との対 話を充 実させており、また主にブラジルでの F u s i o n と
Prestobarba 3の発売に牽引され、発展途上地域においても高い成長性を実現して
いる。

今年のBMWは5%の減益だったにもかかわらず、
比較的健全な経営を維持している。
利益の落ち込みは主に中古車再販価格のリスクをカバーする高額な費用と、経済的
困難に陥っている米国市場における需要の軟化によるものである。
このドイツ、バイ
エルン地方の自動車メーカーは、今日でも快適なドライブを約束する高性能自動車
の生産と、大型のスポーツ・アクティビティ車であるX6や5シリーズGTのような革新
的な自動車でニッチな市場を満たす戦略を継続している。
その
「EﬃcientDynamics」
という取り組みにはブレーキ・エネルギー回生システムあるいは高精度ダイレクト・イ

ローバー売却によりBMWは得意分野に特化。

3%

Cisco

21,671 $m

顧客を魅了し続けながらも厳しい市況によりBMW
でも利益が落ち込む。
エンジニアリングとマーケティングを正しく組み
合わせれば、厳しい市況下でも自動車メーカー
の業績を押し上げることが可能と証明。
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Mercedes-Benz は 2009 年、景気後退を受けて売上高が 5 % 減少したものの
Mercedes-Benzブランドは別分野に一歩踏み出した。
「Blue is the new green」
と
いうスローガンの下、未だにディーゼルはうるさく、遅く、臭いものとされている米国
で走行効率の高い「BlueTEC 」
ディーゼル・エンジン技術の認識を高めようとしてい
るのだ。他の自動車メーカー同様Mercedes-Benzも環境にやさしいハイブリッド技
術の開発を推進してきた。Mercedes-Benzの最高級ラインであるSクラスは、
このク
ラスでもっとも燃費の良い車の一つである。一般的な傾向に従いMercedesはブラン
ド展開にあたって印刷媒体やテレビ広告から距離を置くようになっている。毎月オン
ライン配信される
「Mixed Tape Music Magazine」
ではドライブ用のBGMを配信し、
ジェニファー・ロペスやマーク・ロンソンなどのアーティストを登場させ、
またニュー
ヨークのファッション・ウィークのタイトル・スポンサーとして携わることで若者達の
間でのブランドの魅力向上に努めている。

$m

Mercedes-Benz

HPはカテゴリー全体の売上高が減少しているにもかかわらず、米国有数のパソコン
販売会社としてDellを抜いた。世界全体で見てもHPのマーケット・シェアは上昇傾向
にあり、昨年のITサービス会社EDSの買収に伴い20.5％増加。今年もアジア太平洋
地域の媒体戦略に関して効率的な主要エージェンシー1社への絞込みに焦点を置い
た、世界規模の見直しを開始している。
ますます価格主導型になる産業分野において、
HPは自社ブランドを上手に際立たせる複数の方法を模索している。

0
50
3.

Hewlett-Packard

24
.5
00

23,867 $m

0 $m

2%
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Louis Vuitton
ンジェクション・システムといった興味深い装備を含んでおり、世界中で100 万台を
超える販売台数の増加となった。ConnectedDriveコンセプトはBMWにもう一つの
先見的革新技術を推進させ、
自動車の安全性や利便性そしてサービス品質を高める
モバイル・コミュニケーション・プラットフォームへと変換する。最近オープンしたブラ
ンドの聖地「 BMWワールド」
を訪れる人々が後を絶たないことから、BMWは消費者
を魅了し続けていると言える。

Louis Vuittonは積極的に販売網を拡大し続け、今日の店舗数は合計で425店にの
ぼる。
その小売りを通したダイレクト・チャネルは、不景気下において消費者との繋が
りを維持する手段となっている。
またLouis Vuittonブランドは中国で強力な勢いを
増しており、今では収益の20％を占めるまでにいたっている。
「コア・バリュー」
キャン
ペーンでは旅を通した自己発見というアイデアから、
アニー・リーボヴィッツによる
ショーン・コネリーやカトリーヌ・ドヌーヴ、
ミハイル・ゴルバチョフといった数々のポー
トレートを特集。広告業界内で非常に高い評価を得た。そしてこのキャンペーンによ
りLouis Vuittonブランドがクラシックなものであるという事実を再認識させたので
ある。
また今年のLouis Vuittonは、特に男性をターゲットとする旅行鞄や靴、
そして
アクセサリーを初めとしたダミエ・コレクションを拡充した。

17
19,010 $m

-11%

Marlboro
Marlboroの愛煙家はMarlboroブランドに忠実なため、同社は急成長する新興市場
で売り上げを伸ばし続けている。
しかし世界各国の政府が禁煙運動の推進を表明す
る中、
たばこブランドは年々厳しさを増している。米国では食品医薬品局（FDA）
のた
ばこ法案が6月に可決され、政府のたばこ製品を規制する権限が広範囲に及ぶこと
になる。
しかしMarlboroは、例えば屋内の公共スペースでの喫煙に関しては無煙た
ばこtabokaを作るなど、増大する政府の規制をかいくぐって技術革新を続けてきた。
ただし、
たばこ市場は大きく、Marlboroも難しい問題に直面するところもある。例え
ばパッケージの前面と背面 50％を警告ラベルでカバーしなければならなかったり、
口当たりのよい香料を添加したたばこの販売を終了したり、
また4色刷り広告の停止、
「マイルド」及び「ライト」
といったラベルを除去したりすることなどである。
しかしなが
ら欧州におけるMarlboroブランドの実績は、Marlboroがこれらのハードルを乗り越
えられることを示唆している。
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Honda

Samsung

Pepsi

Oracle

Hondaは現在、米国や日本そして欧州での「自動車販売崩壊」による損失を、バイク
の販売増が相殺している状況である。景気後退による影響がHondaの収益に重くの
しかかってはいるが、
ブランド力は構築され続けている。
またHondaが大型SUVやト
ラックを生産してこなかったことが、今日では強みとなっている。他の自動車メーカー
が小型車の増産を行っているのに伴い、Hondaはその信頼性、燃費、そして職人的
技術面での評判を活かして販売に繋げている。

Samsungは2年連続で好調な年を迎えた。製品開発の強みがテレビ部門を世界規
模でリードする結果となり、
さらに携帯電話部門においても第3位から第2位のメー
カーへと順位を上げた。新たなコンセプトショップは、
より専門的で要求の多い層に
向けてSamsungブランドを使うことのメリットを提示し理解を得ることに成功してい
る。
しかし昨年はコンポーネント事業における困難を受けて、
ブランド価値全体として
の信用を失った。

Pepsiは上昇基調にあるブランドである。過去 1 年間、売り上げに拍車をかける取り
組みの一環として全商品のデザインを一新してきた。
また1970年代に天然由来の糖
分で作られたPepsi NaturalやPepsi Throwbackといった製品も限定品として発売。
新キャンペーン
「Refresh Everything」
も驚異的な成功を収め、米国で評判となって
いる。
このキャンペーンとPepsi Rawの発売から、Pepsiが革新のために費用を増やす
ことでCokeに追いつくべく最善を尽くしていることが分かる。

Oracleはアプリケーション販売と新しいソフトウェアのライセンス収入で競合他社を出
し抜き、
多くの分野での主導権を獲得してきた。
また最近のSun Microsystemsの買収
でMySQLを獲得し、
ハードウェア分野への参入も果たした。
Oracleは新データベース
機でのHPとの提携を軌道に乗せ、MicrosoftとIBMからのマーケット・シェア獲得を
図っている。
またOracleは研究開発費に年間30億ドルを充てており、
将来的な成功は
約束されているかのように見受けられる。
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15,433 $m

12%

13,317 $m

2%

13,179 $m

4%

Apple

Nescafé

Nike

Appleは、景気後退をものともしない。iPodの売り上げが記録的な水準に達したこと
Appleは米国の99ドルiPhoneや新製品の音声作動式iPod Shuffleのように、高い
やiPod Touchの売り上げが倍増したこと、
マージンの低価格製品で素早く対応してきている。Appleブランドは業界内で、
そしてMac OSソフトウェアのマーケット・
また
シェアが空前の割合を占めたこと。
これらのことがMac販売台数の落ち込みと、
世界中の比較的新しい象徴的なブランドの中で、
もっとも高い支持を受けている。
ブラ
ンド・ビジョナリーであるスティーブ・ジョブズのいないAppleの今後に対する不安を
かき消した。コスト意識の高い消費者には価格が壁となっているに違いないが、

1930年代に設立されたNescaféは依然売り上げを伸ばしており、
この非常に成熟し
た分野における不景気と店舗PB製品の圧力を考えるとかなりの実力があると言える。
しかしNescaféは価値の大半を高い利益率から生み出しており、必ずしも成長による
ものからではないだろう。Nescaféブランドは媒体が安い時を、困難な市場へアプ
ローチするチャンスと捉え、顧客関係の強化を目的に広告費を6％上昇。
さらにその
資源を最重要ブランドの価格や味、そして豆の品質向上に取り組む新キャンペーン
に割り振っている。最 近ではインスタント・コーヒー 分 野の新たな競 合である
Starbucks VIAをターゲットにした積極的な動きさえも見せている。

多くの競合他社が様々な削減を試みている中、Nikeは自社の方針を維持し大きな戦
略計画を掲げながら前進することで好調に推移した。それは前回の景気後退の時、
当時の業界トップであったReebokを抜いて首位になった時に成功した方法である。
今年のNikeは持続可能かつリサイクル可能な材料を使用することを目的とした、環
境にやさしい製品ラインを発表した。Nikeのその取り組みは、最終的に将来の収益
性向上に繋がるだろう。今年は1998年以来の人員削減が2度実施され、売上低迷時
における費用構造の問題が指摘されているものの依然として最大のライバルである
adidasを大きく引き離している。

21

27

15,375 $m

11%

H&M
スウェーデンの衣料店チェーンH&MはGAPなどの競合他社と異なり、年内に225の
新店舗を世界中に開くことで6,000～7,000の新たな仕事を作り出す計画であると
している。H&Mは製品ミックスや店舗拡張、デザインの多角化を続けている。2009
年夏、CEOロルフ・エリクセン引退を受けた継承問題が浮上したがH&Mは引き続き
「ナノ・ファッション」
（リアルタイム適合性）
や価格、CSR、
そしてゲスト・デザイナー・コ
レクションに焦点をあてH&Mの成長をサポートしている。
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14,971 $m

-32%

American Express
American Expressは金融危機の影響を受けた滞納件数（貸し倒れ）
と人員削減の
急増に直面し、
さらにはクレジット・カード危機による企業イメージの低下にも悩まさ
れた。
そこでこの度の銀行持株会社への移行によって、高リスクのクレジット・カード
商品のエクスポージャーを減らし、手数料収入を伴う短期決済のチャージ・カード
サービスに焦点を絞っている。自社の広告やロイヤルティ・プログラム、スポンサー
シップ、
また主要パートナーシップを通じたブランドに対する拡張投資はAMEXの信
用性ある高級イメージを強化。
ブランドの象徴的イメージを維持することを企業とし
て重視していることを示している。

12,106 $m

-1%

SAP
「Itʼs time for a clear new world（さあ、私たちと始めましょう。
『クリア』
な世界へ
の変革。）」
という新たなグローバル・キャンペーンを開始。それとともにSAPは事業
パートナーシップでソフトウェアが担う、将来を見越した力強いリアルタイムの役割に
そのメッセージをフォーカスしている。SAPは2008年に研究開発に重点投資すると
発表しており、長期にわたって顧客基盤を狙う多数の企業が競争をし烈化する市場

で約束を明確に守り、
かつ製品をより強力にしなければならない。SAPは今回の経済
危機の中、
ブランドを戦略的資産として位置づけ投資を継続したため堅調さを維持
している。
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注目ブランド

金融サービスにおける新たなグローバル企業

文 : キャローラ・ジェイン

金融サービス市場では最近、業界再編が起きた。
中には危機前よりさらに力強く金融危機から脱却している企業もある。
ここに、市場での地位とリーダーシップを向上させているブランド企業3社を紹介する。

1. Barclays
英国銀行業の象徴であるBarclaysは、数多くの同業他社に比べてパワフルにこの危機から脱却しつつある。12月に公的資金
を受け入れないという決定を下したこととBGIを売却したことが功を奏し、流動性が保たれ新たなビジネスチャンスで収益を
あげていると見られている。
そしてさらにLehmanの米国業務の統合にも成功。
まさしく注目すべきブランドと言えるだろう。
2. Credit Suisse
創業150年のCredit Suisseは順位を上げてきている。Credit Suisseは公的資金の投入を要請せずに、
この金融市場の再編
劇を享受した金融機関の一つである。民間銀行部門では大手競合他社であるUBSの弱体化による恩恵を受けた一方で、投
資銀行部門は継続的にマーケット・シェアを拡大し、牽引役としての立場を強めてきている。Credit Suisseブランドは新たに
山積みされた大量の金融サービス部門の中枢としての立場を確立。
中心的役割を担うための素質を備えている。
3. Santander
Grupo Santanderは1980年代初めから海外展開を拡大させ、Abbey Nationalの買収で主要国際銀行の仲間入りを果た
した。当グループの次の戦略的動向は米国のリテールバンキング市場でブランドを確立することであり、最近のSovereign
Bankへの投資は米国での新たな存在感確立に向けた第一歩である。Santanderの目標は世界第2位か第3位の規模の銀行
になることだ。Santanderブランドが昨今の米国リテールバンキング部門におけるチャンスの恩恵を受けることができるのか
楽しみである。
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12,004 $m

10%

29
11,953 $m

-12%

30

11,833 $m

3%

31
11,594 $m

-8%

IKEA

Sony

Budweiser

UPS

消費者の財布の紐が硬い中、IKEAの売上高は前年比7％増となっている。
この不況
で、家で時間を過ごす人が増えており、
そのおかげでIKEAは元気を回復した。
オンラ
インでの人気も依然として強力だ
（IKEA Webサイトは、
もっとも閲覧数の多いサイト
の一つで1日に4億5,000万人が訪れている）。
さらに新店舗の開店時には、今でもテ
ントを張って一番乗りを狙う顧客がいるほどである。今年 IKEAは多角化路線を継続
しT-Mobileとの提携で同業他社よりも25％安いプリペイド式携帯電話サービスを
開始した。

ハワード・ストリンガーは、Sonyの業績を立て直す努力で手一杯だ。円高と日本の株
式市場の下落は販売に結びつかず、問題は経済よりもはるかに根深いようである。
か
つてSonyが主流だった各カテゴリーのほとんどで、競合他社にマーケット・シェアを
奪われている。巨大企業と化したSonyには、大きな転換が必要とされる。Sonyにとっ
ての今年の明るい話題はeco-Braviaの発売と、
ストリンガー氏による経営チーム改
造でフレッシュな若い人材を採用したことだろう。

Budweiserが景気後退の影響をまったく受けなかったとは言えないが（Budweiser
とBud Lightはともに出荷数量は増えたがマーケット・シェアは低下した）、今回の経
済危機の中で健闘したと言える。Budweiserは特にアジア太平洋地域を初めとした
世界的な価値の確立に焦点を絞っており、
ベトナムではサッカーとのタイアップ・キャ
ンペーンを行なっている。
また中国は今や世界最大のビール市場であり、Budweiser
は販売網を構築しているところである。
しかも米国やカナダではCoronaの競合品で、
発売間もない新製品のBud Light Limeが成功を収めたばかりだ。
これが長期的に
成功するかは不透明だが、Budweiserは今後も好調な業績を維持すると思われる。

貿易の落ち込みとともに小包の取り扱い量も少なくなっている。経済危機の中での
保護主義傾向が規制の壁を高め、物流が減少してきているからである。結果的に収
益は13.7％減少し、UPSが昨年のレベルにまで持ち直すには2年かかると言われて
いる。
しかしUPSは中国に新しい航空ハブ拠点を建設している。米国でのDHLの存在
感が薄くなっていることで国内市場の競争相手が減り、経済危機脱出からの助けと
なっているのだ。
さらに収益が減少しているにもかかわらずUPSは自社ブランドへの
投資を継続。広告費として約2億米ドル拠出してPGAヨーロッパのスポンサーとなり、
また自社のUPS YouTubeチャネルと他の電子メディアにも注視した。
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10,510 $m

-20%

33

10,441 $m

-4%

37
9,550 $m

-11%

38
9,248 $m

-10%

HSBC

Canon

J.P. Morgan

世界的な金融危機の影響に対して比較的回復力があるHSBCは、2008年に利益を
あげた数少ない企業の一つである。長期化するサブプライム・ローンで発生した不良
債権残高の懸念はあるものの、
オンラインやセルフ・サービス・プラットフォームを活
用した効果的な貸し付けや新興市場への進出拡大などの部分的要因によりHSBC
ブランドはかなり順調に機能している。弱体化した競合環境を十分に活かしながら
HSBCが掲げる
「Worldʼs Local Bank」
の使命を果たすべくブランド力を強化し続け、
最近ではインドネシアのBank Ekonomiを買収し、世界第 4位の人口大国における
存在感を増している。

第1四半期のCanonはコピー複合機とプリンターの売り上げ低迷により、83％の収
益落ち込みとなった。要因の一つとして、円高によるコピー機やプリンターの価格上
昇があげられる。
しかし売り上げが減少しているにもかかわらず Canonは最新技術
を駆使したデジタルカメラやカムコーダー23機種を発売し、
どれも好評を博している。
その結果Canonはデジタル一眼レフカメラの分野で54％のマーケット・シェアを占め
る首位に浮上したのである。

2008年第4四半期に利益を回復した唯一の銀行として、J.P. Morganは他の多くの
ライバル企業に比べて優位な状況にある。米国金融業界の大規模な再編で主要な
役割を演じた J.P. Morganは、Bear StearnsとWaMu（Washington Mutual）
の買
収を実施し、業務規模を一層拡大させた。
これらの新設部門は、重要分野における
J.P. Morganの可能性を拡大させるが、同社にはこれらの買収案件を整理しブランド
を再編するという非常に骨の折れる業務が残されている。世界的には、J.P.Morgan
は昨年、香港、及び韓国の店頭デリバティブを初めとした新しい市場への参入を果た
した。

Goldman Sachsも他の金融サービス企業同様、経済危機の影響に苦しめられてい
るものの、数多い競合他社よりも安定した状況にある。Goldman Sachsは最近、政
府によるストレステストをパスしたためこれ以上の公的資金を受けないことを決定し
た。第 1 及び第 2 四半期の業績は予想を大幅に上回り、不良資産救済プログラム
（TARP）
で受けた公的資金を返済し終えたところである。Goldman Sachsは自社ブ
ランドに対する顧客の信頼を回復してより強固なものにするべく取り組んでいるもの
の、2007年と同水準の高い収益を享受している事実は、顧客心理にマイナスに働い
ている。

34

35

39

40

10,428 $m

7%

10,291 $m

-12%

9,210 $m

5%

Goldman Sachs

8,434 $m

1%

Kellogg’s

Dell

Nintendo

Thomson Reuters

Kelloggʼsは売り上げを増やしたものの、PB商品の攻勢による基準小売価格の値下
げ圧力を受けている。
そこでコスト意識の高い消費者に品質の高いKelloggʼsブラン
ドを伝える取り組みにおいて、健康的な食生活から良品質の商品を強調することに
重点を置き換えた。世界中の開発チームやWebサイト活動からインスピレーション
を受けて、151種類もの新製品やリニューアル製品を発売。
また複数の企業買収も実
施して商品ポートフォリオを追加すると同時に北米地域におけるシリアルとスナック
ブランドの流通を
「直販店」配達システムで拡大し、販売店舗で良い棚位置を獲得で
きるよう徹底している。
さらにKelloggʼsはレシピやクーポン、
ニュースレターを通して、
家族を大事にする消費者の心をつかんでいる。
また米国最大のフード・バンクである
Feeding Americaとのパートナーシップにも重点的に推進している。

2009 年の第 1 四半期、Dellは米国のマーケット・シェア首位の座をHPに奪われた。
敗因の一つにネットブックをタイミングよく主力製品として採用し損ねたことがあげ
られる。
また消費者が価格に見合った機能性を重視するようになったため、IT分野に
おけるDellブランドの役割は崩れ始めている。
しかし競合他社にその地位を奪われ
ながらも、
これまで成功してきたブランド・マネジメントの実績と、消費者ニーズにより
直接的に応える取り組みのおかげでDellは競争の中に留まることができているのだ。
最近実施している学生をより多くターゲットにする取り組みによってDellは地位を回
復し、
さらなる損失を回避することができるだろう。

Nintendoは革新的で簡単に楽しめるゲームを提供することでゲーム人口を拡大さ
せた。Wiiは3年前の発売開始以来 5,000万を超える台数を出荷。
これまででもっと
も売れ行きの速いゲーム機である。Nintendoは2008年に過去最高の利益を計上し
たと発表したものの、
自社の二大ゲーム機であるWiiとDSの販売台数が伸び悩んで
いる上、為替相場の混乱が利益を低下させるため業績を再現するのは困難であると
している。

上昇局面を維持しているThomson Reutersは、
ほぼ全業種の主要製品ランキング
を確保している。金融部門が世界的な景気後退の影響を回避できていない中、特定
の視聴者向け製品の多彩なポートフォリオを顧客に提供することで市場の混乱を切
り抜けることができた。そして今も、積極的な姿勢で成長を続けている。Thomson
Reutersは自社ブランドと、最重要ブランドの強力なポートフォリオの提供に投資し
続けており、会社が一つの統合企業を目指して邁進していくのにしたがって利益を出
し始めている。
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8,182 $m

10,254 $m -49%

Citi
不安定な経営状況のCitigroupは、破綻を回避するために450億米ドルにも及ぶ政
府の救済措置を受け入れた。金融サービス業界のリーダーから脱落したCitiは会社
存続をかけて業務の効率化に取り組んでおり、中核業務に集中するべく複数の事業
を売却した。最近のSmithBarney売却も、Citigroupが過去10年間実施してきた金
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融スーパーマーケット・モデルからの転換を示唆している。Citiの問題は大々的に報
道されており、
ここ最近の透明性を高める取り組みや上層部の総入れ替えも顧客の
信用を回復するには不十分と見なされるかもしれない。

-1%

8,121 $m

-2%

Gucci

Philips

2008 年、Gucciはかつて成功を収めた戦略に倣い、世界中の直営店網を再強化し
た。西欧における売り上げは様々だったが、今日のような経済状況下では特にアジア
においてリテールにおける幅広い存在感が重要な要素になることが証明された。
Gucciはまた、90年の歴史を持つ職人技と伝統を強調してきた。今年は中国での力
強い販売力が牽引役となって新興国市場で売上高 21％増を記録し、拡大をさらに
進めていった。

Philipsは家庭用電化製品や照明、
そしてヘルスケアといった幅広い事業分野を象徴
するブランドである。顧客及び消費者向けの革新的でユニークなソリューションを生
み出そうとする取り組みは、景気後退時に期待した効果をあげているように見える。
家庭用電化製品は昨年を通してもっとも不況の影響を受けたが、他の分野における
ブランド価値の成長により下落幅はある程度相殺された。Philipsは自社ブランドを、
主要な組織化の原則として利用している。
マスター・ブランドの下で事業を統合し、
首尾一貫してセンスと分かりやすさに焦点をあてている。
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22%

7,710 $m

ChryslerやGMと異なり米連邦破産法第11章の申
請は回避したものの、
Fordは不安材料となる損失を
計上し、
弱体ブランドの売却を強いられている。
CEOアラン・ムラーリーが、
合理化と集中化を見
込んで不適合な高級車部門を売却。

Fordが
「構想もタイミングも不完全な」
戦略を進
めていたことを認める。

10.000 $m

30.000 $m

-3%

特に資本投資を伴う大規模な変革プログラムを顧客が控えているため、Accenture
は危機感を抱き始めている。Accentureは52ヶ国で経営及びITコンサルティングに
限 定して展 開しているため、自社の長 期 的 戦 略を査 定する必 要 がある。今 年
Accenture は、ISO 14001 認証を取得し、環境への取り組みに一歩踏み出した。
ISO14001認証を取得することで自社のステークホルダーに対して環境への働きか
けを示すとともに、企業はより適切に環境負荷とリスクを管理することができる。

20.000 $m

世界有数の化粧品及びマスマーケット化粧品ブランドは売り上げを伸ばし続けてい
る。
とりわけアジア人のスキンケアのエキスパートとして、
アジアにおけるポジション
ニングを強化すると同時に、世界中の全地域での存在感を強化している。LʼOréalは
ヘアカラー部門第 1 位の座を守った他、今年はスキンケア製品でかつてない売り上
げを記録した。LʼOréalが選ぶ知名度の高いスポークスパーソンからも分かるように、
同社はすべての年齢層とすべての人種の男女向けに製品の提供を拡大することを目
指しており、
そのために数千にも及ぶ研究や実験を繰り返している。
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45
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44

が、Amazonの上昇局面に貢献している。加えてAmazon.comは、AppleのiPhone
及びiPod Touchで読むことのできる電子書籍の販売も開始する。2008年第4四半
期には持続可能性を視野に、Amazonは各メーカーと提携して包装を削減している。
そのパートナーには Fisher-Price 、Mattel 、Microsoft 、電子機器メーカーの
Transcendなどがある。

0
00
5.

Amazonのように多数の商品を扱う通販サイトを見れば、景気後退時に小売店舗を
持たない利点が分かる。
アナリストによると、Amazonは米国不況の恩恵を受けてお
り、特にBordersブック・チェーンの苦闘やCircuit Cityの倒産に伴い、
すべての流れ
がAmazon.comに向かって動いたと言う。電子ブックリーダーKindleのリリースと、
あらゆる場所からAmazonサイトへのアクセスを可能にする改良努力を続けたこと

$m

Amazon.com
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Ford業績：2000年〜現在
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7,350 $m

-8%

47
7,308 $m

-8%

48
7,244 $m

9%

49
7,005 $m

-11%

eBay

Siemens

Heinz

Ford

予想に反しeBayは景気後退の恩恵を授かっていない。eBayのマーケットプレース事
業は、2008年10月～12月に16％減を計上。
さらにAmazon.comとのし烈な競争に
も直面している。
これは販売者が持つ在庫の多くが自由裁量であるという特性に関
係している。消費者にとってAmazonの方が安全な買物サイトとして認識されている
のである。
またフランスの高級ブランドグループLVMHが模倣品ネット販売をめぐっ
てeBay側を提訴していた問題について、eBay側は3,200万米ドルもの損害賠償を迫
られた。
この件を受けてeBayはもっとも多くの規制を設けているにもかかわらず、規
模が大き過ぎるために模倣品が数多く流通するサイトというイメージがついた。
しか
しながらeBayは未だ低価格で知名度も高く幅広い流通を持つサイトとして、B to B
事業を立ち上げる際にもっとも人気のあるサイトであることには変わりない。

Siemensも他の多角化されたブランド同様、金融危機と世界的なインフラ投資に対
する影響という二重苦に直面している。Siemensが将来に期待できる成長力がある
とすると、
それは政府援助による環境関連の進歩的投資プロジェクトの展開からであ
ろう。Siemensはまたブランドの核となる考え方を上手に伝えきれていない。
さらに、
サステナビリティに関する明確な戦略がなく自社の可能性を制限している。
この問題
を受けSiemensは、環境にやさしいハイブリッド大型商用車を提供する米ISE社への
投資など、サステナビリティを追求した戦略の立て直しを図っている。その一方で、
GE社などとのし烈な競争に直面している。今年は、新製品、
トレーニング、
マーケティ
ング、
プログラミングを含む自社の知的基盤に150億米ドルを投資しており、
それが
よい結果をもたらす可能性がある。

低価格の PB 商品が勢いを増しカテゴリーでの競争が一層激しくなっている中、
Heinzは昨年12％の売上増を計上した。Heinzは顧客重視の健康モデルに焦点をあ
て、
より健康的な商品を開発。包装からビスフェノールAという化学物質を除去し、
消費者の内食傾向をうまくビジネスチャンスに変えている。2008 年にはアジアで
Heinz Ketchupといった中核商品の展開に力を入れたため、新興市場での売り上げ
がHeinzの成長率の25％を占めた。Heinzは、消費者基盤の拡大に合わせ、長期的
にマーケティング支出を増加させる計画を発表している。

Ford は早期の自社再編努力にもかかわらず収益減となった。Ford が目指すのは、
ウィリアム・フォードJr.会長の言う
「グローバルで、
グリーンな、
ハイテク企業」
である。
他のデトロイト
「ビッグスリー」同様Fordも弱体ブランドの売却によるブランド・ポー
トフォリオの再編を強いられたが、同社傘下のスウェーデン高級自動車メーカー
Volvoの引き受け先は見つからなかった。
しかしChryslerやGMと異なり、Fordは米
連邦破産法第11章の申請を回避。
ぎりぎりの経営状況にもかかわらず、Fordは果敢
にも自動車業界でもっとも積極的な自動車充電プログラムを開始した。計画によると
2012年までに少なくとも4車種の低燃費車を生産し、それらにはハイブリッド・タイ
プ、
プラグイン・ハイブリッドそして電気自動車と同型の新しいバッテリー技術を使用
する。
これら環境対応には時間を要す。
まず消費者にFordが単なる
「グリーンウォッ
シュ企業」
ではないことを理解してもらえるか注視する必要がある。それと同時に変
化する消費者ニーズにすばやく適応するため、
FordはFiestaのような欧州型コンパク
ト車を米国に導入する計画も推進している。
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Zara

Wrigley

Volkswagen

景気が低迷している間、
スペインのファッション・チェーンZaraの収益は増加の一途
を辿っていた。競合他社と異なりZaraではきわめて効率的に製品在庫を回転させて
いるため、製品ライフサイクルの問題とは無縁なのである。競合他社よりも製造工程
1回分も速く製品化できるZaraの革新的な物流システムも、業界やアナリストから数
多くの高い評価を受けている。
また、最新の流行を取り入れつつも低価格路線のため、
今日のZaraはリーディング・ポジション以上の地位を確立している。
その秘訣は巨額広
告費を費やさずに、
口コミと存在感ある販売店舗を利用して認知を高める方法にある。

Wrigleyの売り上げの60％以上が米国外からであり、成長の大部分を海外市場に依
存している。Orbitブランドのバリエーションは、
フレーバーを継続して投入し、毎年の
ように消費者のフィードバックと購買力に基づいて新フレーバーの入れ替えが行な
われている。Wrigleyは今年フルーツ・フレーバー・ガムのトレンドを捉え、Orbit Mist
の投入と並行して自社の代表的なExtraブランドの新製品発表に向けて準備してい
る。またブランドを健康的なライフスタイルの一部と位置づけるプロモーションも、
Web上に
「Benefit of Chewing」
と名づけたコーナーを特設することで続けている。
Marsブランドを新しく傘下に持ち、Wrigley はチョコレート以外の製菓ブランド、
SkittlesやStarburst、Tunes、Lockets、Rondo、Kenman、SwinklesそしてLucas
をグループに迎える予定である。

Volkswagenは幅広い市場をカバーしているため、世界中の政府支援策の恩恵を受
けた。
自動車メーカーがどれだけ上手に需要を維持し、多額の借入金と必要資本を
活用することができるかという疑問はなお残っている。Volkswagenと親会社
Porscheとの統合の可能性は、経営の焦点に深刻なリスクを引き起こす。なぜなら合
併したグループが描くコスト削減の相乗効果は、顧客満足に影響を与える可能性が
あるからだ。
こうした不確定な要因があるためVolkswagenブランドの評価は格下げ
されている。
しかし中国やブラジルのような市場では強固な地位を占めており、2018

年までに全世界で販売台数第一位の自動車メーカーを目指すと発表している。
さら
に今後の道筋に明るい兆しも見えている。VolkswagenのTiguan SUVの成功から、
小型SUVへの参入が遅くても他社とは異なる品質の高さがあれば顧客に受け入れ
られることが分かったのだ。また Volkswagen は、新たな駆動技術開発のペース
も緩めていない。BlueMotionプログラム、そしてLPGとEcoFuelエンジンをもって
Volkswagenは既に低燃費車を提供しているのである。
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-7%

6,431 $m

1%

6,399 $m

-26%

Colgate

AXA

Xerox

Morgan Stanley

Calgateはオーラルケアやパーソナルケア、ホームケアの分野で10％の収益増を謳
歌している。Colgateは基準小売価格と競合他社からの全般的な圧力があったにも
かかわらず、米国やメキシコ、
ブラジル及び中国を初めとした各国で歯磨き粉のマー
ケット・シェアを獲得したこと、
また米国でのホワイトニング歯磨き粉のシェアが記録
的に拡大したことを発表した。Colgateは引き続き歯科医療に関する展示会や歯科
医師を後援し、
オーラル・ヘルス製品の代表的なブランドというイメージの推進に努
めている。

AXAは事業の安定化を図るため、世界各国で統合や再編を実施するなど様々な取り
組みに着手した。
その結果としてAXAが支援する複数の企業を統合したBlueﬁnとい
う新しい金融アドバイザリーと保険サービスが誕生したほか、新たな企業コミュニ
ケーション戦略を発表することになった。
またポートフォリオの合理化に加え、AXA
は現在、
自社の長期目標を再評価して消費者の信頼を回復できるよう、様子見の姿
勢を保っている。
よってAXAブランドは新しい市場に一切参入していない。

オフィス機器の売り上げには減速がみられたが、Xeroxの費用削減への動きは早くか
ら効果を発揮している。
しかし競合他社も同じ困難に直面している状況である。業界
のトップブランドとしてXeroxは今なお問題が発生する前に、
その原因を探り解決す
べく努力をしている。Xeroxは環境にやさしい業界初の新しい技術を取り入れた、法
人顧客向けの新しいプリンターを発売したばかりで、
その技術は従来よりもクリーン
で低コスト、
それでいてより信頼性の高いものである。

金融危機によって、Morgan Stanleyのトップブランドとしての地位は深刻な打撃を
受けた。その中核事業部門は安定した業績を残しているにもかかわらず、Morgan
Stanleyは2四半期連続で損失を計上している。SmithBarneyと合弁企業を設立す
るというMorgan Stanleyの動きは、再編戦略に焦点を絞り同社が奮闘していること
を示している。Morgan Stanleyというかつてのブランドの強みを、
いつ、
そしてどれだ
け取り戻すことができるかどうかが注目される。
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6,523 $m

58

-9%

6,319 $m

MTV
MTVは、言わば若さと変化の代名詞である。MTVブランドは新しいパートナーである
Collective Intellectのサポートにより、
リアルタイムで、
またオンラインで視聴者の
興味を引き出し、
ターゲットにとって新鮮かつ最適なブランドであり続ける努力をし
ている。
また新世紀世代にターゲットを絞った一連の新プログラムは、最近低下気味
のネットワークランキングを盛り返し、中心となる12～34歳の視聴者とMTVブラン
ドとの結び付きを再構築することを目的としている。MTVは、オンエアで流した曲す
べてのリストを閲覧できる上に、直接 iTunesから曲を購入することもできる
「 MTV
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13%

Nestlé
サウンドトラック」
サイトのような、
サービス付き新メディアへの投資を継続している。
MTVブランドは過去にスランプから脱出した経験がある。
とは言うものの今回長続き
している成功の行く末は、昔以上に気まぐれな今日の若者の共感を得ることができる
かどうかにかかっている。

世界最大の食品会社であるNestléは、世界規模での成長に焦点を絞ることで前進
を続けている。
そうすることで消費者が真っ先に思い浮かべる身近なブランドであり
続けている。世界中に広告を展開する企業であるNestléは、食品の安全と品質にお
いても先導役を担う。
自社製品が基準を満たしてないと判断した場合は、
自主的に製
品を棚から撤去。発展途上国においては政府及びNGOと連携し、健康問題や水、栄
養に関する取り組みを行っている。Nestléは最近、健康に焦点を絞った研究開発セ
ンターを中国に開設し、新しいアフリカ本社をケニアに開設した。

59
6,040 $m

-5%

Chanel
2009年の厳しい市況はマーケティング活動における革新的な動きを萎縮させたが、
Chanelにいたってはわずかながら成長を見込んでいる。
しかし例えば Chanelの
「Mobile Art Pavilion」
は、Chanelのバッグからインスピレーションを得た50のアー
ト作品の展示で大きな注目を集めたが、経済状況を理由に予定を繰り上げて終了し
た。加えてChanelは今なお偽造品が多く出回っており、損害を被っている。韓国での
偽造品は依然としてChanelがもっとも多い。
けれどもほかの高級ブランド同様、歴史
と伝統でなんとかその地位を維持している。
またオドレイ・トトゥ主演の映画「ココ・ア
ヴァン・シャネル」
の公開によって、
より身近なブランドとして大きな反響を巻き起こす
と思われる。
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3%

62
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6%

Danone

KFC

adidas

世界規模の大手食品・飲料メーカーにとって、革新と拡張は売り上げ増加の原動力
となっている。生鮮乳製品のトップブランド
（ Danoneはボトル入り飲料水で第 2 位、
医療用栄養食で第3位）
は、世界全体で20％のマーケット・シェアを誇っている。乳製
品売り上げの減少はDanoneにとってリスクとなるが、ActiviaやActimelといった好
調なブランドにフォーカスし、
ベビーフードや医療用栄養食で利益を拡大させている。
Danoneは世界展開を一層推し進める構えを見せており、最近22年ぶりに43億米ド
ルの資金調達をした。

KFCはアジア全体で好調を博しており、中国や日本での市場拡大がその利益に貢献
している。今年は米国でも、
より健康に配慮した製品が大衆に受け入れられた。
しか
しKentucky Grilled Chickenセットの発売が、十分なクーポンを提供できなかった
ため失敗に終わったばかりでなく、
グリルチキン志向がフライドチキン製品に特化し
てきた同社に混乱を引き起こすリスクもあると言える。

adidasは景気低迷の中、革新性を持って独自の技術に集中することで好調を維持し
ている。例えば人気のSupernova Sequence 2は比較的新しいランニングシューズ
だが、柔らかい着地感でひざへの衝撃を抑えてくれるとともに、足を前に運びやすく
足の回転速度を速めてくれる。他の新製品としては、体温を運動選手に好ましいとさ
れる37 度に保つ素材を使ったClimaCoolや、adidasとVespaとのブランド・コラボ
レーションによる製品がある。
さらには、新しいファッション・ブランドadidas SLVRを
開発。またadidas Originalsのラインは、2009 年春／夏のミラノ・ファッション・
ウィークで
「60 Years of Soles and Stripes」
と称しその60年の軌跡を祝った。今年
は、
アジア、欧州、
そしてラテン・アメリカなどの急成長する市場において、企業として
の注目度を高めた。
とりわけ中国での成長が目覚しく、順調にいけば、2010年までに
10億米ドル以上の売り上げを見込んでいる。
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63
5,138 $m

7%

BlackBerry
米国におけるスマートフォン市場は、RIM 社のBlackBerryブランドが牽引している。
世界中に約1,600万人（前年比2倍）
もの加入者を持つ、初の世界的なスマートフォ
ンBlackBerryは、
ブランドという観点から見るとAppleと競合すべくその製品ライン
を革新し続けなければならない。BlackBerryはここ1年間で市場における影響力を
強めており、
そのブランドが担う役割も大きくなっている。BlackBerryは、
これからも
「選ばれる」
ビジネスフォンであり続ける。
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-7%

4,604 $m

Yahoo!
ジェリー・ヤンの在任期間は失敗に終わり、その間を通してYahoo!は手の内を明か
し、
さらには主導権を失ってしまった。Yahoo!は今年、前年計上した2億600万米ドル
（または1株あたり15セント）
の利益に対し、3億300万米ドル
（または1株あたり22セ
ント）
もの最終損失を計上した。結果として、
ジェリー・ヤンはYahoo!のCEO辞任に追
い込まれ、会社としても従業員を解雇せざるを得なかった。来年には、
なぜそのような

65
5,010 $m

-7%

-5%

70
4,598 $m

1%

Hyundai

Hermès

結果になったかをYahoo!自らが消費者に示す必要がある。
また最近のMicrosoft
これによってYahoo!の革新は加速し、
そ
Bingとの提携は、正しい選択だと思われる。
の範囲を広げるだろう。両社の強みを活かしてより優れたサーチエンジンを作り、
さ
らには広告主への価値を改善することでGoogleと互角の勝負をすることができるはず
である。

Hyundaiは昨年、意欲的な製品投入や注目度の高いマーケティング努力で良い企業
イメージに磨きをかけた。
スーパーボールで3ヶ所のスポット広告を出し、韓国と米国
で発売されたGenesisは、Hyundai初の3万米ドル以上のセダンである。
また大成功
を収めた革新的な「 Hyundai失業補償制度」は顧客が失業した場合はHyundaiの
新車を顧客から買い戻すと言うもので、大不況の中、市場の共感を呼んだ。Hyundai
は2015年までに米国市場においてToyotaの環境技術を追い抜くという大胆な計画
を立てており、
この計画によって忠実な顧客を勝ち取ることを期待している。来る
2010年の南アフリカワールドカップのグローバル・スポンサーとしてHyundaiの認
知度と親しみやすさは高まり続けると思われる。

Hermèsブランドの原点とも言える革製品が、景気後退の中で比較的よく持ちこたえ
ていることもあり、同社の 2008 年第 1 四半期売上高は 3 . 2 ％増となった。しかし
Hermèsの革製品やアクセサリー及びスカーフの堅実な業績も、香水や腕時計、
テー
ブルウェアの低調な売り上げによって相殺された。Hermèsの業績をカテゴリー全体
で見ると、米国における売り上げが低迷する一方でアジア太平洋地域が牽引してい
る。2009 年には新店舗開店や店舗改装がアジア地域を中心に行われる。今後事業
の多角化を目指すHermèsは、高級ヨットの設計士と契約を結び、
ヨット界における
革新的なプロジェクトの進展に努めている。
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71

72

5,004 $m

-5%

4,404 $m

-5%

4,370 $m

-50%

Audi

Caterpillar

Kleenex

UBS

今年、Audiの新車販売台数は約4％上昇し、
その純利益は30％増加。創業以降初
めて年間100万台を販売した。
さらに2015年までには高級車部門で第1位となり、
競合他社のBMWとMercedesを抜くことを視野に入れている。
また市場での地位
を強化するために、米国でディーゼル車を販売。
その車種を拡充し、小型で燃費の
いい車やSUVの購入者をターゲットとしたコンパクトカーのA 1 、A 2のような小型
車SUVを発売した。他社がマーケティング費用を削減する一方、Audiは米国での
広告費予算を前年比で20％増加させている。
にもかかわらずAudiにとって高価で
贅沢品に分類される高級車部門の長期的な見通しは、必ずしもよい知らせばかり
ではない。需要が減少する中で供給過多となっている環境では、車種を拡充し生産
を増やす戦略を推し進めることは、特に本国であるドイツにおいては、
そのブランド
価値にとって大きなリスクとなる。

Caterpillarの業績を見れば、景気の低迷や回復の動向が分かる。同社の事業が、市
場が停滞している欧州と米国に大きく依存しているからである。Caterpillarの前四
半期決算は人件費の削減が功を奏し驚くほどよい数字を残したが、
その収益は依然
として減少している。Caterpillarが西側諸国で大きく存在感を示すことができるかど
うか、
そして新興国でチャンスを掴めるかどうかに注目が集まる。
Caterpillarは既に他
の地域同様、中国への進出拡大に動いており、成長に向けた地位を固め始めている。

Kleenexは発展途上国と新興国市場で売り上げを30％伸ばし、事業全体で業績を
維持している。
また、消費者参加型キャンペーンを展開。足元の経済状況が振るわな
い中、
より低価格展開する競合他社やPB商品がマーケット・シェアを拡大しているが、
Kleenexは消費者に
「Feel the diﬀerence（違いを感じて）」
を強みに問いかけている。
社名と同じ商品名を持つKleenexブランドは、柔らかさと強さを追求した独自の技術
でローションを使ったKleenex Lotion Tissueを開発した。Kleenexはこの技術を自
社のポートフォリオにある他製品にも採用する計画である。
また、消費者が自ら
「記
憶」
を呼び起こすように、店頭、家庭、
そしてオンライン上でかつてない規模の試供品
キャンペーンを展開し、消費者になぜ「It feels good to feel（感じることは気持ちい
い）」
なのかを伝えた。
さらにKleenexは、消費者のライフスタイルに合った模様や質
感のビジュアル・トレンドを念頭に置いている。

UBSはすべての面でひどく打ちのめされ、
さらには決算不振と国際租税の対立の重
圧に屈している。
スイス政府による支援を受けたにもかかわらず、UBSはブランド投資
を行なっていない。
その結果ブランドの信用力と結びつきはかつてないほど低下して
いる。
ここ最近の展開を受けて、優秀な人材はライバルの金融機関に流れてしまった。
たとえUBSが安定性を取り戻したとしても、
ブランドの信用を回復するために困難を
強いられるであろう。
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4,917 $m

-7%

4,609 $m

-7%

4,337 $m

-43%

Avon

Rolex

Harley-Davidson

製品ラインのシンプル化で、Avonは
「less is more（少ないほど贅沢）」
を掲げる製品
提案へと転換している。Avonは技術革新に力を入れ、人気のL ʼ Oréalからマーケッ
ト・シェアを奪おうと奮闘。増加する販売員（経営困難にあえぐその他の産業の元従
業員など）が直販チャネルを強化している。
またAvonは広告投資を増やし、
セレブリ
ティからの支持を受け続けながら新製品の発売やチャリティのサポートをしている。
さらに
「 Smart value」
という技術革新の切り口をもって、
ラテン・アメリカと中国で収
益をあげている。

高級腕時計の売り上げが苦戦していることは間違いない。今回の景気後退の中で衣
類やアクセサリーの方が景気の影響は受けにくいと証明されたが、宝飾品は今すぐ
購入しなくてもよい贅沢品のため、売り上げは落ち込んだ。
しかし、売り上げが減少
したにもかかわらず、Rolexはウィンブルドンなどへの後援を通して、
ブランド投資を
続けている。
また、Rolexの時計が売れなくて困っているディーラーから個人的に在
庫を買い取ることで、価格が下落しブランドの品位を汚すリスクも回避した。
こうした
リスク回避の動きはRolexにとってプラスに働いている。Rolexの短期的な損失は、着
実な回復力をもって乗り越えられるであろう。

金融危機はHarley-Davidsonのような象徴的なブランドまでをも著しく冷え込ませ
た。
ラテン・アメリカのような上向きの市場で売り上げが伸びているものの、HarleyDavidsonの収益は2年連続で減少。米国における売上高13％減は同社にとって痛
烈な打撃である。Harley-Davidsonは、会社の創業105周年に合わせてホームタウ
ンであるミルウォーキー州にHarley-Davidson 博物館を開設したり、1940 年代を
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思い出させるCross Bonesバイクを制作したりすることで、
自社の歴史と伝統に焦点
を当て続けている。
また、1月にIron 883（希望小売価格8,000米ドル未満）
とDark
より若い顧客層にアピールする動きも進んでいる。
Customを投入するなど、
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74
4,234 $m

-8%

Porsche

75
4,225 $m

-1%

3,847 $m

7%

81
3,831 $m

-5%

Johnson & Johnson

Allianz

2008年のPorscheは、過去最高の業績となった。米国とドイツでの売り上げが減少
した一方、中国では売上高90％増という飛躍的な伸びを見せたのだ。Porscheの計
画は、初の4ドア車の発売を通してより幅広い家族向けの層を取り込むことであり、
同社は新型車を投入し続けている。
しかし例えば「ファミリー」部門に参入する時な
ど、高 級自動 車ブランドの多角化にはつねにリスクがつきまとう。P o r s c h e は
Cayenneコンセプトで比類ない成功を収めてきたが、長期的に見て価値の拡大は革
新的な新型車がもたらすのか、
あるいは中核のPorsche911の改良がもたらすのか
まったくの未知数である。

2009年度のPanasonicは苦しい市況と円高を受けて、40億米ドルの最終損失を計
上したものの、経済が好転すれば力強く浮上する状況にあると見える。2008年には、
ライバルの三洋電機の株式を過半数獲得したことで先端的な電池と太陽光発電技
術への道筋をつけ
（現時点では三洋電機がパナソニックと統合するか否かは不明）、
NationalブランドをPanasonicブランドの下に統合。また、国際的に認識された
「eco idea」戦略とGlobal 100 Most Sustainable Corporationプロジェクトに認
められたことで、製品の環境信頼性を高めている。Panasonicは新興国市場の新し
い中間所得層をターゲットとする戦略を追求し、低価格競争をかわす試みでインフ
ラ技術を推進していく。

安心と信頼はJohnson & Johnsonにとってより重要な価値観となっており、
当ブラ
ンドはメッセージを発信しながらこれを伝達することに努めている。
またPfizerとの
統合を推し進めることでJohnson & Johnsonブランドは製品群を拡大し、積極的に
ヘルスケアを推奨することが可能となった。
また2008年の夏季オリンピックのオフィ
シャル・ヘルスケア・スポンサーであった同社は世界各国で売り上げを伸ばし、競合
する15の主要カテゴリーのうち9部門において先導的な地位を獲得している。

著しい損失を出したDresdner Bankの売却にもかかわらず、Allianzの金融サービス
部門は、第1四半期の純利益にわずかながら寄与した。Allianzが政府による援助を
不要としたことと、前四半期に中核商品が利益を上げたことを受けて、投資家はさら
に好感を示した。現在 Allianzは、
オーストラリアとニュージーランドにおける航空保
険市場への参入、
中国における生命保険商品の拡大、
そしてインドにおける大々的な
資産管理業務への参入を通して自社商品と市場を拡大させることを計画している。
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4,000 $m

-5%

Panasonic

80

3,968 $m

-6%

3,754 $m

-5%

83
3,716 $m

-5%

Tiffany & Co.

Cartier

Moët & Chandon

BP

Tiffanyは、米国店舗で著しく売り上げが減少したが、
アジア太平洋と欧州での下落
幅はごく僅かであった。
このことは費用構造の見直しを迫られていると言える。
しかし
Tiﬀanyは未だに世界中にオープンした新店舗や、94,000米ドルのダイヤモンド携帯
電話の発売への支持を受けている。
このことからTiffanyは「手に届く高級品」から、
より高いプレミアムブランドへと位置づけを変えようとしているように見受けられる。

Cartierは今回の景気後退の中、Cartierを愛好する富裕層のおかげで比較的安定し
た経営を保っている。
そこでより若い層の支持も集めようと、Cartierは業界で初めて
SNSを採用。CartierブランドのMySpaceでは、
ルー・リードやマリオン・コティヤール、
そしてフェニックスといったアーティストによる高級感溢れる魅惑的な歌が流れてい
る。Cartierはまた、Love Charityブレスレットを発売。
ブレスレットの売り上げの一部
をAction Against Hungerへ寄付することで、
サステナビリティに関する取り組みに
力を入れている。世界規模のブランドであり、非営利や非政治、非宗教のCartierは、
世界43ヶ国で飢餓問題と幼児の栄養失調問題に取り組んでいる。

特に先進国において、消費者たちはより安価なシャンパン、あるいはさらに安いス
パークリングワインやプロセッコに切り替えており、Moët & Chandonはその影響を
受けている。
しかし2008年の媒体支出は削減されたものの、Moët & Chandonはブ
ランド・イメージに投資を続けている。例えば複数の映画祭を後援したり、Academy
Awardsのオフィシャル・パートナーを務めたりすることで、映画ビジネスとの関係を
繋いだ。
また、映画スターのスカーレット・ヨハンソンをイメージ・キャラクターとして
起用することで、初めてブランドに顔を持たせる動きも見せている。

BPは、伝統的な大手石油企業の中でもっとも環境に配慮しているという位置づけを
目指し、過去 5年間バイオ燃料及び再生可能エネルギーに80億米ドルも投資してき
た。Invigorateというエンジンを洗浄して保護する添加剤を新たにブランド化し、太
陽エネルギーが供給されたサイエンス・センターであるSolar Sail BPのデモンスト
レーション・プロジェクトを中国で実施。
すべてをBPの
「環境的」
なイメージの浸透に
役立てている。
また2008 年の調査ではBPは競合他社を抑えて業界トップの座を獲
得したが、全体としてはShell同様、市況がブランドの利益を減少させており、BPの利
益は18％落ち込んだ。
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3,922 $m

-10%

3,876 $m

-5%

Gap

Pizza Hut

現在の経済状況を受けて、Gapは大幅な値引きを強いられている。
かつては価格が安
くてシックとされたGapだが、TargetやCarrefour、Wal-Martと比較すると高価格帯
に属すことになる。
さらにGapは、Zaraのような創造性豊かなブランドに基盤を奪わ
れ続けている。2009年第1四半期の売り上げは前年比12％減で、米国では53店舗
が閉鎖に追い込まれた。今はブランド名よりも機能性が重視されるようになり、Gap
のブランド構造もまた消滅しつつある。また2008 年には総合 Web サイトが開設。
オンラインでOld Navy、Banana RepublicそしてGapをひとまとめに、
しかも一回分
の配送料で買い物ができるようになり、
それが結果的にブランド体験を弱めることと
なっている。

Pizza Hutの業績は、質に対して価格が安いことを強調したことが功を奏し、好調に
推移した。パスタやチキンウイングのような差別化商品と同様、
メニューの見直しで
おトクな商品を取り入れたことがこれに繋がったのだと思われる。Pizza Hutはまた、
メニューが増えたことを顧客に分からせるため各店舗の外観を新しくした。一部の店
舗では
「The Hut」
とし、箱や店舗の看板から
「 Pizza」
を取り除いた。
こうした取り組
みがプラスの方向に働くのか、
あるいはブランドの中核中心商品を危うくするのか注
視したい。
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3,557 $m

3,698 $m

3%

85
3,563 $m

-3%

3,530 $m

-2%

NIVEA

Prada

欧州16ヶ国で
「Most Trusted Brand 2009（「Readerʼs Digest」
より）」
として支持
されたNIVEAは、消費者ニーズに適応する能力を見せつけている。今年は、
モダンで
すっきりとしたパッケージ・デザインにリニューアルされたメンズ製品の再投入で成
功を収めた。
またティーンエイジャーの少女たちをターゲットとするNIVEA Visageラ
インのリニューアルも実施。NIVEAは引き続き消費者に直接訴えかけ、新製品を試し
てもらったりマーケット・リサーチを通じて製品改良に役立つアドバイスをもらったり
している。NIVEAはまた、急成長する市場で販売を拡大させることも重視しており、
上海にボディケア製品を生産する新たな製造工場を稼働させた。上海の工場は
NIVEA for Men、NIVEA BodyそしてNIVEA Visageといったアジア市場向けに開
発された製品を製造する。

Pradaも他の高級ブランド同様、世界中の各都市に新店舗をオープンさせており、
リ
テール拠点を通した消費者との関係維持や情緒的な結びつきを新たに作り出すこと
に投資している。
Pradaはまた来店した顧客の購買意欲を高めるような取り組みも最
大限に実施。最近ではロンドンやニューヨーク、
ミラノ、
そしてパリといった主要都市
の店舗を改良するために、世界的にもっとも評判の高いスタイリストを数名迎えた。
これまでのところ、
そうした努力が実を結びPradaは比較的安定した経営を保っている。
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5%
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0%

3,303 $m

-6%

Ferrari

Armani

プレミアム・スポーツカー・セグメントへの市況の影響は、大衆セグメントに比べて遥
かに小さなものだった。
つまりFerrariのような最高級品を購入する人々に、景気は関
係ないと思われる。収益は15％増、営業利益は28％増、
また車両の割合も2008 年
比1.3％増加。Ferrariの最大市場は北米であることに変わりないが東欧や日本、
そし
て中国を初めとした全地域で売り上げが増えている。
Ferrariは2008年にCalifornia
というFerrari初のクーペ－カブリオレ・モデルを含む2つの新型車を発売。
また主要
な国際都市にブランド・ストアを新しくオープンした。それでも世界の高級品市場を
覆う圧力や富裕層が西から東へと移動していること、新しいニッチな自動車ブランド
が競争に参入したことなどを考慮すると、
Ferrariの価値が比較的安定的に保たれる
としても、長期的な市場の見通しは変化しつつあると言える。

業界の競合他社に追随するようにArmaniは新店舗オープンに著しく投資しており、
ニューヨークのフラッグショップ計画も明らかになった。また Armani は Emaar
Propertiesと提携して、高級ホテル＆リゾートのデザイン事業も多角的に行っている。
House of Armaniの階層化されたライン
（ Emporio ArmaniやGiorgio Armani 、
Collezioni Armani、そして急成長中のArmani Exchange）が様々な層に多くの異
なる価格帯でアピールする一方、
その多様性が特に景気後退の中ではArmaniブラ
ンドを弱体化させるリスクをもたらす。

90

91

3,263 $m

-16%

3,235 $m

NEW

Smirnoff

Duracell

Starbucks

Lancôme

Smirnoffは今なお世界で選ばれ続けているウォッカである。2008年には販売数量
が前年比8％増、売上高が12％増を記録した。Smirnoffは世界中でもっとも多く市
販されているスピリッツ・ブランドの一つであることに変わりはない。2008年、母国の
英国でマーケティング予算を大幅に増加。
また、Black Labelブランドをジェームズ・
ボンド映画「Quantum of Solace（007／慰めの報酬）」
にリンクさせることにも成功
した。Smirnoﬀは依然としてオリジナル・ウォッカの売り上げに依存しているが、留出
されたウォッカの味を試飲できる販促活動も試みている。

PB商品への買い換え効果がDuracellにマイナスの影響を及ぼしており、価格主導型
となった消費者の関心を取り戻す難しさを示している。Duracellは新たな広告キャン
ペーン
「Trusted Everywhere」
を掲げ、
自社製品の歴史がいかに安全で信頼でき、
そ
して高性能かを謳うことで消費者の関心を集めている。
また、
ほぼすべての自動車や
乗り物のDCソケットにフィットする新しいUSB充電器も発表。
この充電器には3つの
異なるコネクタが含まれており、様々な形態の無数なデバイスと接続できるように
なっている。

16年間成長を続けてきたStarbucksも息切れしている状態だ。今年は800店舗以上
を閉 鎖し、創 業 以 来もっとも深 刻 な 経 費 削 減を実 施している。以 前と比 べて
Starbucks利用者の30％近くが来店回数を減らしており、
その内の84％が経済面を
理由にあげている。McDonaldʼsやMcCaféのような低価格を重視した新しい価格競
争に対抗すべく、Starbucksでもおトク感を重視した製品の投入を試みている。例え
ば現行品より価格を抑えた新しいインスタント・コーヒーVIAを店舗販売用として発
売。
また朝食メニューも試みた。
しかしながらこうした製品は短期的にStarbucksの
売り上げ増に貢献したとしても、
ブランド・イメージの弱体化を招くものでもある。創
業者ハワード・シュルツの復職がStarbucksに今後どのような影響をもたらすかを語
るには時期尚早だ。

技術革新とセレブリティとのパートナーシップが功を奏し、Lancômeは存在感を回
復した。
フランス発のブランドであるLancômeは高品質と気高さのイメージがあり、
ここ一年間は新興国市場での売り上げを伸ばしている。
ロシアでは10人中9人の女
性がLancômeブランドを知っている。
またRénergieラインは、特にアジアでの急成
長を受けてアンチ・エイジング・スキンケアのエキスパートとしての地位を強化した。
さらに初の
「電動式マスカラ」Ôscillationの発売が大きな話題となり前代未聞の成
功を収めた。
メイクアップ製品のアーティスティック・ディレクターとしてアーロン・ド・
メイ
（初のPink Irreverenceコレクションを指揮した人物）
を起用したことは、創造性
の新時代を特徴づけている。
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92
3,228 $m

96

-7%

3,158 $m

Shell

Lexus

経済状況が圧力材料となりShellのブランド価値は7％低下した。消費者はブランド
に対する親近感ではなく、
身近なスタンドを選ぶ傾向にあった。
しかしながらブランド
事業に対して、
ブランドの及ぼす影響力が高くはないのに、
ブランドの役割が少ない、
Shell が行なうことはうまくいく。エンドユーザー関連事業では、Shellは世界中の
90ヶ国以上に約46,000ヶ所のサービス・ステーションを展開しており、世界最大規
模の燃料リテール・ネットワークの一つを運営している。米国や中東、
中国といった地

93
3,223 $m

-12%

NEW

域でShellブランドは革新的で新しい燃料の選択肢（例：V Power）
を提供する企業
の象徴である。Shellは自社の評判を良くするためにバイオ燃料開発への投資など
様々な取り組みを行っているが、競合他社に遅れを取っているのが現状である。
また
下流事業がもっとも利益を出しているため、依然として石油及び天然ガス田探査に
かなりの重点を置いている。

94
3,170 $m

-5%

米国や欧州での販売は減少しているものの、Lexusは今でも米国で売り上げナン
バーワンの高級自動車ブランドであり、
またプレミアム部門のハイブリッド自動車の
売り上げでも首位に立っている。成功の要因は、確かな品質と他の欧州輸入車よ
りも価格設定が低いことにある。人気のディーゼルエンジンで有名な BMW や
Mercedesとは異なり、Lexusはディーゼル車を販売しておらず、未だにToyotaの
ショールーム経由で販売されていることから欧州での販売力は弱い。将来的には高
機能、スポーティ、エキサイティングというイメージを打ち出し、現在の生真面目な

97
3,154 $m

NEW

イメージから脱却することを積極的に試みている。
それに先立ちLexusは新たな
「F」
シリーズ（「Flagship」
のF）
を発売。最初のモデルはスポーティなLexus IS Fで、小売
価格 56 , 000 米ドルである。
さらに複数のFモデルを発売する予定で、高級セダンと
SUVワゴン・クロスオーバーがラインナップしている。
この戦略が成功するか否かは
未知数である。

98
3,095 $m

NEW

Burger King

Visa

Puma

Burberry

世界中に店舗を拡大しようというBurger Kingの戦略は、最近のメニュー展開やマー
ケティングの刷新とともに利益をあげている。Burger Kingは自社ブランドの展開を
幅広く新しいものにする一環として、Burger Kingの小規模店舗であるWhopper
そこでは、同社の象徴であるバーガーWhopperを客が自由にカスタ
Barをオープン。
マイズできる。世界中の消費者の嗜好に基づいて展開したWhopper Barは、期待通
り幅広い層から注目され、Burger Kingが掲げる
「 Have it Your Way（お好み通り
に）」
の約束を果たした。今年のBurger Kingは、McDonaldʼsの代わりにぴったり、
と
Web広告で自社商品を紹介し、若年層の間での認知度と地位を向上させることに成
功した。McDonald ʼsが標準家庭の選ぶファーストフードショップとなってきた一方
で、Burger Kingは慣習にとらわれない家庭が選ぶファーストフードショップになり
つつある。

ペイ・アズ・ユー・ゴー方式（決まった分だけ支払う）
のライフスタイルの利便性ととも
に、米国消費者の間でデビットカードの人気が急騰している。Visaデビットカードは
米国市場の3分の2を占めるため、
デビットカード需要の高まりをうまく投資に向けて
いる。世界中で発行されているVisaブランドのカードの総数は前年に比べ 10 ％
増 加し、17 億 枚であった。さらに V i s a は消 費 者からの高い信 頼 性という点で、
MastercardやCapital Oneに大きく差をつけている。2009年3月、Visaはグローバ
ルブランドキャンペーン
「More people go with Visa」
を開始。一つのグローバルカ
ンパニーとしての進化を反映させている。

PUMAは自社の強みを活かし、Nikeやadidasと競い合っている。PUMAは事業の多
角化を図り、新フレグランスUrban Motionと新しい女性用のセーリング・ラインで
自社製品ラインを拡張した。adidasがステラ・マッカートニーをデザイナーに起用し
たことからヒントを得て、PUMAがアレキサンダー・マックイーンとコラボしたことは
評判を呼んだ。最近ではこの動きをさらに進め、
フセイン・チャラヤンのファッション・
レーベルを買収している。年間ベスト・ブリティッシュ・デザイナー賞を2回受賞してい
るチャラヤンが、PUMAのスポーツファッション・コレクションの制作とデザインを統
括することになる。

Burberryは新たな市場への進出を続けている。初の子供服の店舗を米国にオープン
し、
また新本社もニューヨークのマディソン・アベニューに構えている。それと同時に
売り上げは米国ばかりでなく、アジア太平洋や中東、そしてアフリカでも上昇した。
Burberryは従来に増してデニムにフォーカスし、
より若々しくトレンド感ある顧客を
引きつけることで多角化を図っている。
アウトドアとアクセサリー部門の好調な販売
増に牽引され、今年のランキングを死守するのに十分な売り上げの伸びを見せたが、
その利益の多くは値引き商品によるものでBurberryブランドという従来のブランド
価値が損なわれる可能性もある。
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3,094 $m

NEW

Adobe
Adobeは6年連続で2桁成長を達成し、過去最高の収益をあげた。Adobeは消費者
の趣向に目を向けることで新たな領域に Adobeブランドを拡大させた。しかし
Adobeの選択は売り上げの落ち込みに繋がっている。
この落ち込みは初年度に1億
回ダウンロードされたAdobe AIRや、2008年4月に開始し2ヶ月で150万回視聴さ
れたAdobe TVなど、
クリエイターたちにインスピレーションを与えるようなビデオ・コ
ンテンツを見れば明らかである。
またYouTubeや他のオンライン・メディア関連の大
部分のサイトで使用されているAdobe Flashソフトウェアは、オンライン・ビデオの
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マーケット・シェアの実に80％を占めている。2008 年 4月にリリースされたAdobe
Media Playerは、CBSやMTV、PBS、Scripps Networksなどのコンテンツで使用さ
れ、今後も業界トップの座を守り続けると思われる。Adobeはまた広告キャンペーン
にも積極的で、
ユーザーが作成した作品を広告に採用した。

NEW

3,081 $m

NEW

Polo Ralph Lauren

Campbell’s

Polo Ralph Laurenが提唱するライフスタイルはますます浸透し、異なる価格帯や
市場間での製品開発を進めている。Polo Ralph Laurenが米国オリンピック・チーム
の公式ウェアとなったことは、
スポーツ選手というよりエリート主義と見られるかもし
れないが、
こうしたスポンサーシップやウィンブルドンの公式サプライヤーとなること
は、
ブランド・イメージを世界に広げることに繋がる。今年はiPhoneアプリケーション
に電子広告を配信。舞台裏の写真なども交えたRalph Laurenコレクションの魅力を
体験することができる。

Campbell ʼ sは昨年、健康を気にする女性消費者をターゲットにした低ナトリウム・
スープを販売し、継続的なプロモーションで大成功を収めている。既に85種類の低ナ
トリウム製品があるが、
ここ数ヶ月のうちに新たな製品を発表する予定である。健康
的な低価格商品の象徴として自社を位置づけたマーケティング・キャンペーンを集中
的に行った結果、競合のPB商品を抑え込む効果があった。
またKraft Singlesとのコ
ラボレーションは、
クーポンを使ってスープとグリル・チーズ・サンドイッチをお手頃な
価格で提供することに成功した。2008年は、映画「The Tale of Desperaux」
にも協
賛し、話題となった。
買物客の嗜好データを積極的に取り入れ、販売においても積極
的に消費者に訴えるCampbellʼsの計画は、
将来的にブランド価値を高めると思われる。
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Technology

Industry Insights

テクノロジー

技術革新の速度

業界動向
高級品
金融サービス
一般消費財
リテール
自動車
テクノロジー
食品・飲料
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150

健康状態の管理や観察、分析が可能であり、
また情報の交換や共有ができる。
こうし
テクノロジーの分野では新技術の開発と投資が盛んに行われ、新しい可能性が次々
と誕生している。
この影響で関連性のある他の分野にも新しいチャンスがもたらされ、 たことを例にとっても、技術への依存度が高まっていると言える。
数々のブランドがこの波に乗った。
そしてこれまで考えられなかった分野において、
そ
の勢力を伸ばしつつある。
Appleも依然として優位な立場を誇っている。機能性を永久的に固定したり搭載した
りしない、個別のデベロッパーによる画期的なプラットフォームを採用することで、
家庭電化製品に目を向けてみると、薄型テレビの需要が技術の目覚しい発展と低価
iPhoneは充実したアップグレード機能や娯楽性、便利さを実現。米国では1回のダウ
格化によって伸びつつあることが分かる。SamsungとSonyは、
ンロード料金が99セントと手頃な価格に設定されているため、消費者の負担がとて
エネルギー効率の向
上と低価格化を実現したLCD（及び近年広まりつつあるOLED[有機発光ダイオード])
も低く抑えられている。
この製品は本質的に、
ファッションと同じように私たちの個性
や自分らしさを表現するためのアイテムになりつつある。
と上質なデザインを採用することで、
この業界のし烈な競争をリードしている。現在で
は、大型で解像度の高い画面を採用したテレビが普及しており、
テレビは新しい境地
の娯楽性をもたらし始めている。2010年にはPanasonicがバックアップする合弁企
Appleを見れば明らかなように、従来からこの分野に存在していた数々のカテゴリー
業から家庭向けの3D技術が登場。
間の境界線が曖昧なものになりつつある。企業はそれまでの活動領域を越え、新しい
そのため、
このカテゴリーへの関心がさらに高ま
ビジネスチャンスを求めてインターコネクト技術の分野に続々と乗り出しているので
ることは間違いない。
ある。
もう一つの例として、OracleによるSunの電撃的な買収がある。
この買収劇を通
してOracleはJavaとSolaris OSを管理する権利を手中に収め、
モバイル機器の分野では、メール、音楽、
コンテンツのパーソナライズ化、ゲームと
アプリケーションか
いった機能がより多様化し充実しつつある。娯楽性はいつでもどこでも求められるよ
らディスクにいたるあらゆる製品の総合的なプロバイダとして確固たる地位を築くこ
うになり、新しい技術の登場でこうした機器の需要がますます高まっている。
ノートパ
とに成功した。
またHewlett Packard（HP）
は、Electronic Data Systems（EDS）
を
ソコンよりも低く価格設定されたネットブックは、高い機能性が魅力的な価格で手に
買収することでコンピュータ・サービス分野への進出を果たしている。
入るという特性がセールスポイントである。
こうした機器はお買い得な商品として位
置づけられると同時に、優れた特性をも誇っている
（スタイリッシュでお洒落なデザイ
企業がリソースを拡張する一方で、
マスター・ブランドとそのブランドが様々な分野に
ン、場所を選ばずに便利に活用できるコンピュータ機能）。
このカテゴリーでは、商品
拡大していく動きに注目が集まっている。最近では自社の優れた技術をアピールする
が低価格であることが必ずしも
「価値」
には結び付かないのである。
メッセージではなく、顧客の気持ちと強く触れ合うコミュニケーションを重視した
メッセージが多くなっている。Intelは先頃、
自社の特定の製品を売り込むのではなく、
ソフトウェア分野の技術革新は需要を促進するためにユーザビリティ
（使いやすさ）、 技術革新においてこの企業が持つ役割について訴える
「Sponsors of Tomorrow」
と
インテグレーション
（テレビやコンピュータ、携帯電話プラットフォームのコネクティ
いう広告キャンペーンに乗り出した。Xeroxは新しい企業イメージを確立しようと努
ビティ）、
そしてエクスペリエンス
より心に響く力強いメッセージを伝えることに成功している。
（使う楽しさ）
が持つ重要性を高めることに貢献した。 力した結果、
Microsoftは、ゲームや娯楽、その他のサービスをパソコンや電話機、テレビに配信
することで、新しいビジネスチャンスを手にすることを望んでいる。現代では1日を通
もし情報が力であるとしたら、その力は中央集約型のものから自律分散型のものに
変化しているだろう。例えばイランで起きた出来事は、技術が社会の中の均衡を保つ
してコンテンツにアクセスするため、クラウド・コンピューティングの実現性も高
ブログやTwitter、
まっており、
ソフトウェアの利用方法も変化している。Google 、IBM 、Microsoft 、 役割を担っていることの証明であったと言える。
ソーシャル・メディ
アを利用すれば、政府の規制を受けることなく、国境を越えて自由に世界と繋がるこ
Amazonといった主要なブランドが新しい枠組みを築いており、今後は差別化の推
進が議論の的になるだろう。
とができる。
またソーシャル・メディアは、私たちがブランドを目にして自分の好みを見
つけ、それを選択する方法に影響を与えている。同時に Facebook 、MySpace 、
多くのコンピュータ・サービスのブランドは、顧客も一体となって製品開発に取り組
LinkedInなどの企業は、
コンテンツから効率的に収益を上げる方法を模索している。
んでもらうことでブランドの存在感を高め、需要促進のための新しい原動力を生み出
広告ターゲティングは発展途上の段階にあるため、
まだ焦点が的確に設定されてお
している。IBM、SAP、Hewlett Packard（HP）、Ciscoなどの主要ブランドは、
らずテーラリングも確立されていない。
ユーザ
の教育プログラムを支援し新たに開発された製品に関するトレーニングを様々な企
技術革新の速度は収束する気配を見せておらず、次なる新しい技術への私たちの期
業に提供している。
待は高まるばかりである。過去を振り返ってみても2年前には想像もできなかったこ
とが今では現実のものとなっている。新しい機会は進化の過程でもたらされるのでは
技術が進歩するにつれて、私たちの生活や仕事、娯楽の形態だけでなくコミュニケー
なく、
まさに大胆な変革により起こる場合がほとんどである。生き残り競争がし烈化
ションの方法も変化し続けている。
こうした技術は、私たちの生活のいたるところに入
り込んでいる。例えばiPodと通信できるよう設計されたNikeシューズを履くことで、 すると同時に、期待に満ちたこれからの時代において冒険心のあるブランドこそが勝
利を収め、大きな影響力を保ち続けるだろう。
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Automotive

自動車

小型化、
グリーン化、
効率化の推進
2008年に世界を襲った金融危機の影響で、
自動車業界は1992年以来もっとも深刻な打撃を受けること
になった。2008 年前半の売り上げは順調であったにもかかわらず、その年の後半には状況が一変した。
欧州と米国における新車の需要が大きく落ち込んだことで、
自動車メーカー各社は製造台数を大きく削減
することを余儀なくされたのである。新興市場の成長が鈍化し原料が高騰したことで、利益率はさらに縮小
した。Mercedes-Benz、Porsche、Lexusなどの高級車、
ならびにBentleyなどの超高級車のメーカーは売
り上げの大きな落ち込みに対策を講じる以外に方法がなかった。
今回の金融危機により、米国と欧州各国の政府は厳しい状況に陥った自動車業界を救済するために大胆
な支援策を打ち出した。GMとChrysler（Chryslerは後にイタリアの自動車メーカーFiatにより部分的に買
収された）
の経営破たんを回避する方策が取られた一方、OpelやSaabなどのブランドは厳しい財務状況を
安定化させるために公的資金の投入を要請した。
市場の混乱は多くの自動車メーカーのブランド・ポートフォリオに深刻な影響を与え、
それらの企業は競争
力の落ちたブランドの売却や製造中止に踏み切らざるを得なくなった。
こうすることで自動車メーカー各社
は、顧客に依然として支持されているブランドにすべてのリソースを集中させることになった。
「新生GM」
は
所有していた13ブランドのうち、Pontiac 、Saturn 、Hummer 、Opel などの処分を決定した。Ford は
JaguarとLand Roverという歴史あるブランドをインドのTata Motorsに売却した。Volvoも一時、売却の
対象になったが買収に名乗りを上げる企業は未だ現れていない。
自動車を購入しようとする人たちは自動車の価格だけでなく、環境問題についても大きな関心を寄せるよ
うになっている。地球環境の変動に対する人々の関心が高まり各国政府が燃料効率の基準をより厳格化す
るのに伴い、
自動車メーカー各社はモデル・ポリシーに関する難問に対処しなければならなかった。米国で
ガソリンの価格が1ガロン
（約3.785リットル）3ドルを超えたことで、
それまで米国でさえも大きな成長が見
られなかった、高い燃料効率を追求した自動車の分野が大きく躍進することになったのである。Audiや
Mercedesなどのメーカーは、最近までガソリン志向だった米国の自動車市場に、
クリーンで燃費の良い
ディーゼルエンジンを再び投入することを本格的に試みている。燃料効率に優れたエンジンやブレーキ・エ
ネルギー回生システム、
アイドリングストップ機構を搭載したBMWの自動車の売り上げは全世界で100万
ドルを超えた。
燃焼エンジンを最適化することのほかに、
まったく新しい運転技術を開発することが自動車業界にとっての
大きな課題になった。Toyota Priusの成功に触発されて、実質的にすべての大手自動車メーカーがハイブ
リッド・カーの開発に力を注いでいる。Nissanは2010年にフル電動自動車を導入する予定だが、他の大手
自動車メーカーも今後3年から5年以内にこれに続いて電気自動車を発表する予定である。
この業界のモデル・ポリシーには、
このほかにも大きな変化が起きている。Fordが誇った大型のV8エンジン
は、今では6シリンダーのターボエンジンに置き換えられている。
またVolkswagenの新型Poloなどに搭載
されている1.2リットルの小型エンジンは、98.6 BHPを超える馬力を発揮する。
こうした小型車は、大きいこ
とは良いことだという風潮が蔓延する米国の自動車市場で次第に人気を獲得しつつある。米国市場におけ
るToyota YarisやHonda Fit、Smartなど、
コンパクトさを追求した超小型モデルを含む小型車部門の売り
上げは 33 %も伸びた一方で、大型 SUV の売り上げは 5 % 落ち込んだ。Opel Antara 、Peugeot 4007 、
Volkswagen Tiguanなどが市場の大きな部分を占めているものの、小型SUVの人気が上昇している。
そし
て経済が急速に発展する地域ではTata NanoやDacia Loganなど、低価格の小型車に対する需要が大き
く高まっている。
小型化やグリーン化、効率性を追求した自動車を開発するには莫大な研究開発費がかかるが、
自動車業界
はこのような自動車を開発することで起死回生を図り、現状の利益率の確保、
あるいは利益率の向上を目
指している。慢性的に生産過剰の傾向にありコストをより意識してニッチな製品を求める購入者が増える
厳しい市場環境に対応するために、今後、
自動車メーカー各社は他社との提携関係を維持し、
あるいは自
社のブランド・ポートフォリオを統合再編することを余儀なくされるだろう。
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Financial Services

金融サービス

信頼の値段

2008年から2009年にかけて、金融サービス分野におけるブランド価値が前例のな
い速さで脆くも崩れ去った。
わずか数ヶ月のうちに、
この分野のブランド価値が3分の
1も失われてしまったのである。私たちが2009年3月に実施した金融ブランドに関す
る調査によれば、金融分野のブランドの多くはもはや顧客から信頼を得ることはでき
なくなり、
その結果、個人顧客と法人顧客の間で著しい
「動く通貨」
が生じてしまった。

と言える。
このブランドはかつての栄光を取り戻し、
リーダーとしての地位を再び確立
しようと努力を続けている。
「脱落したブランド」
（下記参照）
とは異なりこうした闘う
ブランドは深刻な打撃を受けたが、
ゆっくりと時間をかけて立ち直った。米国で2番目
に銀行持株会社となった投資銀行Morgan Stanleyは不屈の精神を持ち、新しい世
界で奮闘するブランドとして生まれ変わったのである。

金融危機が起き顧客の信頼がかつてないレベルにまで下がった時、
あらゆるブラン
ドがこの業界に蔓延する不信感がもたらす影響を受けた。そしてこの分野の関係者
もそうでない者も、
この金融システムこそが危機的状況―すなわち、
すべてのブランド
が自らの価値を維持するために苦境に立たされた状況―を招いたのだと考えた。

当然のことながら、今回の惨事で致命傷を負ったブランドも存在する。
そうしたブラン
ドの代表格はCitiとUBSで、運営面で数々の問題が生じ信用だけでなくビジネス価値
とブランド価値が失墜する結果になっている。

不安は依然として残るものの市場と消費者の生活は安定感を取り戻しつつあり、戦
場で巻き起こった煙が次第に晴れていくように、
この大惨事がもたらした被害の状況
が次第に明らかになっていくだろう。
米国の5つの大手投資銀行のうち2行が消え去ったことで、世界の金融市場では新し
い覇権の構図が出来上がり、金融システムは新しい3つの層から成る金融サービス・
ブランドのシステムにより再編されつつある。
勝ち残るブランド

このような惨事に見舞われても力を保持し、勝ち組のブランドであり続けているのが
Goldman SachsとJPMorgan Chaseだ。危機の後には必ずチャンスがやってくる。
これらのブランドはこうしたチャンスを見逃すことなく自分のものにすることで、市場
シェアの拡大に成功したのである。新しいリーダーとしての基準を満たせるよう自分
たちのブランドを育て、将来この業界の新しい秩序を作る存在として期待されている。
彼らの実績と行動が、未来の金融サービスの分野で勝ち残っていくための規範とな
るのである。
また、かつては負け組であったブランドも頂点を目指して奮闘している。Credit
Suisse、Santander、Barclaysといった、規模は限定されているものの強固な業務基
盤を誇るブランドも、
ブランド勢力の再編の動きに乗じてチャンスを掴みつつある。彼
らは着実に実績を伸ばし、
チャンスを逃がさぬようその機会をうかがっている。
ダウンはしてもノックアウトされない不屈のブランド

Morgan Stanleyは、
「ダウンはしても決してノックアウトされない」
ブランドの代表例

脱落したブランド

この業界には影響を受けなかったブランドが存在しているかのように表現しているが、
実際には業界全体が影響を受けており、金融システムそのものに対する消費者の信
頼はまだ回復していないのが現状だ。金融サービスの分野で真のリーダーになれる
のは、高い倫理感を持ち、社会貢献を行い、
さらに誠実なビジネス活動を実践しつつ
金融システムのイメージを再構築することに責任を持って取り組めるブランドである。
真の勝利者であれば、今回のような金融危機を再び起こさせないために自らが再生
する様子を世の中に示し、模範となることで業界を正しい方向に導いていけるだろう。
多くの金融サービスのブランドが近頃行っている広告キャンペーンは、
とりわけ力強
さと安定をアピールし、通常のマーケティング関連のキャンペーンのように一時的な
活動として終わることはなさそうである。2007年の市場に満ちていた強気の気配は
またすぐ世界に戻ってくるだろうと言う皮肉めいた見解がある一方で、
サービスの提
供者に対する顧客の評価は今までとはわずかであるが、根本的に異なった方法で行
われるようになっている。
これからも金融業界のリーダーたちは同じ種類のサービスを提供し続けるが、
より一
貫性があり、思慮深い方法でそれらのサービスを提供することになるだろう。
もちろ
ん誠実さを忘れてはならず、今後はこの要素が差別化を図る上で重要な役割を持つ
ことになる。

AllianzのCMOであるDr. Steven Althausは、
「今後ブランドは伝達や操作されるも
のであるだけでなく
『マネジメント』の対象にもなるだろう。
ブランド・マネジメントの
進化に伴い
（識別子、
目標物、方向標識としての）
ブランドの役割はますます大きくな
り、大切な金融資産として扱われることになる」
と語っている。

Consumer Packaged Goods
栄光と戒め

景気後退を受けて一般消費財の数々のブランドは積極的に行動を起こすことで、消
費者が追い求める価値を提供しようと努力を重ねてきた。
この結果、大きな成果を上
げたブランドも存在している。

まで複雑だったパッケージのシンプル化を頻繁に実施し、簡潔なものほどより成果を
あげられることを実証している。
こうした傾向がどのくらい長続きするのか大変興味
深いことである。

最近もっとも私たちの目を引くのは、Wal-Mart、Tesco、Carrefour、Targetなど、大
手小売企業が主導となって立ち上げるプライベート・ブランド
（PB商品）
の進出であ
る。価格を重視する消費者はこうした商品に引き寄せられている。
しかしながら米国
ではこうした手法でチャンスを掴もうとする小売企業はまだ少ない。小売企業の多く
は、地域に固有の新しい表現方法を確立して独自のブランドを新たに開発する欧州
型の成功例ではなく、従来のように自国の競合ブランドを真似る手法を今も続けて
いる。
TargetのArcher FarmsやStop&ShopʼsのSimply Enjoyなど先導的な存在と
なるブランドは登場しているものの、米国では規範となるような指標がまだ確立され
ていないのが現状である。PB商品への流れが大きくなる中で、
こうした流れに逆らう
のではなくPBデザインの開発にどれだけのブランドが目を向けざるを得なくなるの
かが注目される。

数 年 前に脚 光を浴びた、店 頭の商 品を通して企 業が消 費 者の心に訴えかける
「エモーショナル・ブランディング」
という手法は今でも威力を保ち続けている。
パーソ
ナルケアや紙製品、高級飲料の分野で実績のあるブランドにとって、自社独自のパ
ターンとテクスチャーは欠かせない要素となっている。
こうした独自性の強い要素は
守られ、一流のファッションハウスのロゴが並んだ流行の財布の価値と同様に、
すぐ
に一つのブランドとしての意味を持つようになる。

OreoクッキーやRitzクラッカーなどの商品には、PB商品の普及に伴いしばしば起こ
る問題を見て取ることができる。
これらのブランドは包装の
「質を落とす」
ことで特定
の小売企業のニーズに対応している。
このようなブランドの場合、
PB商品は中途半端
になり、元々の製品との関係が希薄化する恐れがある。店頭に並べられた時の存在
感と流通性を維持できることのほかに、
どのような利点がもたらされるのかが不明確
である。
米国ではMethodという環境に配慮した製品を扱うブランドが華々しく登場し、欧州
ではグリーンメッセージ（環境問題）が公に掲げられている。
また店頭に並ぶ洗剤や
飲料、
そしてシリアルのラベルがシンプル化するのが一般的となっている。米国ではま
るで「まねっこ遊び」のごとく予測しやすい傾向があり、多くのブランドがメッセージ
の表現と内容にこそ違いはあるものの店頭に並ぶMethodブランドの模倣に励んで
いる。
それでも正しくやり通すのであればBud Light、Gatorade、Coca-Colaといっ
た伝統的でクリーンなイメージのパッケージ・デザインに裏付けられるように、
こうし
たカテゴリーのシンプル化は成果に繋がるだろう。KelloggʼsとPost Cerealsもこれ
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一般消費財

今年、男性客の価値を公認したマーケティング部門が複数ある。
これからは、
ありき
たりで低レベルのメッセージが男性客に向けられることはない。
男性向けのメッセー
ジに使われる新しい言語が生まれてまだ日は浅いが、男性のシンボルや半裸の女性、
有名スポーツ選手、
あからさまに攻撃的な言葉などが描かれた平凡なパッケージは
すでに捨て去り、成熟した興味深い段階に入りつつある。
Gillette、NIVEA for Men、
Neutrogenaなどの男性向けケア用品が登場しているように、男性客が持つ購入需
要と彼らの行動への深い洞察が行われるようになっているのである。
の傾向に関して恐らくもっとも憂慮するべきこと
さらに、
すべての一般消費財（CPG）
は、
ブランド開発においてブランド・エクイティ
（ブランド価値）
が継続的に尊重されて
いないという事実だ。例えばTropicana ﬁascoは、
パッケージのデザインを変更した
ことが裏目に出た代表的な例である。残念ながらTropicanaの場合はデザインのた
めのデザインとなってしまったのである。
このデザインの変更が失敗だったということ
は今だから言えることだが、実際に何が悪かったのかは明確には分からない。私たち
が慣れ親しんだあのオレンジのイラストを、特徴のないグラスに入ったジュースに置
き換えたことだけが間違いだったのではない。米国でのTropicanaのブランド価値は、
あの赤と白のストライプのストローとオレンジが描かれたイラストが特徴のパッケー
ジにこそ存在していたのである。例えばコメディアンとその引き立て役が登場する舞
台を考えてみてほしい。2人は互いに依存した関係であり、
どちらか一方でも欠けると
まったく機能しなくなるだろう。
これとまったく同じことが言えるのだ。
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Food and Beverage

食品・飲料

基本への回帰

「過去10年間で予測がきわめて難しかったのは、突如発生した深刻な世界経済の減
速であり、
そうした状況の中で価格競争力を付けられるかどうかが、私たちのブラン
ド・マネジメントの方法を大きく変化させた」－Burger King 、President Global
Marketing & Strategy、Russ Klein

粉末飲料の宣伝を11年振りに始めた。Coca-ColaとPepsiが新しいパッケージ・デザ
インを採用した時のように、大手メーカーがパッケージの変更に踏み切れば、
それは
大きな話題になる。Coca-Colaは小売価格が99セントの小型パッケージを米国で売
り出し、Pepsiも自社のパッケージ製品群を一新させた。

2008年の最終四半期において、消費者の食料品に対する支出は過去62年間でもっ
とも著しい落ち込みを見せたと米国商務省は報告している。
しかし、
いくら支出が落
ち込んでも、食品と飲料は人間の営みにとって欠かせない存在である。人々は消費を
続けているが、
お金を節約するために支出のパターンを変えているのである。

「Rejected Resume
アルコールの分野では、Stolichnayaはバーテンダーと共同で
（書類選考落ち）」
といった、景気後退をテーマにしたカクテルを開発した。
またシャン
パンのブランドは有名なスポーツやファッションのイベントを後援することで、
ター
ゲット市場に狙いを定めた活動を展開している。

消費者は外食をせず自宅のキッチンで料理を作り、
バーに行くのをやめて自宅のテラ
スでお酒を楽しむようになっている。
また友達と夜に出かける代わりに、皆で食べ物
を持ち寄ってホームパーティーを開いている。
このように外食を控える傾向が高まる
中、各ブランドはそのタッチポイントを見直している。
この結果「レストランのメニュー
と同程度の高い品質」
を謳い文句としたインスタント食品の売り込みが目立つように
なっている。豊富な商品が並ぶ店頭からお気に入りのブランドを選ぶようになった今、
高級嗜好のブランドはパッケージが持つ役割をより重要視するようになった。

アルコール飲料の市場はすでに成熟しており大きな成長は期待できないことから、
し
烈な価格競争が巻き起こっている。
ビールは昔も今もこの業界の目玉商品だが、大麦
などの原料の高騰とエネルギー・コストの上昇で利益幅が下がり、大手ブランドの成
長は軒並み低下している。
この結果、世界の多くのビール醸造会社が業務を統合し、
費用の削減と市場シェアの拡大を図っている。新たに顧客を獲得するには新しい発
想の商品を開発し、供給することが不可欠である。
また現在では、成長が期待できる
市場として中国が注目されている。

こうした消費パターンの変化は食品・飲料の分野に好機をもたらしている。
しかし消
費者が出費に慎重になっているため、
昨年だけで10%もシェアを伸ばしているPB商品
（ Nielsen 調べ）
との競争の激化や、標準小売価格の値下げ圧力が一層進んでいる。
競争に勝つために多くのメーカーは品質と健康面での利点をアピールしているが、同
時にブランド・ロイヤリティを維持するためには消費者と直接的な接点を築くことが
重要であることに気づき始めている。

多くの業界が景気後退の影響を受けている。
その一方で、飲料が健康に及ぼす影響
についての懸念が高まっている。
このため米国政府は健康に好ましくない影響をもた
らす飲料に課税すること検討した。
この対策はあまり効果がなかったが、依然として
多くの人たちは飲料が肥満の主要な原因であると考えている。
こうした背景から誕生
したのがビタミンウォーターやSoBeなどで、健康に良いことをメッセージとして伝え
ることで健康志向の顧客を魅了してきた。

例えばKelloggʼsはレシピ、
クーポンともにニュースレターを通して顧客との繋がりを
強化している。
またCampbell ʼ sは、
自社の製品を栄養価の高い低価格のミール・ソ
リューションとして位置付けている。パッケージの小型化を図り、バリュー・メッセー
ジに重点を置く企業も増えている。ConAgra Foodsは自社のBanquet冷凍ディナー
の宣伝を10年以上もの間実施したことはなかったが、価格を1.50米ドルに設定した
新しい食品群のキャンペーンを昨年の秋に始めた。
またKraftは低価格のKool-Aid

ファーストフード業界においても健康は重要なテーマで、新しい発想の商品を投入す
ることで顧客を獲得してきた。McDonaldʼsはコーヒー・バーや健康志向の商品の導
入で市場シェアの拡大に成功。
またKFCはグリルチキンの導入で売り上げを伸ばし
た。食品・飲料業界の他の分野と同様にファーストフード・チェーンの分野でも消費
者におトク感を与えることをめぐり競争が巻き起こっており、景品の提供や価格を99
セントに設定した商品の導入など、販売の促進を目的とした動きがいたるところで展
開されている。

Contact Us
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株式会社インターブランドジャパン
マーケティング:
中村正道

TEL: 03 3230 1075
FAX: 03 3230 8772
http://interbrand.com/jp

掲載の記事・写真を転載する場合は、
インターブランドジャパンまでご連絡ください。
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