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ブランド ランキング ハイライト

Toyotaがリコール問題の影響により
トップ10陥落、
しかしブランド価値の毀損は限定的

Toyota 16％減でトップ10陥落
Google 36％増で4位となり
Microsoftに肉薄
世界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、グローバル
のブランド価値評価ランキング“ Best Global Brands 2010” を発表した。
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11回目の発表となる。

1位はCoca-Colaで11年連続でその順位を維持した。

toyota（ 11 位 前年比 16％減）はリコール問題
により16％ブランド価値を毀損し、昨年の8 位か
ら3つ順位を下げ、
トップ 10 外となる結果となっ
た。toyotaブランドの根幹である信頼性、安全性
に関する問題であるだけに、影響も大きなものとな
っている。
しかし、信頼性は一時的に大きく傷つい
たものの、長年にわたるその実績の積み重ねの力
は大きく、大幅な顧客離反には至らなかった。その
結果、
ブランド価値の毀損を予想よりも小規模に
留めることとなり、引き続き自動車ブランドの中で
no1のポジションを維持している。
一方 bPは、原油流出事故の影響で、大幅にブラン
ド価値を毀損し、昨年度の83 位からランク外とな
った。bPは、環境破壊に加え、
ブランドの約束であ
る
「 beyond Petroleum 」を実現できないことを示
した結果となり、競合であるshell（ 81 位 前年比 24
％増）に業界 no1の座を明け渡した。

位 前年比 4％増）、HP（ 10 位 前年比 12％増）
と

5ブランドがランクインした。Google は、中国政
府による検閲の問題等があったものの、
アンドロ
イドが様々な形でエレクトロニクス企業に採用さ
れるなど、
さらにその事業領域を拡大し、36％ブ
ランド価値を向上させ、Microsoftに続く4 位とな
った。HPは、新しいブランドコンセプト “ let ʼ s do
amazing ”のもと、
ソフトウェアとサービスのブラ
ンドへのブランド拡張を進め、
トップ10 入りを果た
した。apple（ 17 位 前年比 37％増）は、絶妙にコ
ントロールされたメッセージ体系と新商品発売に
際してきめ細やかな口コミのうねりを生み出すこと
で、iPhone4の「通信トラブル」などの問題の影響を
限定的なものとし、
ブランド価値を大幅に向上させ
た。blackberry（ 54 位 前年比 32％増）は、apple
の脅威にさらされつつも、
ビジネスユースにおける
最も人気のあるスマートフォンのポジションを維持
しブランド価値を増大させた。

一 方 、世 界 第 2 位の経 済 大国となった中国から、
toP100にランクインするブランドは今回も無かっ
た。lenovoやHaierなどの中国ブランドには今後
大きな期待が持てるが、単なる低価格製品を超え
る世界的ブランドとしてのポジションを確立するた
め、依然として奮闘を続けている状況となっている。
デジタルとデザインの最前線を走っているsamsung

（ 19 位 前年比 11％増）がブランド価値を大きく
高めた。不況期にあって、ポートフォリオによるリス

クヘッジがなされており、本年は携帯電話市場に

おいて力強い売上成長を示し、米国ではHdtVに
おいてno1となった。主力の事務機の需要が回復

したCanon（ 33 位 前年比 10% 増）は、
カメラで

もその地位をゆるぎないものとし、顧客のロイヤリ
ティを確保し、
ブランド価値を高めた。sony（ 34

位 前年比 5% 減）は、引き続きsamsungとの厳し

い戦いにさらされ、円高と
「金融危機」以降の消費
者行動の変化の影響を受け、
ブランド価値を減少

アジアブランドのハイライト

させる結果となっている。nintendo（ 38 位 前年

テクノロジー関連ブランドが躍進
トップ10に5ブランドがランクイン

アジアのブランドは、
日本勢の苦戦と韓国勢の躍進で
明暗が分かれる結果となった。前述の通りtoyota

ゲームを楽しむ機会が増えたことでブランド価値

を向上させたが、今年はMsやPlay stationの新

テクノロジー関連ブランドは、10 位以内にIbM（ 2

前年比 11％増）、Hyundai（ 65 位 前年比 9％増）

など競合環境が厳しくなっており、
ブランド価値を

ド価値を高めた。

を軸に様々な新しい事業戦略を明らかにし、社内外

位 前 年比 7 ％増 ）、Microsoft（ 3 位 前 年比 7

％増 ）、Google（ 4 位 前年比 36％増）、Intel（ 7

がトップ 10の座を降りる一方、samsung（ 19 位

は、グローバルでの存在感を高め、それぞれブラン

比 2％減）は、昨年は、不況により家族が家にこもり

技術導入、iPhoneをはじめとするスマートフォン
下げた。Panasonic（ 73 位 前年比 3% 増）は、環境

での取り組みを進めている。
さらに、sanyoブランド

との早期統合を決めるなど、意思決定のスピードを
加速させている。

自動車ブランドでは、toyotaに続く、Honda（ 20 位

前年比 4% 増）が、新興国市場を中心とする2 輪車の
販売が引き続き好調であることを背景にブランド価

値を上げたが、Hyundai（ 65 位 前年比 9% 増）、

Ford（ 50 位 前年比 3％増）、Kiaなどとの競争が
厳しさを増している。Hyundaiは、米国市場にお
いて好調を持続しており、燃費が良くコストパフォ
ーマンスの高い高級車が評価されている。強い商
品群に加え、
ワールドカップやスーパーボウルでの
スポンサーシップなどのマーケティング戦略も奏
功し、2008 年の水準を上回るブランド価値となっ
ている。昨年 96 位だったlexusはブランド価値を
減少させ、
ランク外となった。
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2010: 3,821 $m
2009: 4,370 $m
2008: 8,740 $m

2010 年の勝ち組と負け組

-13%
UBS

2010: 8,887 $m
2009: 10,254 $m
2008: 20,174 $m

2010: 8,880 $m
2009: 10,291 $m
2008: 11,695 $m

2010: 43,557 $m
2009: 31,980 $m
2008: 25,590 $m

2010: 21,143 $m
2009: 15,433 $m
2008: 13,724 $m

+36%

+37%

-14%
DELL

-13%
CITI

2010: 29,495 $m
2009: 34,864 $m
2008: 35,942 $m

APPLE

GOOGLE

-15%
NOKIA

2010: 6,762 $m
2009: 5,138 $m
2008: 4,802 $m

2010: 3,281 $m
2009: 4,337 $m
2008: 7,609 $m

+32%
BLACKBERRY

2010: 4,904 $m
2009: 3,831 $m
2008: 4,033 $m
2010: 12,314 $m
2009: 9,550 $m
2008: 10,773 $m

+28%
ALLIANZ

+29%

-24%

2010: 26,192 $m
2009: 31,330 $m
2008: 34,050 $m

-16%
TOYOTA

HARLEY-DAVIDSON

J.P. MORGAN

2010: 3,998 $m
2009: 3,170 $m
2008: 3,338 $m

+26%
VISA

Google 、Apple 、BlackBerryなどのテクノロジー・ブランドが大幅に業績

を伸ばし、また、評判を損なわずに金融危機を乗り切った金融サービス・ブラ

ンドが回復を見せた。一方、2010 年度の負け組は、市場の信頼、バリュー・プ
ロポジションの改善にフォーカスしていく必要がある。
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70,452 $m
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13

+ 2%

23,298 $m

Coca-cola

gillette

2

15

64,727 $m

+ 7%

22,322 $m

IBM

3

60,895 $m

+ 2%

14
23,219 $m

Cisco

+ 3%

BMW

+ 7%

4

43,557 $m

+ 36%

16
21,860 $m

+ 4%

17
21,143 $m

MICROSOFT

GOOGLE

LOUIS VUITTON

APPLE

5

6

18

19

42,808 $m

- 10%

33,578 $m

+ 4%

19,961 $m

+ 5%

GE

MCDONALD’S

marlboro

7

8

20

32,015 $m

+ 4%

29,495 $m

- 15%

18,506 $m

INTEL

NOKIA

Honda

9

10

21

28,731 $m

+ 1%

26,867 $m

+ 12%

16,136 $m

DISNEY

HP

h&m

11

12

22

26,192 $m

Toyota

+ 5%

- 16%

25,179 $m

+ 6%

mercedes-benz

14,881 $m

ORACLE

19,491 $m

+ 37%

+ 11%

samsung

+ 4%

+ 5%

+ 9%

23
14,061 $m

pepsi

+ 3%
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24
13,944 $m
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- 7%

AMERICAN EXPRESS

26
12,756 $m

25
13,706 $m

+ 4%

NIKE

34
11,356 $m

- 5%

SONY

36

+ 5%

9,665 $m

27

37
9,372 $m

12,487 $m

+ 4%

IKEA

30
12,252 $m

29
12,314 $m

+ 29%

J. P. MORGAN

+ 4%

11,826 $m

+ 2%

UPS

33
11,485 $m

CANON

32
11,561 $m

HSBC

+ 10%

38
8,990 $m

+ 10%

- 2%

39
8,976 $m

+ 6%

nintendo

thomson reuters

40

41

8,887 $m

BUDWEISER

31

+ 1%

GOLDMAN SACHS

NESCAFÉ

28

+ 6%

+ 23%

AMAZON.COM

- 4%

11,041 $m

KELLOGG’S

SAP

12,753 $m

35

- 13%

8,880 $m

CITI

DELL

42

43

8,696 $m

+ 7%

8,453 $m

PHILIPS

EBAY

44

45

8,346 $m

GUCCI

+ 2%

7,981 $m

L’ORÉAL

- 14%

+ 15%

+ 3%
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46
7,534 $m
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+ 4%

HEINZ

48
7,468 $m

47
7,481 $m

- 3%

ACCENTURE

7,315 $m

+ 0%

6,109 $m

5,777 $m

50
7,195 $m

+ 3%

51

52

65

+ 8%

5,033 $m

COLGATE

MORGAN STANLEY

HYUNDAI

53

54

66

6,892 $m

+ 6%

6,762 $m

+ 32%

4,958 $m

VOLKSWAGEN

BLACKBERRY

YAHOO!

55

56

67

6,719 $m

+ 3%

6,694 $m

+ 3%

4,904 $m

MTV

AXA

ALLIANZ

57

58

69

6,548 $m

NESTLÉ

+ 4%

6,363 $m

DANONE

+ 7%

NEW

62
5,495 $m

64

5,461 $m

4,782 $m

HERMÈS

+ 2%

KFC

63
AUDI

6,911 $m

5,844 $m

ADIDAS

FORD

+ 6%

60

SPRITE

SIEMENS

6,919 $m

- 5%

XEROX

61

+ 10%

ZARA

49

59

+ 9%

5,072 $m

+ 2%

+ 3%

AVON

+ 9%

- 3%

+ 28%

68
4,846 $m

NEW

SANTANDER

+ 4%
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- 6%

71

CATERPILLAR

KLEENEX

4,704 $m

72
4,404 $m

4,536 $m

+ 3%

81
4,003 $m

SHELL

82

+ 4%

3,998 $m

PORSCHE

VISA

73

84

4,351 $m

+ 3%

3,961 $m

PANASONIC

GAP

74

85

4,218 $m

NEW

3,847 $m

BARCLAYS

75
4,155 $m

+ 8%

76
4,127 $m

+ 3%

3,734 $m

78

89
3,624 $m

+ 1%

NEW

+ 5%

SMIRNOFF

79

80

90

MOËT & CHANDON

4,010 $m

NEW

CREDIT SUISSE

3,812 $m

3,586 $m

3M

3,626 $m

- 13%

+ 15%

- 2%

JACK DANIEL’S

+ 7%

86
ADOBE

CARTIER

4,021 $m

+ 2%

PIZZA HUT

88

77

NEW

3,973 $m

87
NIVEA

4,036 $m

83

UBS

TIFFANY & CO.

+ 2%

+ 26%

CORONA

JOHNSON & JOHNSON

4,052 $m

+ 24%

NEW

91
3,562 $m

FERRARI

+ 1%
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JOHNNIE WALKER

HEINEKEN

第4位（欧州で最大）の経済を誇るドイツである。そして3番目は日本である。世界第2位の経済大国中国

Haierなどの中国ブランドには大きな期待が持てるが、単なる低価格製品をこえる世界的ブランドとし

ZURICH

ARMANI

LANCÔME

98,461 $m

0
0,0
10

55,105 $m
34,672 $m

29,495 $m

28,623 $m

26,070 $m

24,524 $m

,00
70

USA

0
Germany

Japan

するブランド価値の合計値をグラフ化。

（表示単位は100万米ドル）

,00
10

France

この図は、国別（本社所在地）に、TOP100にランクイン

,00
20

Switzerland

Burberry

m
0$

m
0$

,00
60

m
0$

,00
30

Finland

+ 0%

m
0$

m
0$

,00
40

Sweden

100

m
0$

m
0$

,00
80

+ 5%

CAMPBELL’S

m
0$

m
0$

m
0$

m
0$

UK

3,241 $m

Korea

- 24%

HARLEY-DAVIDSON

3,110 $m

6

m
0$

,00
00

,00
50

Mexico

3,281 $m

99

16,215 $m

+ 2%

STARBUCKS

98

0
0,0
65

,00
90

15,738 $m

3,339 $m

+ 5%

Netherlands

97

3,403 $m

80,880 $m

+ 4%

15,352 $m

3,443 $m

96

3,847 $m

95

て名前を確立するため、中国は依然として奮闘を続けている。

m
0$

m
0$

0
0,0
70

のブランドが、真の意味での世界のリーダーになっていないという事実は、注目に値する。Lenovoや

NEW

8

,00
00

0
0,0
75

世界最大の経済大国である米国は、国別のブランド価値合計で1位となっている。次いで2番目は、世界

Canada

3,496 $m

NEW

12,313 $m

94

3,516 $m

761,617 $m

NEW

2010 brand
value by
country

Italy

3,557 $m

93

Spain

92
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m
0$
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今年、金融サービス部門は、攻めの姿勢で新規参入した企業と景気
回復の影響により昨年の落ち込みから回復を見せた。
今や消費者の生活のあらゆる面で、
ますます不可欠な分野となった
インターネット・サービス部門は、
引き続き大幅な成長を達成した。

+2

+2

+2
4%

6%

+ 20%

7%

+ 50%

2%

+1

+1

5%

5%

+ 15%

AUTOMOTIVE

BEVERAGES

BUSINESS
CONSULTING

COMPUTER
SOFTWARE

%
+8
FINANCIAL
SERVICES

+1
INTERNET
SERVICES

FMCG

MEDIA

%
RESTAURANTS

-3

-4

%

%

-3
%

%

-5

-4

0%

+4

%

%
+1

%

%

+1

+1

%
+1

%

+3

+4

+2

%

%

+6

%

+ 5%

+8

+8

%

%

+1

+ 10%

%

– 5%

%

-1

-9

0%

– 10%

– 15%
上の図は、Best Global Brands対象部門の

2008年、2009年、2010年におけるブランド
価値総額の年間成長率を表している。各ブラン

-4

– 20%

0%

ドは、ひとつの部門にのみカテゴライズされてい

2008
2009

– 50%

2010

る。各部門のブランド価値の成長率は、本質的な
変化のほか、Best Global Brandsランキング

への特定ブランドの参入、
または同ランキングか

らの除外によっても影響を受ける。
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AUtomotive

遅すぎた変革

世界中の多くの都市が、想定を超す車の量で混雑す

自動車業界におけるさまざまな課題を背景に、
ブラ

る道路などのインフラの改善に取り組みながらも、

ンドの名声がどれだけ継続するかという点について

でも自動車部門は、重要かつ長期的な構造上の課

としており、今後もこの傾向が続く。都市部の人口

コールによって判断されるものと思われる。成功を

場に対処しなければならず、苦戦を強いられていた。

いは限界を超える状態にあるシステムにいっそう

自動車産業の根底にあるトレンドをより深く考察し

都市部の人口は現在の32 億人から、2030 年には

金融危機は多くの業界に深刻な影響を与えた。なか
題に取り組む一方で、慎重な姿勢をとる消費者市

てみると、かなり以前から変革が求められていたこ

とが分かる。新興市場の重要性の高まり、都市化

の進展、交通インフラの限界、
よりクリーンでスマー

トなテクノロジーに対する需要の増大などのトレン
ドによって、自動車産業はかつてないほど早急に変
革することが求められている。

マーケットの中心は引き続き、米国と欧州からアジ

ア太平洋と南アメリカへとますます拡張していくだ

ろう。中国、
ブラジル、インドなどの国におけるコス

同時により緑豊かで開放的な都市空間を増やそう

は今後も増え続け、すでにキャパシティの限界ある

大きな圧力を加えるだろう。国連の予測によれば、

50 億人へと増加し、さらに2050 年までには世界
人口の70%が都市に居住する。
こうした傾向に対
応すべく、自治体政府は公共事業計画や大量輸送
交通機関、通行料制度により交通量の管理システ
ム開発に傾注することになるだろう。
また、
自動車
メーカー側もより軽く、
より環境に優しく、
より効
率の良い自動車の設計と製造にフォーカスするこ
とになるだろう。
環境に対する配慮と石油価格の今後の推移に対す

ト構造と成長機会が事業展開を容易にしている。

る懸念から、
より小型の自動車に対する需要がいっ

したが、
これは依然として市場拡大の初期段階に過

は引き続きパワートレインの設計にフォーカスし、

中国はすでに単独で世界最大のマーケットに成長

ぎない。現在の自動車保有は100 人につき2 台であ

り、10 億人以上いる中国の人口を考えれば、潜在的

な成長力は測り知れない。同様に多くの人口を抱え

るインドも中国に類似した状況にある。

生産がいっそう現地化し、貿易ブロックが形成され

始めるのに伴い、自動車輸送の必要性と関連コスト

そう高まるだろう。
自動車メーカーの下請け企業

電気自動車やハイブリッド自動車を一般消費者向

けの選択肢とするための組織構造を支援していく。

この分野に対する投資はますます積極化している
が、今日、消費者が必要とするソリューションを提
供できるのはまだ先のことかもしれない。

テクノロジーが引き続き非常に重要な役割を担うこ

は減少するだろう。
しかし、自動車部品サプライヤー

とになるだろう。すなわち、自動車の構造体と部品の

たサプライヤーが不足している点を考慮すると、
こう

クスとソフトウェアがキーとなってくる。消費者はス

の財務状況や、急成長市場において高度技術を備え
した見方は短絡的かもしれない。世界の自動車生産

新たな素材、およびそれらを稼働させるエレクトロニ

マートフォンやコンピューターとの簡便なコネクティ

の4 分の3を大手自動車メーカー 10 社が占める現状

ビティに期待を寄せる。自動車にこれらを組み込む

たマネジメント手法が必要となる。また、自動車メー

ちの生活や仕事、余暇を変化させたのと同じような

化、経済的成熟度のなかで、事業方針、提携企業と

を搭載した車は2010 年後半に発売が予定されて

では、
こうした構造的変化のためにはより統合され
カーがより強固な決意をもって、異なる地域、文

の関係、
ブランド戦略を決定することが求められる。

技術的なレベルは、まさにモバイル・デバイスが私た
流れで発展していくだろう。FordのsYnCシステム

おり、Ford 独自のスマートフォン・アプリケーショ

ンや、外部プロバイダーとの一体化を可能にする。
そして、
これは単なる始まりに過ぎない。

は、引き続き革新的な新製品の発売とセーフティ・リ

おさめられる企業というのは、成熟市場および急

成長市場の両方において収益率の高いビジネスモ

デルで事業展開していけるグローバルな自動車メー

カーである。
また、それに加えて、
ブランドと経験に
共通のコアな哲学を持ち、ローカル市場ごとのニー

ズに沿って進化や調整を行う柔軟性を兼ね備えて
いることも成功する鍵となる。

（インターブランド・ニューヨーク 戦略グループ

シニア・ディレクター andrew Martschenko ）▲
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FINANCIAL SERVICES
再構築と再投資
金融危機の結果、金融サービス部門では重大な変

化が起こった。
これらの変化の結果、3つの新たなト

レンドが同部門の業態を変換させることになるもの

と思われる。すなわち、規制の厳格化、整理統合、新
規参入者の出現である。
規制の厳格化

金融サービスの多くのブランドが緩やかながらも

整理統合

多くの巨大金融機関に向けられた共通した批判は、

「大きすぎて潰せない」
とされたことに対するもの
だ。
しかし、
こうした批判に反し、金融サービス部門

全体にわたって、金融機関の整理統合が進展するも

のとみられる。整理統合を促進させるのは、事業コス

する実力を証明した。強固な金融システムは世界

サービス部門勢力図の大きな変化の結果、従来で

数年間は政府による介入が注目の的となろうが、

は考えられなかったプレーヤーが同部門に参入し

た。実際、昨今の市場の状況では、急成長市場のブ

ビス部門の企業は、金融危機という大津波で大惨

ランドが一気に中心的プレーヤーに成長する可能

の志向を強めるだろう。
これに代わってリスクを取

る大手国際金融サービス・ブランドが、今後 5 年

ドやプライベート・エクイティ投資企業である。
こう

ても不思議はない。

るのは、規制の影響が比較的少ないヘッジファン

した規制は消費者に目立った影響を与えないこと
から、金融サービス部門全体に対する消費者の信
頼は、ある程度回復することになるだろう。

総括すると、金融業界は結局のところ、資金を必要

新規参入者

府による規則強化に伴うコストである。

が規則強化による力学の変化を通して、市場に対

事を被った直後だけに、以前にもましてリスク回避

利な条件で取引を行い、収益の増加を期待できる

かもしれない。

とする側と資金を保有する側とをマッチングさせる

グローバリゼーションの影響と金融危機後の金融

する影響力を増大しつつある。結果的に、金融サー

価値観と倫理的行動を周知徹底させる銀行は、有

トの上昇、すなわち、顧客獲得のコスト、ならびに政

バランスシートを改善させ、事業とブランドに対す

る金融危機の影響から脱却しつつある一方、政府

て市場に新たな事業機会が生まれ、
自らの社会的

性が高い。たとえば、急成長市場をベースに展開す

という、業界が最も得意とする業務を行うことで、
過去に幾度も経験したように、
自己改革して復活

経済にとって必要不可欠な構成要素である。今後

最終的には強力なブランドが需要と供給をけん引

することになるだろう。

（インターブランド・ニューヨーク 戦略グループ
シニア・ディレクター Carola Jain ）▲

間のうちに世界のリーディング・ブランドに成長し

同時に、金融危機の期間、またその後の期間を巧み

に乗り切ったブランドにとっては、危機発生以前の

トップグループが挽回を始めたとしても、依然として

チャンスが残されている。過去 3 年間の出来事によっ

TECHNOLOGY
社会を平等にするもの

フトウェア、
コネクション、
アプリケーション、
コン

国連の世界人口予測によると、2040 年の世界人

開されている。Microsoftはハードウェアの探求

口は90 億人に達する。増加の大半が急速に発展し

テンツ）は、テクノロジー部門全般にわたって展

を続けている。Cisco は b to b+Cブランドにな

ている国々によるものであり、
このことが、テクノロ

りつつある。最近 edsを買収したHPも同様であ

事業戦略を決定し、
ブランドのプレゼンスを確立し

ラボレーション・パートナーとなっている例もあ

ジー部門の企業がいかにして事業機会を考察し、
ていくかということに影響を与えている。顧客はこ

れまでになかったペースでテクノロジーを利用し、

さまざまな新しい方法で相互に情報を交換してい
る。Forrester researchの予測によると、2013 年

までに世界のオンライン人口の43%をアジア住民が

占め、中国は全体の17%を占めるとしている。モバイ
ル・ウェブがアクセス形態の主流であり、ユーザーは
米国や欧州よりも進んでいる。
しかし、テクノロジー

部門における根強い楽観論の根拠となっているの

は成長に対する期待だけではなく、何が可能かと

いうことについて絶えず再定義していることにある。
技術革新は垂直的企業統合を加速させている。

apple の垂直統合体験モデル（ハードウェア、
ソ

る。同時に、一時的な「提携企業」が本格的なコ

る。sony 、Google 、Intel 、logitechの各社は共

同でsmart tVソリューションを展開しており、
こ

れによってケーブル会社がすべてのコンテンツのプ

ロバイダーになる必要がなくなる。

I n - s t a t によれば 、スマートフォンの売り上げ

は、2013 年までに毎年 20% 増加すると見込まれ

ている。Yahoo!やGoogleなどのインターネット・

サービス企業は、
シームレスな体験を生み出して、

日常生活のほとんどの側面にわたってユーザーを

フォローしており、
いかにして、
あらゆるデバイス、
あらゆるメディア上でつねにサービス提供できる

かという点では、ほとんどテクノロジーやプラット

フォームにとらわれない形で提供している。
ソフト

ウェア、
プラットフォーム、ハードウェア
（ appleの

iPhone ／ iPad osおよび Googleのandroid os
が好事例である）をコントロールすることにより、
こ
れらのブランドは、無意識に自らのプレゼンスを維
持しつつ、あらゆるレベルでの経験をコントロール
することができる。企業側の状況からすれば、異な
る地点にわたるオンラインでのコラボレーションに
対する需要が、引き続きクラウド・コンピューティ
ングの進化を促進する。
この分野の中心的プレー
ヤーであるMicrosoft 、Google 、IbMの各社は、
自らを顧客のone-stop shopソリューションとし
て位置付けている。
Facebook は、あらゆる可能なメディアとプラット
フォームにわたって、その経験を提供し、同時に他の
ライフスタイル・サービス
（例：Pandora 、twitter
など）
との相互一体化に重点的にフォーカスするこ
とによりユーザーを囲い込み、
これまでにない力を
見せている。
これはハイテク企業にとって、
ソーシャ
ル・ネットワークが提供する
「血流」の中でのブラン
ド・ポジショニング創出を可能にすることにより、強

大なマーケティング力を提供する。企業はソーシャ

ル・メディア・サービスの活用により、ユーザーが自
社ブランドとその製品を暮らしに取り入れることを

可能にしている。投資利回りを計算することは難し

かったが、
ブランド意識を高めるという点において、

ソーシャル・メディアが効果的かつ費用対効果の高

い手段であったことは明白である。twitterのような
サービスによって、企業は、あえて作業部会を立ち上

げたり、意見の偏った消費者アンケートをとることな

く、消費者が普段の会話で何を話しているのか把握

できるようになった。
しかし、長所には短所がつきも

している。Intelの「 sponsors of tomorrow 」、

sonyの「 make. believe 」、Philipsの「 sense
and simplicity 」、HPの「 let ʼ s do amazing 」、
Ciscoの「Welcome to the Human network」、
IbMの「 smarter Planet 」のいずれも、それがテ
クノロジーによるマーケティングの新時代であり、
めまぐるしく動く混雑した今日の環境で目立つた
めには、他とは決定的に異なる特徴が必要とされ
ることは明白である。
世界がより大きく成長するとき、テクノロジーは私た

のである。Facebookが最近行った機密情報規定と

ちを結び合わせる糸であり、何が可能であるかを予

報の保護に関する懸念が急激に強まった。Verizon

私たちは新世界の目撃者であり、期待は大きくなり

環境設定に関するいくつかの変更に際して、個人情

とGoogleのトラフィック規則に関する協議では、か

つて自由な世界であったサイバースペースを支配す

る絶対勢力の出現の可能性をめぐり、新たな懸念が
表明されることとなった。

今日の新しい変換の時代の中で、
ブランドは機能面

のコミュニケーションが感情の領域に入るのを許容

測し、あらゆる人の情報へのアクセスを平等化する。
続ける。それを提供するのは、
リスクをとり、複雑性

を経験してきたテクノロジー企業である。

（インターブランド・サンフランシスコ マネジング・
ディレクター Federica Judica ）▲
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TELECOMMUNICATIONS
エコシステムの担い手
通信部門では、引き続きワイヤレス技術をめぐり変

通信の将来に重大な影響を及ぼすことが予測され

るもうひとつの分野は、
ワイヤレス技術である。通

信業界はあらゆるものを集結させようと試みてい

DIGITAL
フェイスワーク：社内文化の醸成
ローテクから非常に複雑なものに至るまで、ほとん

化が起こっている。
ワイヤレス・デバイスとクラウド・

る。人々の交流のより多くがワイヤレス・ネットワー

どの人々が日常生活において完成されたテクノロ

果として、
ビジネスは進化しており、政府の規則を

も大きく進化を続けるだろう。通信事業者は、家電

合性を備え、熱心で、冒険心に富んでいる。
しかし、

コンピューティングを取り込んだネットワークの結

クを介したものになるにつれ、消費者行動は今後

めぐって攻防が繰り広げられている。

メーカーとの連携を通して、電話だけにとどまらず他

通信ブランドが直面する最大の課題のひとつが、顧

にワイヤレス技術は、
ショッピング、顧客へのサービ

のデバイスに新たな収益源を開拓しつつある。
さら

客との関係である。通信事業者は、莫大な資金を自

ス提供、事業を行う上で新しい方法を導入すること

することにより、顧客の要望に追いつこうと努めてい

に至るまで産業全体に新しい形態を与えつつある。

社のネットワークに投じて最新テクノロジーを採用

る。それにもかかわらず、顧客は依然として企業が

により、慈善事業や寄付からリテールやヘルスケア

ジーを巧みに駆使している。私たちは独創的で、適

一歩オフィスに足を踏み入れた途端、
すすんで時
間をさかのぼる。

私たちは家庭でビデオ鑑賞や、株式相場のチェッ

クセスできる。
▲ Wikiは、スタッフの配置転換に際して、会社とし

ての知識ベースの維持を可能にする。

▲ electronic roomは、専門業務を行うスタッ

フ間のコラボレーション、評価のやりとり、
サポー

トの提供、遠隔地の同僚に対する激励などを可能
にする。

ク、オンラインでの銀行取引やショッピングを楽し

休 暇 の 写 真 を F l i c k r にアップ ロ ードした が 、

クひとつでいつでも起動するよう準備されている

た場合、すでに10 年前のmillenniumに入力すると

んだりと、複数のことを同時に行う。iPadはクリッ

期待するほどの信頼を寄せていない。実際、
ワイヤ

企業側の観点から見ると、通信事業者にとっては

常に高いため、テクノロジーが完璧に機能しない場

好の機会である。通信はサービスから生態系の中

が設定されている。限られた文字数のメッセージを

とにかく何かから始めてみる。たとえば 15日から30

からワイヤレス機能、
さらには相互関連性の中心ま

は、長いeメールや伝言サービス機能を排除してい

メッセンジャーは比較的単純で、実際、インターネッ

レス・ネットワークの性能に対する顧客の期待は非

合、容赦の余地は全くないのが実情である。同時に

また、ネットワークに対する要望が大きいことから、

今こそビジネスのやり方を改善するまたとない絶

心へと変貌中である。クラウド・コンピューティング

一方、職場のPCを毎朝「パワーアップ」
（その機能以

PowerPointに掲載可能な画像が見つからなかっ

上のものを意味する用語）すると、
コーヒーブレイク
送受信するショート・メッセージ・サービス
（ sMs ）

いう単純な方法を考えてみることだ。

日おきに新しい機能を1つ導入する。インスタント・

通信事業者は時間に追われながら、ネットワーク容

で、通信は各種業界および顧客に対するサービス

るが、それでもいまだに職場ではボイスメールや無

削っている。一方で企業はネットワーク・ドレイニン

スになりつつある。

によって段階的料金体系を導入することにより、顧

垂直産業を構成している主要企業がこの変革を認

理由に、インスタント・メッセンジャーの使用に反対
Facebook 、Flickr 、spotify 、droid 、Garminが
している。
しかし、電話やeメールが利用できない場
世代やさまざまな層を超えて多くのユーザーを獲
合は、インスタント・メッセンジャーによるコミュニ
得していることからしても、人々が機能的なソリュー
ケーションを通じて人々の関係を変えることもで
ションと引き換えに新しいプログラムやハードウェ
きる。
アについて学ぶ意欲があることは明らかだ。企業は
こうしたユーザーを取り込み、
コミュニティを構築、 ソースをオープンする。skype 、Grand Central
活用、成長させていく機会を有している。
（ Google Voice ）、dropbox など、単純な無料
通信システムを利用して、遠隔地、時差、
コストの
しかし、テクノロジーのこととなると、多くの伝統
制約を超えたリアルタイムのコラボレーションが
的な企業が新しいプログラの導入に苦労してい
可能となる。
る。basecamp 、sharepoint 、そして今や不発に
終わってしまったGoogle Waveなどのプログラム
変化に対応する。
システムとハードウェアはすぐに廃
は、職場環境にコラボレーションを提供する上でさ
れるものではない。
これらは、組み込まれた環境（新
まざまな成功をおさめたが、実際のところ、
こうし
しいブラウザなど）の変化に対応するために継続的
たプログラムは時代を先取りしているのかもしれな
なメンテナンスや、最新技術を活用するための交換
い。大企業にとっては時に受け入れがたいものであ
が必要となる。技術的変化に備えて予算を確保し、
ろうが、成功の秘訣は、小さく単純なコンセプトを考
計画を立て、対応することである。
えることかもしれない。
障壁を減らす。既存のシステム
（従業員記録、イン
同じ企業が、
ソーシャル・メディア、sMの最適化、
ク
トラネット、資産管理銀行など）を、1 回のサインオ
ラウド・ソーシング、
コミュニティの構築、
クラウドと
ンで共通のデータベースにリンクさせることによっ
名のつくあらゆるもの、
ソーシャル・グラフ、wikiな
て、好みやデータを統一する。amazon.comが、
どのコンセプトに膨大な予算を投じ、今日の消費者
ユーザーの好み、支払方法、発送に関する情報を
の取り込みとその追跡を行っている。
しかし、
これら
管理することにより、ユーザーが気楽に買い物でき
の各コンセプトは、私たちの職場環境を向上させる
ることを可能にした例をみると、毎朝ログインした
上で同じように活用できる。たとえば、
と同時に会社が社員を認識することなど、
さほど難
しいことではないはずだ。
▲ 経営陣が社内のソーシャル・メディアやクラウド・
ソーシングを通して、
アイデアやアドバイスを研究す
参加して楽しむ。蛇口の水漏れ修理作業のデモンス
ることができる。
トレーションはHowcastを通して見ることができる
が、
ブランドのガイドラインは依然として誰も読まな
▲ コミュニティの構築を通して、企業文化の醸成
い冊子に記載されている。
マーケティング・コミュニ
と維持、士気の統制、およびフィードバックの収集
ケーション部に、適切なブランド使用方法に対する
を可能にする。
その熱い思いをビデオでのデモンストレーションを
活用して伝え、社員と共有するよう提案してみる。同
▲ ソーシャル・グラフによって、組織のスタッフ全員
僚を励まし、翌週に向けた話し方トレーニングをビ
がどのように働くかを、単純な情報から複雑なもの
デオに撮影し、編集してみてはどうか。
まで図示することができる。たとえば、
どのスタッフ
が経費報告書を書き終えているか、
あるいは付随
このように機会は限りなくあるが、重要なことはまず
分野における専門知識を備えているスタッフは誰
始めることである。スタッフを前向きに一体化させる
か、
といったことを表示することができる。
ことのできる企業は、強力で一貫性のある社内文化
の利点を享受し、結果として消費者に対する印象を
▲ クラウドを使ったファイルやデータの保管によっ
強めることになるだろう。
て、出張中や遠隔地のスタッフがリアルタイムでア （ブランド・ウィザード Ceo robin rush ）▲

量の増大とデータ・スピードの迅速化にしのぎを
グ機能には限度があることを示唆しつつ、データ量

客に相応のコスト分担を求めようとしている。ただで

さえ消費者の購買意欲が低迷ぎみの現在、
これはリ
スクの高い（自己破壊的な）対応である。

提供の方法を大幅に改善するパズルの最重要ピー

識するようにすることが、通信ブランドの重要な課

題である。繰り返しになるが、通信事業者が提供

するサービスの価値と、彼らが得ている信頼には
隔たりがある。

消費者との関係の再評価こそ、いくつかの企業が、 （中欧東欧インターブランド会長 Jürgen Häusler）
▲
通信事業者の本質と役割に関する人々の会話を
見直す新しいブランド・プラットフォームを展開し始

めた理由である。通信事業者は、単にサービスを提

供するだけではなく、暮らし、仕事、余暇の新しい方
法を創出しているという事実をより広く消費者に伝

えたいと考えている。また、通信事業者が提供する

サービスには経済的価値があり、新しい発明や技

術が最初から完璧に機能しなかったとしても寛容

な対応がとられるべきであり、すべての通信事業者

が必ずしも同じように機能を提供できるとは限らな

いということを周知させたいと考えている。通信事
業者がこれらのブランド・プラットフォームを業務

と顧客サービスに反映させることで、
ブランドの体

験がブランドの保証と同じであることを証明するこ

とが、今、求められている。

数のeメールで溢れている。

トよりも古くからあるが、依然として多くの企業がリ
スク
（現実的あるいは想定されるリスク）の最小化を
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FOOD & BEVERAGE

CONSUMER PACKAGED GOODS

飽くなき革新意欲

形となり、ニューヨークとカリフォルニア以外には

食品・飲料は、消費者の購買行動の中で最も選択

テイメントの出費を切り詰めるという昨年来の傾

down 」チキン・サンドイッチは例外として、大半の
ファーストフード・チェーンが栄養問題に対処する
ため、高カロリーのサンドイッチに取って代わる商
品として、果物やヨーグルトをセットした新しい子
ども向けメニューや、
プレミアム・サラダのオプショ
ンを提供している。

を迎えたこと、団塊世代が退職時期を迎えたことに

食品サービスおよびパッケージ・ブランドは、主力

棚からドライブスルーに至るまで、
これまで馴染み

り上げ増加を模索している。
もはや同業他社から
直接シェアを奪うことを目指すばかりでなく、顧客

Global brandsのランキングには入っていないが、
純粋にブランドとマーケティングの観点から見た場
合、red bullの評価は上昇しており、確実に多くの
試みを実行している。red bullは、
アルコール飲料
のブランドから顧客を奪うことによって成長を続け
ており、
また、
アルコール飲料を割って飲むドリンク
としても人気を得ている。

消費者は外食する代わりに自宅で食事を取るよう

している。Mcdonald ʼ sは引き続き、中規模レスト

米国のような成熟市場で経済的に不振な市場にお

ているのは、やはり利便性である。
「 食材」の提供者

これらのチェーン店に低価格の軽食提供を促して

シェアを奪って成長し続けた一方、中国のような急

供する場所へと進化しつつある。調理時間が 10 分

し、飲料とバー・フード目当ての来客増加を狙って

長を見込める分野となっている。今後は、地域ごとの

う結果に終わった。もちろんこうした関係性の変化

の広いスペースを占め、売上高も増加している。非

発売し、持ち帰り型商品の販売を始めた。パッケー

（インターブランド・デザイン・フォーラム シニア・

も否めないが、話はそれだけにとどまらない。消費者

余地の小さい項目であるが、それでもなお、消費者

の変化する消費行動、嗜好、流行によって影響を
受けることに変わりはない。2010 年もまた例外で

はなかった。今年、先進国市場では、食品とエンター
向が継続した。
これに加えて、新世紀世代が成人期

より、食物への消費行動様式が変化し、食品売場の

の深かったブランドを見直す動きが出始めている。

になったかもしれないが、価値創造の中心を占め

としての食品雑貨店は、食事のソリューションを提
未満の半調理済み食品やサイドディッシュが売場

拡大していない。それでもなお、KFCの「 double

商品セットを見直すことによって、成熟市場での売

が来店する新たなきっかけの創出にもフォーカス

ラン・チェーンにこうした機会の提供を求めており、
いる。applebee ʼ sは営業時間を真夜中まで延長

いる。starbucksはインスタントのVIaコーヒーを

冷凍のインスタント食品部門は、過去 3 年間で50％

ジ・ブランドは商品とレシピの改善や拡大を通して、

どの企業は、
これらの部門で革新的な商品を提供す

望に応えようとしている。

を超す成長を見せ、Con agra 、Hormel 、Kraftな

ることにより、売上のけん引を図っている。

ファーストフード・チェーン（ Qsr ）は、相変わらず肥
満の原因としての非難を受けているが、最近では新

聞の見出しを飾ることもなくなり、Mcdonald ʼ sと

burger Kingが大きいサイズのハンバーガーとデ
ザートを発売したときでさえニュースにならなかっ
た。
ファーストフードのメニューの栄養分表示方法
問題は、
メキシコ湾の石油流出事故の陰に隠れる

外食に対抗する
「何か工夫を凝らしたもの」への要

1 年にわたるパッケージとブランドの形を変えての売
り出しを経て、Coca-ColaとPepsiは、デジタルとモ
バイルのキャンペーンを通して、若い世代への売り込
みにフォーカスしている。
ソーシャル・メディア、消費
者との共創、企業市民活動などの分野における両ブ
ランドの変革努力が引き続き注目される。今やコー
ラ戦争はiPhone 時代に入り、
マーケティング・メッ
セージは、
コーズ・リレーティッド・マーケティングに

基づいた誰もが参加できるキャンペーンへと変容し

カスタマイズ化と消費者とのつながり

格を正当化できるだけの理由を消費者に訴えかけ、

での評価を超えたものに拡大している。

景気が回復し消費者の選択肢が増えるに伴い、カス

が勝ち組となる。

ショナル・ブランドの復活をけん引することになる

ブランドの将来は、消費者のニーズとトレンドにいっ

が世間を騒がせてから1 年が経過した現在、ナショ

ドが成功するためには、地域文化の要求に応じる

つつあり、それによって両ブランドの役割は試飲会

エナジー・ドリンク部門は引き続き成長しており、新
規参入が激しい。
これらのブランドのいずれもbest

タマイズ化と消費者とのつながりが消費財部門のナ
だろう。
プライベート・レーベルによるリテール買収

ナル・ブランドは依然として競争力の回復に苦労し

ているものの、緩やかながらもけん引力を復活させ

ている。一部のブランドは支配的な力を維持でき
た一方で、その他のブランドは、不況下で消費者が
多くの低価格商品を目の当たりにし、購入により神
経質になったため、瞬く間に脱落した。

いったん消費者の毎週の購入予定から除外された

いては、バリュー・ブランドがプレミアム・ブランドの

ブランドは、真の意味での競争者と化した。一方、

成長市場では、
プレミアム・リキュールやワインが成

は、離婚（あるいは少なくとも一時的な別居）
とい

格差拡大が予想される。

バイスプレジデント bill Chidley ）▲

いわゆる
「一夫一婦制」の消費者とブランドの関係

には、消費者が財布のヒモを締めたことによる影響

絶えずブランド・エクイティを活用しているブランド

そう合わせようとする意欲にかかっている。
ブラン

と同時に全世界の消費者に訴えかけ、1つのサイズ
が全員に合うことは現実にはあり得ないという事実

を認識しなければならない。好事例：米国のCoca-

Cola 、Jones soda 、Kleenex 、Puffs 、orbitは、消
費者の個性やファッション感覚をパッケージに取り
入れている。自社のターゲット層を一番かつ何より
も先に考慮することにより、
これらのブランドは消
費者とのつながりを深めている。
消費者との強固なつながりを構築するには、何より

もまずパッケージである。
この1 年で、パッケージに

つけるブランド・エクイティを重視しない傾向は、
柔軟なブラディング戦略へと少しずつ変化した。す

なわち、
メディアを通した広域キャンペーンによっ

はブランドに対してただ単に手頃な価格を要求して

て、
ブランドが店頭で消費者に識別される限り、そ

の明確性など、
より深い意味を求めているのである。

ということである。確かに、柔軟性は本質的に悪い

いるのではなく、誠実性や信頼、
コミュニケーション

このことは、一本調子の高価なブランドの地位を

のブランドの資産価値は合格レベルに達している

ことではないが、
さらに意味をもたせなければなら
ない。従来にもまして今日、消費者は喜び、
つなが

危うくする。
プライベート・レーベルに対抗するため

り、価値を求めている。

ョナル・ブランドは自らを低価格ブランドとして位

これらの要求に応えるために、
ブランドは各自を見

供した。
こうしたアプローチは、価格が上昇し、消

そして何よりも重要なことは、そもそも消費者がな

必ず起こる。一方で、付加価値、つまり、
より高い価

ることである。この自己評価に基づき、ブランドは

「手頃な価格」
を実践することにより、多くのナシ
置づけ、価格面以外の明確な利点がない商品を提
費者が購入を正当化できなくなった場合に問題が

直し、その資産価値とコア・メッセージを検証し、

ぜそのブランドとの関係を求めてきたかを解明す

パッケージについた資産価値を抽出し、
これをす
べてのタッチポイントに高めなければならない。消

費者に共感されるパッケージは、
ひいては消費者

の共感を呼ぶブランド・キャンペーンへとつながっ

ていく。

不況にあるか好況にあるか、
プライベートかナショ

ナル・ブランドかを問わず、消費財の世界的成功の
原則はつねに変わらない。すなわち、
カスタマイズ

化と消費者とのつながりに対する投資である。
これ

を実行することにより、来年、
これまでとはかなり
異なるブランドの展望が開けるだろう。

（北米エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター

dyfed “ Fred ” richards ）▲
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LUXURY

RETAIL

デジタル時代に向けた3-D戦略

これを行うためには、
「 3-d 戦略」
とでも称する戦

2008 年の展開は広範囲にわたる素早い変貌を引
き起こし、望ましいステータスの追求から真のエッ
センスの再発見へと高級品を変換させた。真のリー
ダーたちは、
もっとも暗い時間に振り返ることを決
断した。空が晴れ渡った今、彼らにとっての新たな
課題は、先を見据えることであろう。

な欲求を創出し、選択的需要を喚起し、個人による

最後に、たとえデジタル化がますます進展しようと

マルチチャネルのブランド体験

の純粋なエッセンスが特出するところ、および臨機

昨年 、店舗の拡大ペースは、ネット販売の成 長に

略を採用する必要があるだろう。すなわち、集団的

も、個人的な発見の喜びは、真の高級品ブランド

発見を啓発するのである。

応変に時代を生き抜いてきた才能、職人技、卓越

デジタル時代にあって、高級品ブランドは、関わり

あっている大衆に向けて各ブランドの世界へのアク

性の追求が重要な役割を演じ続けているところに
見出される。革新的なタッチポイントの重要性を否

消費者の購入意欲も回復しつつあるとはいえ、堅

ングをテストし、
マルチチャネルの買物客との関わ

ド・エクイティの提供が最重要となることから、バー

結局のところ、遍在するネットワーク、クラウド・コン

に顕著であった。全体的には、
リテーラーは手持ち
合理化を行った。現在、景気が多少持ち直し始め、

や電子取引用サイトが含まれる。ネット販売を行う

ラート、モバイル・サイト、
ソーシャル・ネットワーキ

調な回復にはほど遠い。
しかし、
リテーラーは楽観

りを深めようとしている。買物客が夢中になればな

は使用に関する考え方を所有から共有へとシフト

ショッピングの機能拡大を計画中である。一方で、

待できる。今後 5 年間で、企業はモバイル・ショッピ

うになるが、個々で所有する量は少なくなる。高級

上るため、店頭販売の体験はリスクにさらされてい

新的タッチポイントを通して、いたる所で多くの消費

ピューティング、モバイル・デバイスによって、私たち

タスをいっそう高めることができる。

しつつある。
すべての人々がもっとアクセスするよ

しかし、大衆の欲求は慎重に選択的需要へと転換

的であり、92%が来年度にかけてインターネット・

るほど、
より多くのロイヤリティと頻繁な購買が期

オンライン・チャネルに対する資本投資が多額に

ングに関する行動様式についてさらに深い洞察を

品ブランドは、
このパラダイムの典型となる機会を

る。店舗がマルチチャネルのブランド体験のハブと

ネル戦略、陳列の方針、および店舗のデザインを構

ランドの伝説的な遺産と排他性を損失リスクにさ

の人が買い求めるが、真の価値を発見する者はき

予測していることを考えれば、
これはやや懸念する

とって、価値は希少性によってのみ創出される。困

（インターブランド・ミラノ マネジング・ディレクター

しなければならない。なぜならば、
これが高級品ブ

らすかどうかの分かれ目となるからである。彼らに

世界のトップ高級品メーカーに限定される謎では

ブランドとして、HermésとFerrariが挙げられる。

る。デジタル時代にあっては、高級品ブランドは、も

のところ、そうした地位をさらに強固にするために、

排他性を選び続けることはできない。彼らは初めて、

ドの好例である。

両社は伝説的な地位にあるにもかかわらず、実際

賢明にも成長に対して自主的に制限を課したブラン

的に見ると、大半のリテーラーが、自社ブランドの品

して行動するためには、
これまで以上に発言の明確

難な時期にあってつねに良好な業績を残してきた

こうした反対命題に対処する必要に迫られている。

34 歳の消費者は、テクノロジーを利用する傾向が最

間と感激を生み出すために、
ブランド力にフォーカ

リテーラーは、iPadアプリケーション、テキスト・ア

しかし、過去と現在を結合させること自体、決して

はや遍在性よりも希少性、または利用可能性よりも

スして専念する以外、選択肢はない。
しかし、短期

のリソースに集中することを強いられ、物的資産の

生み出すことはできないだろう。

ない。将来は格段に、
より複雑な難問を提起してい

の変化に伴って、消費の方法も変わった。16 歳から

り高い期待を抱いている。
コミュニケーション方法

てしまった。
リテーラーにとっては、
こうしたワイヤ

供する能力を醸成しない限り、長期的な経済価値を

ドは、モバイル・アプリケーションからソーシャル・メ

者を動員することにより、
ブランドの象徴的なステー

レスのタッチポイントにおいて試験的な喜びの時

も強く、
これにはスマートフォンのアプリケーション

2011 年は何よりもまず、関連性が求められるだろ
う。歴史を再び、そしてつねによみがえらせること
は可能か？この数カ月間に、Gucciはさまざまアイ
テムを結びつけることでこれを実現した。すなわち、
「 Forever now 」キャンペーンの主要テーマとし
て自社の起源を祝い、
コレクションを通した現代の
ステートメントを創造し、繊細な製品とメッセージ
内容としてのクラシック・アイテムを復活させた。
これ
に対してlouis Vuittonにとっては、
「 le Voyage 」
コンセプトが、
さまざまなチャネルをまたいだイニシ
アティブの中心テーマとなった。

ルチチャネル・キャンペーンまで、絶えず変化する革

売に救われることとなったが、
これは価格を重視す

の消費者はより疑り深く、企業の透明性に対してよ

る顧客に対して無料配送サービスを提供する場合

と呼ばれる一部の顧客に傑出したブランド体験を提

ディア・チャンネルまで、また、オンライン販売からマ

減少したマルチチャネルのブランドは、オンライン販

ングは、実質的に箱から画面へと優先順位を変え

定するものではないが、
これらのブランドが、目利き

セスを提供することにより、人々の欲求を生み出す

これまでにない好機を有している。
これらのブラン

伴ってほぼ下げ止まりとなった。店舗販売の金額が

世界の出来事が社会を変える一方で、テクノロジー

は個人の行動を変えた。グループ別に見ると、米国

有している。すなわち、すべての人が欲しがり、一部

なるのに従い、その重要性を増すものと消費者が

わめて限定される。

べき傾向である。

Manfredi ricca ）▲

最近の経済危機の「ロングテール」
として、バリュー

得ることによって、将来の思考に合致するマルチチャ
築していくだろう。

何百万もの若い消費者が社会的意識を示すなか、
社会はより小型の自動車、
より小規模な住宅へと

動いていく。将来、消費者は今ほど物を所有しなく

商品は引き続き売上を伸ばしている。質素倹約は、

なるかもしれないが、人間のエゴは依然として個

市 場の変 化に対 応して、F a m i l y d o l l a r 、a l d i 、

費者は出費をおさえ、今日、大半の人々が高級品と

今や誇示的消費の新しい形態となった。こうした

advance auto Partsなどのリテーラーは、果敢
な拡大計画を打ち立て、実用的かつ実際的な新し
い消費者の取り込みを狙っている。
これらのリテー
ラーはまた、低所得者層とバリュー意識の高い消
費者に対するサービス向上に向けて、
ショッピング
体験の改善に投資している。

人の嗜好とぜいたくを誇示しようとするだろう。消
考える商品に費用を費やすことになる。

歴史上初めて、
リテーラーは自らをブランドと考え

ざるを得なくなっている。ストア・マーチャンダイジ

ングと店舗レイアウトを真っ先に考える伝統的な
慣習は、すでに時代遅れである。モバイル・ショッピ

質、そしてそれがいかにして買物客のマインドに反映

されるのかをまだ十分に理解していない。
ブランドと
性、差別化、革新、付加価値が必要とされる。
ブラン

チャルおよび物理的なブランドのスペースは豊富で

パーソナルな意味のあるものでなければならない。

（インターブランド・デザイン・フォーラムおよび
インターブランド・シンシナティ Ceo

bruce dybvad ）▲

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
中村正道
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セールス&マーケティング
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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。

ʻ Creating and Managing brand Value ʼ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。

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詳しい情報については http://interbrand.com/jp をご覧ください。

