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2011年3月に発生した東日本大震災は日本に大きな打撃を与えました。
日本企業の皆様は、その衝撃から立ち直るべく、懸命に活動されているこ
とと思います。日本は、過去に何度となく、ある目的に向けて団結し、驚くべ
き回復力を見せてきました。この国には、才能と技術、そして物事を成功に
導くための強い意志があります。
日本経済を元気にさせるために、日本の人々が誇る生来のエネルギーをど
のように活かすべきでしょうか。
私は、この機会だからこそ、グローバル企業に負けないブランド・マネジメ
ントを推進すべきであると思います。それは、日本のブランドをより強く、よ
り輝かせることになります。
世界は長い間、日本の優れた製品や洗練された技術の恩恵を受けてきまし
た。日本のブランドは世界の人々の楽しさ、暮らしの質を高めてきました。そ
して、同時に持続可能な未来への道も切り開いてきました。
日本企業には低成長の時代にあっても繁栄を続ける能力が備わっています。
それは、いつまでも失われることのない日本企業の価値である、と私は思
います。

昨年来、日本企業は非常に厳しい状況に置かれています。東日本大震災、
原発問題、タイの洪水被害、そして欧州経済への不安など、どれも企業経
営に大きな影響を及ぼしています。
このような状況下にあっても、私は、日本ブランドの未来に対して楽観的
な見方をしています。今回の大震災を通して、世界経済がいかに日本に依
存しているのかを示すことができたということ。そして、今回の危機を契機
に日本の多くの企業が、真のグローバルブランドになるための取り組みを
加速させているからです。
円高の影響もあり、海外での企業買収や現地法人の設立が進んでいます。
それにともないダイバーシティな組織づくりや外国人雇用の広がりなど、
グローバルでブランドをマネジメントし、その存在感を高めていくことが、
いま強く求められています。
今回のJapanʼs Best Global Brands 2012が、グローバルブランドとして、
確固たる地位を目指す日本の企業の皆様にとりまして活動推進の一助にな
りましたら光栄に存じます。
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東日本大震災とそれに続くタイの大洪水による操業停止、原発事故の放射
能漏れによる食品を中心とした日本製品の安全性への疑問など、2011年は
日本ブランドの威信が大きく揺らいだ1年であった。にもかかわらず、TOP30

のブランド価値合計額は、前年に比べて1.4％の微増となり、その価値を
堅持した。
世界経済の成長を支え続ける「新興国」と、地球レベルの時代の要請であ
る「環境対応」でブランド力を高めたNissan（対前年度比〈以下略〉+32％ 

7位）とBridgestone（+20％ 15位）が大きく価値を向上させた。新興国を
含めたグローバル市場で、ブランドの存在感をさらに高めたNikon（+14％ 

12位）は、昨年に引き続き2年連続で二桁成長となった。
一方で、2008年に旧リーマン・ブラザーズのアジア・パシフィックや欧州・
中東の事業を継承し、一気にグローバルブランドとしての基礎を築いた
Nomura（-21％ 19位）は、欧州のソブリン危機に端を発した景気後退の
煽りを受けてJapanʼs Best Global Brands 2012のTOP30のうちで最
も価値を減らしたブランドとなった。

福島原発の事故による世界的な原子力政策の見直しは、原子力事業を営
む日本の重電ブランドへの強い逆風となったが、被災地復興を後押しする
「社会イノベーション事業」を加速させているHitachi（+6％ 23位）や、スイ
スのスマートメーター製造大手を買収し、スマートグリッド事業を強化しつ
つあるToshiba（+4％ 9位）のブランド価値は、比較的堅調な伸びを示した。
この度、新たにSubaru（29位）とFujifilm（30位）がランクインし
た。Subaruは「水平対向エンジン」などの独創的なテクノロジーと確かな
モノづくりを大切に継承してきたブランドである。近年、米国や中国などの
海外での販売が好調に推移し、昨年は、販売台数や売上高が過去最高を
記録した。また、Fujifilmは、急速なデジタル化によりカラーフィルムの需
要が減少を続ける逆境の中、写真フィルム技術を軸に異業種への展開も
含めた事業構造の変革を着実に推進している。
また、巨額の損失隠しによりブランド価値を失墜させたOlympusは、昨年
の17位から30位圏外へとなった。

Japan's Best Global Brands 2012概況

Japan's Best Global
Brands 2012
Analysis
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Japan’s Best Global Brands 2012 TOP30

Toyotaは、2011年3月に企業の目指すべき方向性を全社で共有し、広く
社会やお客様に示すべく、「トヨタグローバルビジョン」を発表した。この
ビジョンは「トヨタはどんな企業でありたいのか。どんな価値観を大切に
していくのか」といったToyotaブランドのあるべき姿を明らかにしたもの
で、キーワードを「笑顔のために 期待を超えて」とした。円高の継続、タイ
の洪水などが影響し、2012年３月の業績予想の大幅な下方修正を余儀
なくされるなど厳しい状況だが、2012年の世界販売は新興国市場の需

2011年はHondaにとって様々な苦戦を強いられる年となった。主力で
ある北米四輪市場では、米国の「コンシューマーレポート」において新型
「CIVIC」が推奨リストから外されるなどし、NissanやHyundaiといっ
た競合が勢いをつける中、Hondaはシェアを落とした。いち早く進出し
た中国市場でもシェア低下が継続しており、各エリアの現地ニーズに研
究開発が追い付いていないことも指摘されている。一方、タイで販売を
開始した新興国戦略車「BRIO」は、自然災害の影響が懸念されるもの

Canonは、2011年から「グローバル優良企業グループ構想・フェーズ
Ⅳ」をスタートした。「“Aiming for the Summit” ～Speed & Sound 

Growth～」のスローガンを掲げ、生産工程の見直しや経費削減などの
コストダウンによるスピーディな収益改善で足元を固めるとともに、ハ
リウッド向けの映像用カメラ事業に本格参入するなど、創業以来培っ
てきた技術やモノづくりの精神を継承して新たなビジネスに昇華させる
べく積極的な動きを見せている。
成長市場として注目されるクラウド分野では、自社のクラウドサービス基
盤「Canon Business Imaging Online」を構築し、クラウド型ドキュ
メントサービスをグローバルに展開。医療用ＩＴソリューション事業では、
国内外の有力企業との連携・協業を推進し、グローバル市場における新
規ビジネスの開拓・育成に意欲的に取り組んでいる。ソリューション・サー
ビスの充実とイノベーションによる魅力ある製品投入を積極的に進め、さ
らに高い目標に向けCanonは挑戦を続ける。

Sonyは、グループの多様な製品を通じて、魅力あふれるコンテンツやサー
ビスを体験できるネットワーク対応サービスを全世界レベルで推し進
め、2010年度の連結営業利益は前年比6.3倍と大幅に増加した。しか
し、Sonyらしいこの取り組みで、2011年度上期に苦い経験をすること
になった。「PlayStation Network」と「Qriocity」およびSony Online 

Entertainment LLCのネットワークのシステムが外部からサイバー攻撃
を受けて、一時的にサービスを全世界レベルで停止した。米国では訴訟に
まで発展し、Sonyブランドの毀損が危惧されたが、会長をはじめとした経
営幹部の対応などにより最悪の事態は避けられた。
Sonyは、スマートフォン、タブレット端末、パソコン、テレビの４製品に映画や
音楽などのサービスやコンテンツを提供する「４スクリーン戦略」を進めてお
り、2011年冬には、5つ目のスクリーンとなる「PlayStation Vita」を発表し
た。ハードとソフト、そしてネットワークを融合させたSonyらしい戦略が、
世界中の人々にSonyらしい体験をもたらしてくれる今後に期待したい。　

要増を踏まえ、過去最高の販売を見込んでいる。Toyotaの環境イメー
ジを牽引するハイブリッド車の累計販売台数が国内外で2011年3月
に300万台を突破。2011年末には小型ハイブリッド車「アクア」を投入
し、ハイブリッド車のさらなる充実を図った。また同年秋に投入した新型
「カムリ」の出足も好調だ。
お客様と地球の「笑顔のため」にToyotaが提供する次なるグローバル
展開に注目したい。

の、インド産「BRIO」は好調なスタートを切り、徹底した現地化の成果
が期待される。ブランドは市場から期待され、期待に応え続けることで
成長する。Hondaもこれまで、使う人の視点に立ち、走る楽しさと先進
技術を独自に融合させた商品を、求めやすい価格で提供することで市
場の期待に応え、成長してきた。今後、Hondaらしい市場への応え方に
よって、2011年からの厳しい局面から脱することができるのか、Honda

の底力が試されている。

27,764 $m     

▲ + 8% 

19,431 $m     

▲ + 5% 

11,715 $m     

▲ + 2% 

9,880 $m     

▼ - 13% 

1

2

3 4

Toyota

Honda

Canon Sony

＊ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社のブランド価値を合算して算出しています。Best Global Brands 2011にランクインする上位7ブランドはグローバル評価金額を適用しています。
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独自の世界観と製品戦略で、ゲーム機器業界の中でも幅広いファン層から
支持を得てきたNintendoだが、現状は厳しい状況にある。2011年4～6月
期の連結営業損益が四半期決算を公表して以降はじめての赤字となった。
鳴り物入りで販売を開始した「ニンテンドー3DS」も発売直後に発生した東
日本大震災の影響に加えて、従来機よりも価格が高いこと、キラーソフトが
不在であることなどから売れ行き不振が続き、8月に価格を1万円引き下げ
てテコ入れを図った。また、Nintendoを牽引していた「Wii」の体感型ゲーム
カテゴリーに、SonyやMicrosoft が参入してきただけでなく、スマートフォ
ンの浸透に伴いソーシャルゲームが拡大していることが、据え置き型ゲー
ムにとって今後の展望を不透明にしている。このような厳しい環境の中で
もNintendoには、性別・年齢やゲーム経験を問わずに誰もが楽しめるとい
う独自の市場を拡大する素地を有する強みがある。今後はこれまで築いた
資産をどのような形で効果的に活かしていくかがますます重要になってくる。

Panasonicは、創業100周年を迎える2018年に「エレクトロニクスNo.1の『環
境革新企業』」になることをグループのビジョンに掲げ、その実現に向けて、2010

年度より中期経営計画「Green Transformation 2012（GT12）」を推進して
いる。2年目を迎える2011年4月には、シナジー創出のスピードアップと最大
化を図るため、パナソニック電工と三洋電機の完全子会社化を実現した。ま
た、2011年10月に、薄型テレビ事業の大幅縮小を宣言したが、一方で、環境
配慮型の製品をまるごと提案する「まるごと事業」を強化する方針を打ち出し
ている。これは「環境革新企業」としての実態を象徴しうる事業でもあり、2011

年5月に、「家まるごと、施設まるごと、街まるごとのソリューション」を導入する
「Fujisawa Sustainable Smart Town」構想を発表した。この事業モデル
を今後、国内外で積極的に展開していく予定だ。今後は、2012年1月から始ま
る新事業体制のもと、グループの力をPanasonicブランドに結集させ、グローバ
ルにおける真の「環境革新企業」としての活動をさらに強化していく。

5
Nintendo

7,731 $m     

 ▼ - 16% 

5,047 $m     

▲ + 11% 6
Panasonic

2,325 $m     

▲ + 4% 

Toshibaは集中と選択による構造転換が功を奏し、2010年度の連結営業
利益が全事業部門において黒字転換し、前期比92％アップの2,403億円と
いう大幅な増益を達成した。2011年度も構造転換は引き続き進められ、ス
マートメーターの製造・販売を行うスイスの「Landis + Gyr AG」の買収や、
国内半導体工場の閉鎖の決定など、集中と選択の基本戦略は堅持されてい
る。そして、社会インフラ事業と電子デバイス部門を中心とした、グローバル

9
Toshiba

競争力を有するトップレベルの複合電機メーカーを目指して邁進している。
しかしながら、東日本大震災の影響で主力の原子力発電関連事業はその計
画の見直しの可能性があることや、円高によるNAND型フラッシュメモリー
の収益圧迫の可能性などが懸念される。ブランドステートメント「Leading 

Innovation」を体現し、Toshibaブランドの価値を高める、より一層の構造
転換の加速に期待したい。

資生堂グループは2011年4月、新３カ年計画を開始させ、国内化粧品事
業の活性化とグローバル化の加速に向けて取り組んでいる。
新製品の半減と既存品のロングセラー化を基本方針とし、グローバルの
競合と肩を並べて戦えるメガブランドの育成を推し進めており、中国、ア
ジア、そして欧米における存在感の強化策に取り組んでいる。また、2012

年4月からWebマーケティングの本格展開により新たなお客様との出会
いを創り出すビジネスモデルを稼動させるなど、４つの成長戦略を推進中
だ。新3カ年計画のスタート時には、グループの企業理念「Our Mission, 

Values and Way」を制定。また、創業地の銀座に「SHISEIDO THE 

GINZA」をオープンさせ、美しい生活文化の創造を銀座とともに目指す
など、Shiseidoブランドのアイデンティティ確立にも注力している。

2,246 $m     

▲ + 1% 11
Shiseido

2010年度は、Nissanブランドにとって大きな飛躍の年となった。低迷
する国内自動車市場で苦戦を強いられてきたが、中国や米国を中心に
グローバル市場での販売台数は増加し、震災の打撃を感じさせない高い
伸びを見せている。グローバル市場での販売台数の伸びは、ブランドの観
点から見てもNissanブランドの存在感を強くアピールする後押しとなっ
た。この流れを持続可能なものとするため、2011年6月に中期経営計画
「日産パワー88（エイティエイト）」を発表し、「ブランドパワーおよび
セールスパワーの向上」を重要な目標として掲げて、社内外に強く訴求
した。ブランドについては、エコカーの象徴商品である電気自動車（EV）
の「LEAF」を起点に、「LEAF to Home」（電気自動車から家庭に電気
を供給するシステム）を打ち出し、環境ブランドとしてのポジションを強
固なものとすることを目指している。

Lexusは、米国「新車ブランド別初期品質調査」（J.D.パワー）におい
て、2010年は米国での大規模リコール問題のためにランクを4位に下げ
たが、2011年は1位を奪回した。また、米自動車保険会社の業界団体が
発表する「最も安全な2011年型の66車種」においてもレクサスは選出さ
れており、ブランドに対する信頼が早いスピードで回復していることを裏付
けている。2011年1月には顧客の裾野を広げるべく、レクサス入門車と位置
づけた「ＣＴ200ｈ」を投入した。これは全長、全幅、全高ともに最も小さい
レクサス車であり、価格も最も安い設定での提供である。今後は、大衆へ
の普及をにらみながら、Lexusブランドのコンセプトである「高級の本質を
追求し続ける」が実現するプレミアムイメージを、どう維持していくかの舵
取りも重要になってくるに違いないだろう。

7
Nissan

3,819 $m     

▲ + 32% 

2,554 $m     

▲ + 1% 

1,952 $m     

▲ + 14% 

1,884 $m     

▼ - 6% 8
Lexus

Nikonは、北米、欧州、アジア、その他に広く進出し海外売上比率が８割を超
えるグローバル企業である。主力の映像事業は、デジタル一眼レフカメラ市
場や新興国を中心としたコンパクトデジタルカメラ市場の拡大により堅調に
推移している。ミラーレスカメラなどの新製品やスマートフォン向けのサー
ビスの提供に加え、映像を楽しむライフスタイル提案にも積極的で、欧州
では「I AM NIKON」広告キャンペーンにより、コンパクトデジタルカメラ
市場でのNikonブランドの認知度向上や幅広いユーザー層の獲得に成
功し、グローバル市場での存在感をさらに高めている。もう一つの主力事
業である精機事業では、スマートフォンやタブレット型端末などの中小型
液晶用露光装置の拡大や中国市場への参入など、今後のさらなる拡販を
期待できる材料は多い。今後、Nikonは欧米でのマーケティング強化を図
るとともに、中東に加えアフリカ市場開拓も視野に入れた施策を打ち、新
興国の攻略にも注力していく。

Sharpは、主力の液晶パネル事業の構造改革をいち早く実施し、スマート
フォン向けの中小型液晶パネルや60インチ以上の大型ディスプレーの拡販
を進めている。一方、EU（欧州連合）の財政危機の影響により、欧州の太陽
光発電市場が縮小していることから、生産性改善のための減産を余儀なく
され、中国メーカーの台頭による価格競争の激化から収益が圧迫されてい
る。また、スマートフォンは国内では健闘しているものの世界市場での存在
感は低く、メディアタブレット「GALAPAGOS」も電子書籍のコンテンツ不足
が響いて苦戦している。今後は白物家電や大型ディスプレーを活用した企
業向けサービスなどへ注力していく。Sharpのモノづくりの精神は「他社が
まねするような商品をつくれ」というもの。注力事業へのフォーカスと、創
業以来の「モノづくり」の精神が具現化することによって、世界でSharpブ
ランドの存在感が増していく姿に期待したい。

12
Nikon

13
Sharp

Komatsuは、リーマンショック後の厳しい環境下で、突出した力強さを示
している。2011年3月期の決算にて、大幅な増収増益を記録した。売上高
は前期比で29％増加し、営業利益は233％も増加させている。好調な業
績の背景には、中国アジア市場の好調と、欧州や北米市場の回復がある。
好調な業績の理由には市場の活性化だけでなく、Komatsuブランドに
対する市場の高い信頼が存在していることがあげられる。また、新中期
経営計画「Global Teamwork for Tomorrow」において、ブランドマ
ネジメントの推進を取り組むべき重点活動項目にあげている。会社創立
90周年の2011年5月には、事業発祥の地である石川県小松市にコマツ
ウェイ総合研修センターを誕生させた。今後はここを拠点に、重要な経
営資源と位置づける「人」と「技術」の育成に注力し、さらなるKomatsu

ブランドの浸透を推し進めることになるだろう。

2,317 $m     

▲ + 6% 10
Komatsu
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Daikinは、中国、アジアや欧米での販売が好調なことにより、2011年
3月期の営業利益は前期比171％と大幅増を実現した。特に世界最大
の市場である中国での省エネインバータエアコンが牽引役となってい
る。2010年にはインバータ方式の中国での普及率は30％程度と見ら
れていたが、2011年には50％近くまで上昇するなど、早い浸透を見せ
ている。中国や韓国の企業も中国市場でエアコンを販売しているが、イ
ンバータ方式の投入は遅れている。また、行政が省エネエアコンに補助
金を出すことなども追い風になっている。一方で、欧州財政危機に伴う
景気低迷もあり、予断を許さない。
戦略経営計画「FUSION 15」では、「真のグローバルエクセレント企業」
になることを明言している。今後のインドやブラジルへの展開を考える
と、グローバルにおけるDaikinブランドの存在感はますます高まってい
くことが予測される。

野村ホールディングスは2008年の旧リーマン・ブラザーズのアジア・パ
シフィックや欧州・中東の人員などを継承し、大幅に海外拠点を拡大し
たが、欧州のソブリン危機に端を発した景気の不透明感から販売が振
るわず、予想以上に買収効果が収益に結びつかない状態となった。一方、
同社のアニュアルレポートにもあるように、この1年は顧客基盤が広が
り、Nomuraのプレゼンスが高まり、グローバルでの取り組みが着実に
進展した年となった。今後は、グローバルな競争力を備えた金融サービ
スグループとしての強みを発揮し、営業部門は預かり資産100兆円、ア
セットマネジメント部門は欧米、アジア、中東の年金、政府系機関へのア
プローチ強化などで運用資産残高30兆円、ホールセールス部門では収
益15％以上アップなど、野村ホールディングスが設定したKPI（重要業績
評価指標）に向けて活動を展開していく。Nomuraブランドが日本を代表
する金融ブランドとして世界で冠たる存在感を確立する姿が望まれる。

18 19
Daikin Nomura

健康志向が高まる中、先進各国でランニングブームがみられ、ランニン
グシューズに強みを持つAsicsブランドは堅調に成長してきた。2011年
のアジア競技大会では日本代表選手団にオフィシャルスポーツウェア、
シューズなどを提供し、各国のマラソン大会のオフィシャルスポンサーも
継続している。参加するランナー達への情報・サービスの提供を行い、
Asicsブランドのイメージ浸透を強化させてきた。そして、2011年には、オ
ランダに続き、7番目の旗艦店をブラジルにオープンし、グローバルでの情
報発信拠点を継続して拡充させてきた。同時に2007年から企業スローガ
ン「sound mind, sound body」を活用したグローバルブランドキャン
ペーンを実施。2008年から世界統一ビジュアルでの広告キャンペーン
を展開し、企業イメージの向上を図っている。市場の成長機会を捉えた
着実な事業展開と、一貫したブランドコミュニケーション活動が相まっ
て、Asicsブランドの存在がさらに高まる気運を見せている。

ヤマハ発動機は、主力の二輪車事業で、インドネシア、ベトナム、中国、インド
といった新興国市場で販売台数を伸張させており、今後はさらに挑戦的な
目標を掲げ、成長路線に舵を切る。また環境負荷の小さい新型車を2012年
からインドネシアで本格的に販売していく計画だ。世界最高峰のロードレー
ス世界選手権（MotoGP）では、2010年、史上初3年連続で3部門制覇の
成績を収め、2011年にはロードレース世界選手権参戦50周年を迎えるなど、
モータースポーツを通じてYamahaブランドの評判を高める活動を継続している。
楽器のYamahaは、中国の中間所得層の拡大に伴い、ピアノの拡販や音楽
教室の拡大を実現させているが、その他の楽器事業は震災による部品
調達の遅れの影響などもあり、十分な伸びは実現できていない。新興国で
の音楽を習うという動きの広がりにYamahaブランドが存在価値を打ち出
していく姿が期待される。

20 21
Asics Yamaha

933 $m     

▼ - 21% 

794 $m     

▲ + 7% 

760 $m     

0% 

978 $m     

▼ - 3% 

2011年は、Volkswagenとの提携解消など悩ましい問題を抱える１年
となった。主力市場であるインドにおいても、トップシェアは維持したも
のの、労働争議による減産や競合状況の熾烈化など、今後の展開は予
断を許さない状況となってきている。
欧州においては、「バーグマン ヒューエルセル スクーター」が、燃料電池
搭載の二輪車・四輪車としては世界初の「欧州統一型式認証（W V  T A）」
を取得し、EU（欧州連合）加盟国すべてにおける販売が可能となった。今
後水素ステーションなどのインフラ整備の進捗状況に合わせて、燃料電
池スクーターの普及に努めていく。また、電動バイク市場への参入も開始
し、今後、環境ブランドとしてのSuzukiの存在感を高めていく。
市場開拓についても、インドネシアの新エンジン工場の稼動、タイでの四
輪車の現地生産の開始など、アジア戦略をさらに進めていく。

Ricohの2011年3月期の業績は、東日本大震災や円高などの影響を大き
く受け、厳しい結果となったが、昨年に続き7年連続で「世界で最も持続
可能な100社」 （コーポレートナイツ社）に選出され、環境保全と利益創
出を同時に実現する「環境経営」は、Ricohの強みとしてさらに磐石なもの
になりつつある。
Ricohは次のステージに向けて、「体質改善」と「新規事業の拡大」を柱と
する「攻守両面」の施策を盛り込んだ中期経営計画を打ち出した。販売体
制の効率化、生産拠点の統廃合、グローバル集中購買の徹底など「守りの
施策」とともに、Microsoft とのクラウド分野での提携や、MDS（マネージ
ド・ドキュメント・サービス）の強化など、サービス事業の充実による「攻め
の施策」を同時に推進しようとする意欲的な姿勢を見せている。今後Ricoh

ブランドの価値向上への原動力となり得るかどうか、Ricohの実行力が問
われる局面を迎えている。

Bridgestoneは、タイヤ会社・ゴム会社として「名実共に世界一の地位の確
立」を目標に掲げ、グローバルベースでトップシェアを獲得しているブランド
だ。「Lean（無駄のない） & Strategic（戦略的な）」の考え方のもと、事業体
質の改善およびビジネスモデルの構築・拡大、環境対応商品や事業の展開
をより迅速に実行している。原材料高騰に対応した主要市場での市販用タ
イヤの値上げ、新興国の需要伸張に対応した生産ゴム量の増強に取り組む
とともに、世界的な環境意識の高まりに向けた戦略商品「Ecopia」の拡販を
進めている。今後は「Ecopia」シリーズのグローバル展開をさらに推進して
いく計画だ。2011年3月には創立80周年を機にブランド力向上のために新
しく企業理念を再定義して、ブランドのあるべき姿を明確に定めた。また、ブ
ランドシンボルも時代に合わせたデザインにリファインし、新しいタグライン
「あなたと、つぎの景色へ」を策定した。今後も「名実共に世界一の地位の
確立」を磐石にするBridgestoneの取り組みに期待したい。

Mitsubishi Electricは中国をはじめとした新興国における産業メカト
ロニクス部門、電子デバイス部門が好調で、2011年上期は前年同期比
2%増の連結売上高を達成した。収益性や効率性、健全性をベースとし
て、その上で成長性を追求する「バランス経営」の実践は継続され、強い
事業をより強くするために様々な体制を補強している。また、中国におけ
る自動車機器製造・販売会社やファクトリーオートメーション（FA）機
器製造・販売会社の設立、ドイツ半導体メーカーの買収、インドにおけ
る事業拡大など、グローバルでの積極的な事業展開も継続されている。
鉄道車両モーターの消費電力を３割抑制するインバータの開発など省
エネ技術を高度化し、新興国向けに拡販するなど、環境に対する取り組
みも成長の軌道に乗りつつある。「Changes for the Better」というコー
ポレートスローガンが示すように、我々の生活を変えてくれるブランドと
してグローバルで光り輝く姿を期待したい。

14

16

15

17

1,336 $m     

▼ - 2% 

1,123 $m     

▼ - 9% 

1,310 $m     

▲ + 20% 

1,048 $m     

0% 

Suzuki

Ricoh

Bridgestone

Mitsubishi Electric

（本評価においては、ヤマハ発動機と楽器を主体とするYamahaを同じYamaha

ブランドとして評価）



Japanʼs Best Global Brands 2012   ｜   11 Japanʼs Best Global Brands 2012   ｜   12 

Konica Minoltaは主要事業の情報機器事業において、複合機の需要が
緩やかに回復し販売台数は増加したが、海外売上高比率が８割を超える
ために為替の影響を強く受けて減収減益となった。現在は、社内の意識改
革にも注力しており、世界統一の行動スローガン「simply BOLD」のもと
「グローバルに発想し、行動できる人財」を育成するため、世界中のグルー
プ会社から幹部を集めて経営トップとのコミュニケーションを図る「Global 

Executive Program」などを実施している。国際的に企業の持続可能性
を評価する「世界で最も持続可能な100社」（コーポレートナイツ社）に選
出され、環境・社会・ガバナンス・財務の側面から企業活動も評価されてい
る。中期経営計画の一つの方針である「コニカミノルタブランドの認知度
向上」の施策として、全世界に向けた新しい企業メッセージ「革新はあな
たのために。Giving Shape to Ideas」を策定し、ブランドの認知とともに
その想いを伝えようとしている。

Subaruは「水平対向エンジン」や「SYMMETRICAL AWD」などの独自
の技術と、確かなモノづくりを大切に継承してきたブランドである。歴
史的には 「SUBARU360」、「SUBARU1000」、「LEGACY」など、日本
のモータリゼーションの先駆けとなる名車を世に送り出してきた。現在
では、米国や中国など海外市場で販売が好調に推移、2011年3月期に
は、連結販売台数、売上高、当期純利益が過去最高となった。2010年
末には世界統一の新ブランドステートメント「Confidence in Motion」
を発表。2011年には、2015年度を最終年度とする新中期経営計画
「Motion-V」を発表し、世界販売台数100万台超えを狙う基盤固めの
活動を進めている。 「Confidence in Motion」を掲げ、「クルマのある
自由で愉しい生活」の提案を続けていくSubaru。その「個性」によって、
グローバル市場での存在感を獲得できるか。今後の動きに注目したい。

Unicharmは、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い生活者を対象に事業を
展開している。2011年3月期には海外売上高比率が42％まで達したが、
グローバル展開を進める上で、新しい技術や差別化機能を持つ高付加価
値商品を武器に、市場ニーズに合った形で参入することで、その存在感は
さらに増している。新興市場では生産から販売まで現地化を進め、インド
ネシアでは紙オムツを1枚ずつ小分け販売するなど、市場ニーズに合った
製品や販売手法を確立している。こうした東南アジアでの成功体験を基
に、最大の新興国市場である中国でも「中国本社」を設立するなどの体制
を整え、攻勢をかけている。2011年に、ベトナムの乳幼児用紙おむつと生
理用品を扱う大手企業を買収するなど、市場の開拓手法を自前路線から
M&Aに広げている。また、米国でもペット用品大手を買収し、世界最大の
ペット大国である米市場に参入するなど、積極的な海外市場の開拓を進
め、成長の加速を図っている。

富士フイルムは、1934年に写真フィルムの国産化を目指して創業。写真
フィルムやレントゲンフィルムの市場を築き上げてきた。しかし、急速な
デジタル化の進展に伴い、カラーフィルムの需要は2000年をピークに
急速に縮小した。こうした状況を打破すべく、写真フィルムの技術を軸
に異業種への転換などを含む事業構造の大幅な変革に着手してきてい
る。2010年度には営業利益ベースで黒字回復を果たし、2011年度には、
さらに増益する見込みである。デジタルカメラ事業においては、高級コン
パクトラインが好調に推移し、今後もラインアップを拡充していく計画だ。
一方、フィルムの主原料「コラーゲン」の研究・技術を活かした化粧品事業
は、中国・上海市に直営店を開設するなど、今後は東南アジアでも店舗を
展開する予定である。保有するコア技術を軸とした新たなビジネス構造へ
の変革が、いかに新Fujifilm ブランドを印象付けられるか、期待される。

25 2926 30652 $m     

▼ - 10% 

552 $m     
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635 $m     

▲ + 8% 

548 $m     

NEW

Konica Minolta SubaruUnicharm Fujifilm

Hitachiは、東日本大震災の影響を受けたものの、建設機械部門が好調に
推移、また海外におけるストレージ（外部記憶装置）関連のソフトウェアも
堅調に続伸し、2011年上期は前年同期比2%増の連結売上高となった。
社会・産業システム、情報・通信システム、電力システムなどを中核とした
「社会イノベーション事業」へのシフトはいよいよ加速し始め、そのための選
択と集中への取り組みも積極的だ。米国Western Digitalへのハードディ
スクドライブ事業の譲渡合意や、Sony、Toshibaとの中小型液晶ディスプレ
イ事業新会社の設立など構造改革に手を休める様子がない。また、三菱電
機、三菱重工との水力発電事業の統合など、規模と総合力を向上させるた
めに業務提携にも取り組んでいる。スマートグリッドの実証実験や中国との
環境配慮型都市の開発に参画するなど「スマートシティ事業」に関しても、意
欲的に取り組み、低炭素社会システムの実現を目指す。今後Hitachiがどの
ような「Next」を我々に見せてくれるのか、期待したい。

味の素グループは、年平均10％の安定的な利益成長を重ね、「グローバ
ル食品メーカートップ10」になることを目指している。2011年度は「確か
なグローバルカンパニー」を目指すための基盤づくりと位置づける中期経
営計画の初年度であった。「脱自前主義」を掲げ、現地ニーズに合った商
品開発のスピードアップのため、外部の企業や大学との共同研究を本格
的に開始。また2013年度までの間にM&Aに3,000億円を投じる方針
を宣言するなど、外部資源を活用してイノベーションを起こす仕組みを
築き、日本主導体制からグローバルな開発体制に転換しようとしている。
また、グローバル健康貢献企業グループとなるべく、世界トップとも言
える先端バイオ技術を駆使し、“UMAMI“を世界に伝え、途上国におけ
る栄養改善に貢献しようと活動を続けている。食を通じて、アジアを中
心としたグローバル社会への貢献に取り組む味の素グループの役割は
さらに高まっている。

Shimanoは、自転車用駆動やブレーキ部品で世界トップシェアを誇り、高
い知名度と評価を得た確かなブランドを築いている。欧米でのエコな移動
手段への関心の高まりや新興国の需要拡大を背景に、2010年度の連結売
上高は前年度比14.4％増と堅調に推移した。
創業90周年を迎えたShimanoは、1921年に大阪で創業、1965年にNY

に支社を設立して以来、完成品メーカーだけではなくエンドユーザーにも
製品の魅力を伝える活動を世界中で地道に進め、今日の自転車部品ブラ
ンドとしての確かな評判を得るに至った。1970年には釣具事業に参入し、
「人と自然のふれあいの中で、新しい価値を創造し、健康とよろこびに貢献
する。」を使命に、より豊かな自転車ライフ・フィッシングライフを提案する、
こころ躍る製品づくりを進めている。Shimanoブランドの強みの一つが、技
術力だけではなくその価値を提案する活動を世界中で行ってきたことであ
り、BtoB企業ブランドの良き事例として学ぶべきことが多い。

Mazdaは、2016年3月期までにグローバル販売台数170万台、連結営
業利益1,700億円を実現するという中期目標に向け、挑戦を続けている。
ただし、円高の進行により、2012年3月期の連結最終損益は、赤字になる
見通しを立てており、外部環境の変化が大きな向かい風となっている。
Mazdaは技術開発の長期ビジョン「サスティナブル“Zoom-Zoom”
宣言」のもとに、「走る歓び」と「環境・安全性能」を高次元で両立させる
クルマの実現に取り組んでいる。これを具現化する一つが次世代技術の
総称「SKYACTIV  TECHNOLOGY（スカイアクティブ テクノロジー）」
であり、アイドリングシステム「i-stop」、ハイブリッドシステムなどの電気
デバイスを段階的に組み合わせ、進化させていく「ビルディングブロック戦
略」を推し進めている。一部の環境対応車に大きく依存せず、「ベース技術」
の進化を優先させていくことでMazdaらしい「ものづくり革新」と「環境・
安全技術」を実現させ、グローバル市場でのブランド価値を高めていく。

23 2724 28673 $m     

▲ + 6% 

597 $m     

▲ + 5% 

655 $m     

▲ + 10% 

591 $m     

▼ - 6% 

Hitachi AjinomotoShimano Mazda

2011年、Fujitsuが開発を進めていた次世代スーパーコンピューター
「京」が、演算速度世界一を達成した。世界最速の技術力は、年率平均８％程
度の成長が見込まれるスパコン世界市場への富士通の攻勢に弾みを与え、東
南アジア、欧州、中近東からの引き合いが増加している。企業向けサーバー事
業や公的機関向け情報システム事業など、FujitsuのIT関連事業全般への世
界的競争力向上への波及効果も期待されている。また、Microsoft とパート

22
ナーシップを組むクラウド事業については目標を上回る成果が見込まれ
ており、今後もさらなる拡大が期待される。ブランドプロミス「shaping 

tomorrow with you」に込められた、顧客とともに未来を創造していくとい
うFujitsuの志が、最先端科学技術の発展に欠かせないスーパーコンピュー
ターの限界に挑み続ける姿を通して、世の中に鮮やかに伝えられるきっかけとも
なった。Fujitsuは、真のグローバルブランドとしての歩みを着実に進めている。

Fujitsu

683 $m     

▲ + 6% 
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Brand Strength Score

「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

ブランド力の分析は、市場でのロ
イヤリティ、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）を測り、ブランドに
よる利益を割り引いて現在価値
に換算するものである。この評価
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、ブラン
ドに関わる様々な観点で評価し
ている。　

評価されたスコア（ブランド力ス
コア）は、それに対応した割引率
へと変換される。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。

※ 「ブランドの役割分析」、「ブランド
力分析」は、公表されている様々な
報告書などを使用して行っており、 
インターブランドグローバル各オフィ
スの専門コンサルタントの多面的な
評価を踏まえ算定される。

Role of Brand Analysis

「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

次に、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。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、その役割を分析する。

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
20年にわたり実施してきたブラ
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。

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
現在および将来の収益を予想す
る。そして、その売上から営業費
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
基にしており、将来予測は、アナ
リストによる予測値をベースとし
ている。

※本評価におけるアナリストの予測値
は、株式会社アイフィスジャパンが発
表しているIFISコンセンサスと呼ばれ
る主要アナリストの予想平均値を用
いている。
http://www.ifis.co.jp/index.htm

なお、IFISコンセンサスは、2011年
11月25日現在のものを採用している。

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。

ブランド利益：
ブランドによってもたらされた利益

ブランドを冠した売上高 
   営業費用 
            税金 
 資本コスト

経済的利益

本評価においては、グローバルに展開される日本発のブランドについて、
そのブランド価値を明らかにし、「世界基準」でそのポジションを相対比較することを目的に、
当社が毎年グローバルで発表している“Best Global Brands”と同様の条件にて、
以下の基準を満たす企業を抽出し、評価する。

インターブランドのブランド価値評価手法は、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、という観点からみたブランド価値の評
価である。証券アナリストが事業の価値を分析・評価する
のと同じように、「将来どれくらい収益を上げると予想され
るか？」という視点に基づいて、ブランドの価値を分析・評
価する。その手法は、ブランドの金銭的価値測定のための
世界標準として、国際標準化機構（ISO）からISO 10668

の認定を受けている。

評価は、具体的に右頁の3つの分析によって構成される。

評価対象基準

1. 日本発のブランドであること
日本の企業によって生み出されたコーポレートおよび事業ブランドであること

2.各種財務情報が公表されていること
2011年10月31日現在で上場しており、アナリストレポートが入手可能な企業であること

3.海外売上高比率が30％超であること
2010年度の実績で、日本以外の海外売上高比率が30％超であること

4.BtoB企業であっても、グローバルで一般に認知されていること
インターブランドのグローバル各オフィスのコンサルタントの認知が10％以上あること

評価方法

Clarity

Commitment

Protection

Responsiveness

Authenticity

Relevance

Di�erentiation

Consistency

Presence 

Understanding

Brand 
Strength

経
済
的
利
益

経
済
的
利
益

割
引
現
在
価
値

ブ
ラ
ン
ド
利
益

ブ
ラ
ン
ド
利
益

Evaluating Japan's Best 
Global Brands
Japan's Best Global Brands 2012の評価方法について

ブランド力スコア

ブ
ラ
ン
ド
を
冠
し
た
売
上
高

–
–
–
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ブランドのあるべき姿が明確になっているか、また、それが社員やディーラーやフラ
ンチャイズの店員などのブランドに関わる人々が理解できるような表現となってお
り、一人ひとりの行動へとつながっているかという点を評価する。ブランドのあるべ
き姿とは、ブランドのプロポジション、提供価値、ポジショニング、ターゲット、顧客
の選択要因などである。

Clarity （明瞭度）

経営層および社員のブランドに対するコミットメントの高さやブランドに対して人的
リソースや投資の面においてどれだけサポートを行っているかという点を評価する。
ブランドは関係者による積極的な関与がなければ、その力を持続することはできず、
厳しい競争環境の中で存在感が薄れていってしまう。特に経営層の関与は非常に
重要である。

Commitment（関与度）

ブランドロゴやパッケージデザインなどの視覚面、ブランド名やブランドメッセージ
などの言語面をはじめブランドを構成するあらゆる要素が、法的および社内の仕組
みによって、どれだけ守られているかを評価する。ブランドマネジメント活動の結果
を蓄積する器としての商標が法的に保護されていなければ、すべての活動は無駄
になってしまう可能性がある。

Protection  （保護力）

市場の変化、課題、機会にブランドが適応力を備えているかを評価する。ブランドマ
ネジメントは、短期的な広告やプロモーションと異なり、中長期的な視点で捉えるこ
とが多いが、それは中長期的に何も変わる必要がないということではなく、市場、顧
客、競合の動向を常に考察して、必要な変化を自ら起こす必要がある。ブランドは絶
えず進化し新しくなりたいという欲求と能力を備えているべきである。

Responsiveness  （適応力）

Authenticity  （信用力）

Relevance  （適合性）

消費者や顧客の知覚として、そのブランドが競合と異なるポジショニングを有しているか
を評価する。それは、事業戦略上のポジショニングによって生み出されることもあるが、あ
くまでも人々の頭の中におけるイメージがポイントになる。数多くあるブランドの中で、社
内で設定したあるべき姿が正しく認識され、特別なものとして知覚されることで、そのブラ
ンドは非常に強い存在感を発揮することができる。

Differentiation  （差別性）

Consistency  （一貫性）

Presence  （存在感）

顧客からそのブランドの特質について深く理解されているかを評価する。Presence

（存在感）では、認知と話題性が評価のポイントとなっていたが、認知はあくまでも
第一歩であり、どのような魅力があり、どのようなことを目指しているブランドであ
るかなどを理解されているかの評価が重要となる。

Understanding  （理解度）

Brand Strength 
 ブランド力スコア評価のための10指標

価値を高め続けているブランドは、以下に示す10の観点で非常に優れている。

2011年、インターブランドは、ブランド力スコアの評価指標を以下の10に再定義した。

10の指標は、4つの社内の視点（要因）と、6つの社外の視点（要因）で評価される。

ブランド力スコアの10指標は、ブランドマネジメント活動の効果測定およびフィードバックの枠組みとしても活用ができ、

各指標を評価するKPIをそれぞれ設定し、ブランドマネジメント活動の結果を測定することで、

今後打つべき具体的な活動を導き出すことができる。

External  factors 

Internal  factors 

ブランドが、あるべき姿を実現できる能力やそれを裏付ける伝統や根拠を有しており、
顧客の高い期待を裏切らないものであるかを評価する。あるべき姿として設定したも
のがいかに立派で高尚なものであっても、それを実現することができなければ、絵に
描いた餅になってしまう。また、実現することはできても、顧客がその実現性を信じな
ければ、同様の状況となる。

顧客層や地域差を超えて、どれだけ幅広く顧客のニーズ、欲求、意思決定基準に適合して
いるかを評価する。強いブランドは、ニッチな顧客層だけに評価されるものではなく、多く
の人の心を掴む。幅広い顧客からの評価を得ているブランドは、利便性、品質の高さ、価
格、といった機能的なニーズを満たすだけではなく、楽しさ、喜び、安心感などの情緒的な
ニーズまでも満たしていることが多い。

顧客が、ブランドと接するすべての機会において、どれだけ確実に提供価値を体験で
きているかを評価する。本指標の一貫性とは、必要に応じてクリエイティブの表現方
法や語り口を変化させながらも、ブランドのあるべき姿として規定した提供価値が、
あらゆる顧客との接点において、一貫して体験させ得ているかという点を重視する。

あらゆる人に記憶され、選択肢としてあがるだけの存在感があり、従来のメディア（TV、
新聞など）やソーシャルメディアでポジティブな話題が語られているかを評価する。認知
率を上げることは、ブランドマネジメントの第一歩であり、知られていなければ、購買時
の選択肢となることは非常に困難である。
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（出所）IMF “ World Economic Outlook”

Future Global Brands from Japan
日本の国内ブランド（海外売上高比率30％未満）TOP30

逆境の時にあっても、日本発グローバルブランドの可能性は着実に高まっている。

Japanʼs Best Global Brandsの評価では、「海外売上高比率（2010年度連結ベース実績値）が30％以上」であることを
要件の一つとしている。この要件に満たない国内ブランドであっても、近年、“攻め”の姿勢で海外展開を積極化させるケースが
増えている。そこで、昨年に引き続き、日本発のグローバルブランドのさらなる可能性を探るため、「海外売上高比率30％」の
枠を外し、日本の国内ブランドTOP30のブランド価値を算定した。

Japanʼs Best Domestic Brands 2012 TOP30

東日本大震災に加えて、四国・中国地方を縦断した台風12号によ
り、紀伊半島などで甚大な被害が出るなど、2011年の日本国内
は自然災害に翻弄された1年だった。さらに、欧州の債務危機や
円高は、昨年だけでなく今もなお、国内景気回復の足を引っ張っ
ている。こうした状況にあって、TOP30のブランド価値合計の前
年比伸び率は1.0％と、昨年とほぼ同水準となった。
このうちブランド価値を著しく増加させたのは、Mobage（+32％ 

21位）とGREE（+34% 23位）のソーシャルゲームブランドであっ
た。Mobageは昨年の28位から21位へ、GREEは昨年の30位か
ら23位へ、それぞれ大幅にランクアップした。ソーシャルゲームの
市場規模は2011年は2,385億円、2012年が3,394億円規模に
達する見込みである（三菱UFJモルガン・スタンレー証券調べ）。
この急成長市場をリードしている2つのトップブランドが驚異的
なブランド価値の伸びを示した。
グローバルブランドへの飛躍を目指しているUniqlo（+13% 6

位）とRakuten（+14% 10位）も二桁を超える対前年比伸び率
となった。Uniqloは、海外事業の成長のため、遅くとも3年以内
に年間200～300店舗の出店ペースを実現する計画にある。ま
た、Rakutenも、昨年、ロシアやイギリスの電子商取引企業の買
収により海外展開を一層加速させている。
売上・利益が好調なだけでなく、東日本大震災をきっかけに、そ

の利便性や社会インフラとしての機能が見直されたLawson

（+11% 14位) とFamilyMart（+8% 18位）のブランド価値の
伸びも比較的堅調であった。
一方で、今回、多くの金融ブランドがその価値を減少させた。特
に欧州危機に伴う世界的な株安や低金利などにより運用環境
が悪化しているDai-ichi Life （第一生命-11% 25位）とTokio 

Marine（東京海上 -8% 12位）の「保険」ブランドの価値が軟調
に推移した。TOP10内に位置しているメガバンク3ブランドのう
ち、MUFG（-1% 2位）ならびにMizuho（-6％ 7位）のブランド
価値は微減となったが、SMFG（+2% 4位）については、2011年
4月にグループ会社の日興コーディアル証券の社名をSMBC日
興証券へ変更し、SMFGグループの総合証券会社として位置づ
けを明確にしたブランド体系を評価に反映した結果、その価値
は微増となった。
また、この度、Muji（無印良品 30位）が新たにランクインした。か
ねてより、国内のみならず海外でもその名が知られる日本の代表
ブランドの一つであるが、2010年度の海外売上高比率はまだ
12％である。現在、アジアを中心に海外展開を積極化させてお
り、名実ともに真のグローバルブランドへの飛躍が期待される。
昨年、16位であったTEPCO（東京電力）は、福島原発事故による
業績の悪化と、ブランド力の低下が相まって、30位圏外となった。
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Electronics

自動車ブランドにおいては、Toyotaと同カテゴリーの大衆車を中心とするグロー
バルブランドとして世界各地でしのぎを削っているドイツのVolkswagen、韓国の
Hyundaiと比較をした（図1）。HyundaiがBest Global Brandsに初登場する
2005年のブランド価値を１として、その後の経年変化を確認している。Toyota

とHyundaiは、リーマンショックの影響が反映された2009年まで非常に類似し
た変化をみせており、ともに2005年から2008年までの短期間でブランド価値
が約1.4倍となるなど非常に高成長を示していた。Toyotaは「Prius」の成功に
よりグリーン・イメージを世界中で浸透させた期間であった。しかし、2010年のリ
コール問題により、信頼に立脚してきたToyotaブランドの価値が一時的に傷つく
中、HyundaiとVolkswagenは、北米での攻勢と新興国への拡大を大きく進め
ブランド価値を高めた。2011年にToyotaも回復に転じているものの、その勢い
は2ブランドほどには至っていない。Toyotaはいまだ世界で最もブランド価値の
高い自動車ブランドの座を維持していることは変わりない。しかし、競合ブランド
は非常に速いスピードで成長を続けており、Toyotaの強みであった品質も差別
化することが難しい状況となりつつある。一方、昨年７月にインターブランドで発
表した、グリーンブランドのグローバルランキング Best Global Green Brands 

2011で世界No.1というレベルにあり、環境イメージについては、競合ブランドに
追随を許していない。今後いかに人々のマインドシェアの中で、この地位を確固た
るものとしていくかがさらなるブランド価値向上に向けた大きな鍵の一つとなる。

Automotive

電機ブランドについては、Sonyのブランド価値の経年変化について、2000年を基
準値としてSamsung、Appleとともに確認した（図2）。Sonyは世界の人々が憧れ
るブランド価値が非常に高いグローバルブランドである。しかし、Samsung、Apple

がそのブランド価値を11年間でそれぞれ4.5倍、5.1倍としているのに対し、同じ
期間にSonyはブランド価値を減少させてしまう結果となっている。2000年当
時、Sonyのブランド価値（16,410百万USD）はSamsung（5,223百万USD）の
3.1倍、Apple（6,594百万USD）の2.5倍あった。これはSonyが他のブランドに比
べ「WALKMAN」や「PlayStation」などのように世界中の人々の生活に大きな影
響をさらに与え続けてくれるに違いないという期待値の高さの表れであった。しか
し、現在そのポジションはAppleに奪われつつある。そしてSamsungは非常に優
れたグローバルでのブランドマネジメント活動をスピーディかつ大規模に行ってお
り、薄型テレビ、スマートフォンといった時代の主役となった製品でグローバルNo.1

シェアを獲得し、10年前のイメージを一新してきている。Sonyブランドの復活を望
む声は非常に多く、かつての期待値はまだ世界中の人々の心の中にある。この期待
を超えるインパクトを提供できるかが今後のSonyブランドの復活にかかっている。

新たな可能性…
従来ドメスティックな業界であったリテール業界に注目が集まっている。いまだ海
外売上高比率30％を超えているものはほとんど存在しないものの、近年、日本の
リテール・ブランドは、飲食、アパレルをはじめとして多くがアジアを中心に海外進出
を積極化させている。インターブランドでは、Best Retail Brandsと題し、世界各国に
おけるブランド価値の高いリテール・ブランドのランキングを発表している。昨年発表
したBest Retail Brandsのアジア・パシフィック部門の評価結果と今回のJapanʼs 

Best Domestic Brandsにランクインしたリテール・ブランドの価値を比較した（図3）。
国内中心のブランド価値であり単純に比較することは難しいものの、Japanʼs Best 

Domestic Brands TOP30にランクインしている4ブランドすべてがBest Retail 

Brandsアジア・パシフィックのTOP10内にランクインしうるブランド価値であること
が分かる。実際、これら４ブランドはアジア市場でも広く浸透しており、欧米ブランドと
は違った新しい価値を提供する存在としての認知も高い。「日本」というブランドが持つ
「ハイテク」、「シンプルな機能美」、「おもてなし」、「健康的」といったイメージを各ブラン
ドの強みとうまく組み合わせながら独自の価値を提供している。製造業とは違い、海外
の人々が惹きつけられる日本の価値観を、顧客に直接伝えられるリテール業は、日本を
代表するブランドを輩出する業界として、今後非常に期待できるのではないだろうか。

サンリオのキャラクターブランドHello Kittyは世界100カ国以
上で目にすることができる、現在、最も熱い日本のグローバルブ
ランドの一つである。子供達だけでなく、大人達までKittyワー
ルドに夢中になっている。その証拠に、ファストファッション世界
No.1ブランドのH&Mやアクセサリーブランドのスワロフスキー
などがHello Kittyを冠したオリジナル製品を販売している。
Hello Kittyの財務数値が公表されていないため、Japanʼs Best 

Global Brandsの評価対象外となった。しかし、インターブランド
のグローバルネットワークにおいてもここ数年で最も存在感の
あるブランドとして、Hello Kittyに対する評価は非常に高いた
め、今回特別に当該事業を推計しブランド価値評価を試みた。

Global Brands vs. Japanese Brands 
 日本のグローバルブランドの奮起

その結果、Hello Kittyのブランド価値は、592百万USDと
算定された。これをJapanʼs Best Global Brands 2012の
ランキングに当てはめると、Ajinomotoブランドに次ぐ28

位に位置する。Hello Kittyは、子供のための単なるキャラ
クターではなく、日本が誇るグローバルブランドといえる。
一般的にキャラクターブランドは人気の浮き沈みが激し
い。しかし、Hello Kittyは1974年の誕生から現在まで、
多くの人々の心を捉え続けている。近年その人気が高まっ
ている欧米においても、ディズニーキャラクターのように
人々を魅了し続けることが、さらなるブランド価値向上の
ポイントとなるであろう。

Special column  

【図1】  Best Global Brands  自動車ブランド  経年変化
             （2005年の各ブランド価値を1として経年比較）

【図2】  Best Global Brands  電機ブランド  経年変化
             （2000年の各ブランド価値を1として経年比較）

【図３】 Best Retail Brands 2011 アジア・パシフィックランキング
              TOP10と日本のリテール・ブランド比較

Best Retail Brands 2011 
アジア・パシフィックランキング TOP10

Japanʼs Best Domestic
Brands 2012のブランド価値

Best Global Brands 2011 （2011年10月発表）
http://interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Brands-2011.aspx

Best Retail Brands 2011（2011年3月発表   2012年版は2012年2月発表予定）
http://www.interbrand.com/en/BestRetailBrands/2011.aspx

Best Global Green Brands 2011 （2011年7月発表）
http://interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-Brands/2011-Report.aspx
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日本のブランドが世界でさらに存在感を高めていくにはどうしたらよいのか、インターブランドが
グローバルで発表しているBest Global Brands 2011のランキングの評価結果との比較から、
今後の可能性について検討した。

Japanʼs Best Global Brands 2012においても、自動車ブランドおよび電機ブランドがTOP30の多くを占めた。今後日本ブランドが
さらにグローバルで存在感を高めていくには、やはり自動車および電機ブランドの活躍が非常に重要になることは間違いない。
インターブランドでは、グローバルブランドのTOP100ランキングをBest Global Brandsとして1999年から発表し続けている。
自動車ブランドのトップであるToyotaと電機ブランドのトップであるSonyについて、競合グローバルブランドと経年変化を比較した。

Hello Kittyのブランド価値は？
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Future Perspectives 
Global Creative Directors on Japanese Brands 
特集記事 1：未来への提言

■ 揺らいだ日本ブランドの品質神話

松尾 任人（Creative Director, Tokyo）：昨年の震災
後、原発事故による放射能の影響、部品メーカー被災
や電力抑制などサプライチェーンへの影響で、日本の
ブランドの強みであった「品質」や「安定供給」への信
頼が揺らいだと言われています。皆さん、それぞれの国
では今でもそう感じますか？

ユージン・ワン（Design Director, Seoul）：韓国の
人々は、日本のプロダクトはもう安全ではないと考え
ています。これから日本のブランドは、どんな日本の価
値がトレンドに適応できるか考えるべきだと思います。

ビト・アルメイダ（Creative Director, São Paulo）：
私もそう感じます。日本の製品を購入する際に、それ
は安全か、放射能に汚染されていないか考えてしま
います。品質というよりは安全性が重要な問題なの
です。

アンディ・ペイン（Group Executive Creative Di-

rector, London）：この震災は、多くの人々に、世界
がどれだけ日本の品質に頼っていたか気付かせたの
ではないでしょうか。私自身の日本に対する見方はい
まだにポジティブですが、多くの人々は他のアジア圏
の可能性に目を向け始めています。

ティルマン・フッチ（Creative Director, Zürich）：
10年前、日本はアジアで唯一、信頼が置ける、最先端
の品質を持つプロダクトを提供できる国でした。しか
し、今は韓国や中国など、日本と同様の品質を提供
できる国が他にもあるのです。

松尾：日本のブランドが信頼を回復するために、何か
良い方法はあるでしょうか？

チュアン・ジアン（Creative Director, Shanghai）：
私はあの時、日本人が見せた勇気と秩序にとても感銘
を受けました。あの震災が、日本の「品質」と「安定した
供給」という評判に傷を付けたとは思いません。人々
が心配しているのは商品の放射能汚染です。

ビト：私は、日本のブランドはそれほど放射能汚染
の影響を受けていないと思います。日本の人々はそ
の組織力と尊厳を、世界に伝えるべきではないので
しょうか。ゼロからの再建を実現するのは驚異的なこ
とですから。

ティルマン：日本のブランドは、プロダクトの説明だけ
することをもうやめるべきだと思います。企業としてで
はなく、人間らしいやり方で顧客にアプローチをすべ
きです。アジアのトップに返り咲くには、強く、文化的な
コミュニケーションが鍵だと思います。

マーク・ドワイヤー（Creative Director, Tronto）：
世間はカムバックストーリが大好きです。今こそネガ
ティブな「メイド イン ジャパン」のイメージをひっくり
返して欲しいです。

■ 「環境」は日本ブランドの未来に成り得るか

松尾：日本ブランドが「品質」以外で評判を得たという
ことで、記憶に新しいのが「環境」でした。昨年７月に
インターブランドが発表したグリーンブランドランキ
ングBest Global Green Brands 2011で Toyotaが
トップになり、HondaやPanasonicもグローバル
TOP10にランクインしました。しかし環境活動への
評価が高いのにパーセプションの評価が低かったの
が気になりました。どうしてだと思いますか？ パーセ
プションの評価を上げていくために何が必要なので
しょうか？

ビト：いい質問ですね。日本のブランドはすべて、まず
プロセスやテクノロジー、その次に人間という順番で
物事を考えていると思います。人間をプロセスやテク
ノロジーの前に位置付けるべきです。結局、プロセス
やテクノロジーは、人々の生活を向上させることがで
きた時のみ評価されるものですよね。

ユージン：ToyotaやHondaなど日本のブランド
は、差別性の高いプロダクトを生み出すことによって
世界をリードしてきました。しかし、根本の哲学を構
築することができていません。根底の価値を広め、高
めていくことが必要だと思います。

ジェーミー・ワグナー（Creative Director, Cin-

cinnati）：もはやすばらしいプロダクトの評判を得
るだけではだめだと思います。プロダクトの評判を得
るだけに徹する企業が、私たちの生活を向上させる
ことをしているのでしょうか？

ティルマン：欧州の人々には、テクノロジーや未来的
な側面、価格などが特徴的に映っています。そうでは
なく、シンプリシティーや調和、使いやすさ、幸福感、
独自性などの人間的な側面でポジションをとるべき

2011年3月、日本を襲った大震災で、日本のブランドはその強みである「品質」に大きな影響を受けた。

約1年が経過した現在、世界は日本のブランドをどう見ているのか？ 日本のブランドがこれから世界で活躍するために何が必要なのか？

日本からの問いに、インターブランド各国のクリエイティブ・ディレクターがブランドの第一線で鍛えあげてきたその鋭い感性で答える。

日本ブランドが復興し未来へ向けて成長していくための提言としたい。

ではないでしょうか。

アンディ：日本のブランドは、自ら何を行っているの
か、自信を持ってコミュニケートする必要があると思
います。一つのプロダクトや、これまで獲得してきた評
判やイメージの維持にとらわれないで、その精神を企
業の運営そのものに反映するようにするべきです。

■ 未来へつながるコンセプト

松尾：「環境」以外にも気になるキーワードが出てき
ました。ここで皆さんが注目しているコンセプトにつ
いて伺います。これから日本ブランドが意識すべきこ
と、未来へつながるコンセプトがあるのではないかと
思いますがいかがですか？

ティルマン：安らぎ、スローダウン、シンプル。なぜなら
世界は複雑すぎるからです。

アンディ：信頼、透明性、共有でしょう。世界はこれま
での利己的で一方的な見方にいらだっています。新
しい原則は共同性、共有することです。

ジェーミー：革新的なブランドは、顧客を満足させる
だけでなく、これまでに存在していないニーズを生み
出すことができるブランドです。

マーク：正直さです。

ユージン：「集団的知性」をあげたいです。より平等に、
より民主的に、賛同と共感を生み出すということです。

松尾：日本を代表するブランドに、そのようなコンセプ
トがあると感じますか？

マルセル・ウィネン（Creative Director, Singapore）：
何も頭に浮かばないです。

ティルマン：日本のブランドというと、ハイテクで巨大
な産業が多いからでしょうね。

ユージン：特に日本の自動車や電気機器のメーカー
に感じるのは難しいです。

ジェーミー：正直に言うと、日本のどんなブランドにも
強い感情のつながりを感じません。Sony、Nintendo

などのブランドに敬意を払っていますが、世界の他の
ブランドのように彼らが顧客との強い感情でのつな

がりを得るための努力をしているとは思えません。

クリストフ・マーティ（Managing Director, Mos-

cow）：私にとって、日本のブランドは、精密、先端技
術という発信をしているという印象です。

ビト：私にとって、日本のブランドは品質、パフォーマ
ンス、信頼のみです。ブランドの裏にある人 と々その
声が聞けなくて残念に思います。外から見ると、日本
の人々は会社の陰にずっと隠れてきたように思えま
す。しかし、そろそろ若い世代によって変えることを始
めるべきではないでしょうか。

アンディ：今は、そのような人間的なつながりを
見つけ出すのは難しいですね。ただ、それは全く
無いという訳ではなく、隠れているのだと思います。
Toyota、Asics、Muji、Nissanは、機能的で堅実
な品質を持つブランドとしては想像できるのです
が、もっと顧客との強い感情のつながりが必要なの
だと思います。私自身は、長い革新の歴史のある
Sonyのようなブランドにはエモーショナルな結び
つきを感じます。思い返してみるとSonyのような
ブランドはその分野で道を開き、私たちはそれを期
待していました。

松尾：自動車や家電といった代表的な日本のブラン
ドでなくても結構です。ポテンシャルを感じるブラン
ドはありますか？

ジェーミー：Hello Kitty、Mujiには感じます。Uniqlo、
Asicsも同様です。こうしたブランドにはグローバルで
成功する可能性があると思います。

チュアン：コスメブランドのShiseido、SK-II。ファッ
ションではUniqlo、Issey Miyakeなど。その他に
MujiやMikimoto。いずれも顧客との深い結びつき
があります。

ビト：Mujiのスタイルは私も好きです。しかしシンプ
リシティーを売り物にする場合、行き過ぎると皆同
じに見えてきます。日本のブランドによくある問題で
す。Hello Kittyはユニークな日本のスタイルを持っ
ていますね。

松尾：日本ブランドは製品の機能や品質だけでは
なく、顧客との情緒的なつながりや、人間的側面も
磨いていくべきということですね。皆さんどうもあり
がとうございました。   
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A vision to change the world
特集記事 2：世界を変えるビジョンを持つ !

日本人にとって昨年は本当に激動の1年であった。1000

年に一度ともいわれる東日本大震災、それに伴う原発事
故で、生活者は翻弄され続けた。世界的な大惨事の当事
者となった日本の生活者は、様々な出来事を自分事と認
識し、それらに屈することなく、うまく対応してきた。
結果として「節約する」、「我慢する」、「絆を大切にする」、
「社会に奉仕する」などの価値観がより色濃くなってい
る。幸か不幸か、日本人の価値観は大きな転換期を迎え
ていることは間違いない。一方、海外に目を向けても、ここ
数年で世界経済の大きなうねりを経験し、生活者の価値
観は大きく揺らいでいる。2008年秋のリーマンショック、
昨年来からのギリシャ国債に端を発したユーロ経済の危
機などで、生活者の価値観は、より慎ましく生きるという、
いわゆる「ニューノーマル」の考え方に変質してきている。
このような大きな変革期を迎えている生活者に対して、日
本のブランドはどのように対応していくべきであろうか。ま
ずは生活者の大きな変化の先を見越して、新しい価値観
を大胆に打ち出していくことが重要である。そして、ブラン
ドのコアとして時代を超え一貫して伝えてきた提供価値
に付加して、時代に適合した提供価値をうまく織り交ぜ
ていく必要がある。
IBMが好例である。IBMは創業以来の社是が“Think”で
あり、これがブランド提供価値のコアであり続けている。
さらに現在は今日的な潮流であるサスティナビリティの
要素も取り入れ、 “A Smarter Planet”というビジョン

のもとでブランディングを行っている。IBMのビジネス上
の成功（業績）は説明するまでもないが、彼らの成功の背
景には、このようなブランドを中心に据えた事業戦略の
推進がある。
一方、日本のブランドに目を向ければ、 「高機能、高品質
で、それ程高くない」という、長年築き上げてきた機能中
心の提供価値から脱皮が図れていないものが多い。ご存
じの通り、韓国や台湾などのブランドも機能性、品質感
のイメージは明らかに高くなっており、「高機能、高品質
で、それ程高くない」は今や日本だけではなく、アジアの
お家芸となっている。つまり、これまで多くの日本企業が
志向してきたブランドの提供価値は今や競争の必要条
件であり、競争優位性を確保するための十分条件にはな
り得ないのである。日本企業の機能を中心とした理性本
位のブランディングは終焉を既に迎えているのである。
今後は、「このブランドで世界をどう変えていきたいか」と
いう主張を中心に据え、個性の強い、感動が提供できる
ブランドを志さなければ、グローバル競争ではあっとい
う間に負け組に陥ってしまう。世界が激動期である今だ
からこそ、日本のブランドも守りの姿勢から攻めに出る好
機である。このような時だからこそ、「市場で生き残ってい
くためにどうすべきか」という発想を超えて、「自分達のブ
ランドで世界をどう変えていきたいか」を考えるべきでは
ないか。それがグローバルの強豪ブランドから取り残され
ないための、次世代型ブランディングへの入り口となる。



Japanʼs Best Global Brands 2012   ｜   25 Japanʼs Best Global Brands 2012   ｜   26 

Authors and Contributorsインターブランドは、1974年に設立された世界最大
のブランドコンサルティング会社です。世界26カ国・約
40のオフィスを通じ、世界的に展開している企業をは
じめ、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な視点の両面から「ブラン
ドを創り、その価値を高め、維持し、評価する」という
一連のサービスを提供し、クライアントの最も価値あ
る資産であるブランドの価値向上をサポートしてい
ます。その事業内容はブランド価値向上に向けた戦
略の立案、ネーミングやデザイン開発などのクリエー

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 をご覧ください。

ジェズ・フランプトン
グローバルCEO

インターブランドの最高責任者。
ワールドワイドのビジネス・マネジメント、
および戦略的でクリエイティブなサービスの強化に携わる。
Marketing Society、Chartered  Institute of Marketing、
Market Research Society、Design Business Association、
Institute of Directorsの会員。ブランディングに関する講演多数。

岩下 充志
インターブランドジャパン代表取締役社長CEO

日系大手広告代理店の営業・経営企画、
米系戦略コンサルティングファームのマネージャー、
大手外食チェーンの執行役員マーケティング本部長、
という多様な経歴を経て、2010年1月に現職就任。
インターブランドジャパンの“rational and emotional”な価値を
一段と高めるべく、指揮を執る。

バートン・ブルーム
エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター

広告／マーケティング・コミュニケーション領域において
長年にわたり実績を積む。2001年より参加しグローバルおよび
バーバル・アイデンティティ部門のディレクターとして、
アジア・パシフィックの様々なブランディング・プロジェクトを
手掛ける。ライターとしても豊富な経験も持ち、
また、日本在住30年を超え日本語に堪能。

上條 憲二
エグゼクティブ・ディレクター

Omnicomグループ傘下の広告会社にて長年にわたり
企業のマーケティング・コミュニケーション戦略を担当。
インターブランドにおいてはブランド戦略全体のコンサルティングを行う。
大学でコミュニケーションに関する講座を受け持つなど、
幅広く活動している。

矢部 宏行
エグゼクティブ・ストラテジー・ディレクター

自動車メーカーで10年、自動車ブランドのコンセプトメイキング、
マーケティングおよびグローバルブランドの商品企画に携わる。
インターブランドにおいては、多岐にわたる分野の
コーポレート・ブランド、プロダクト・ブランドのアイデンティティ構築、
ブランド・マーケティング戦略に関するコンサルティングを行う。

田中 英富
エグゼクティブ・ストラテジー・ディレクター

大手証券系シンクタンクにて企業価値評価に基づく
財務戦略コンサルティング業務に従事。企業信用分析、
企業・事業価値の評価、事業再構築、M&Aプロジェクトに参画。
2001年よりインターブランドに参画以来、
ブランド価値評価に関するプロジェクトを行う。

畠山 寛光
ストラテジー・ディレクター

総合飲料メーカーを経てインターブランドへ参画以来、
幅広い分野における調査分析、
戦略構築のプロジェクトに携わる。
特にグローバルやアジアでのブランド価値評価や
コンサルティングに数多く従事している。

松尾 任人
クリエイティブ・ディレクター

広告、流通、建築と様々な領域でデザインに携わる。
約30年におよぶキャリアで担当したプロジェクトは幅広く、
クライアントの業種も多岐にわたる。2002年にインターブランド
に参画以来、「ブランドのエクイティを体験価値へ拡張する」こと
をモットーに多数のプロジェクトを手掛ける。
ストラテジックなクリエイティブ創造のために日夜健闘している。

古谷 公
エグゼクティブ・ストラテジー・ディレクター

グローバル消費財メーカーのマーケティング、
米系戦略コンサルティングファームのプリンシパル、
米系企業再生ファームのディレクターを経て、2011年8月に
インターブランドに参画。戦略チームの責任者として、
“経営に真の成果をもたらす”ブランド戦略作りをリードしている。
経営、ブランディング、マーケティングに関する執筆、寄稿多数。

※インターブランドの｢ブランド価値評価｣は、
国際標準化機構（ISO）からブランドの
金銭的価値測定のための世界標準である
ISO 10668の認定を受けています。

About 
Interbrand

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。
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以上のブランドの評価を行って
きました。さらに「ブランド価値」の重要性を認識して
いただ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。
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安達 浩之  シニア・コンサルタント
上村 直弘  シニア・コピーライター
中村 昌代  デザイナー
藤村 紘一  デザイナー

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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Contact Us

株式会社インターブランドジャパン

中村 正道
エグゼクティブ・ディレクター
セールス＆マーケティング

contact-ibj@interbrand.com
T EL : 03 3230 1075
FAX: 03 3230 8772






