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序
我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立国維持に
は必須条件です。
しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、中国を始めとす
るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上は進んでいます。そして、我が国
の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、
今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、技術開発推進も一
つの解決策として期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており
ます。
これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためには、も
のづくり力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる
独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い
機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向
を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたして
おります。
こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向調査等の補助事業の
テーマの一つとして株式会社東レ経営研究所に「グローバル展開における品種・ブラ
ンド戦略」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位の
ご参考に寄与すれば幸甚です。
平成２２年３月
社団法人
会

長

日本機械工業連合会
伊

藤

源

嗣

はしがき
我が国の企業は先進諸国の企業と比較すると経営の色々の面で戦略性に乏しいといわれ
ることがあります。第 2 次世界大戦後の復興期から「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の
時代まで、ひたすら「いいものを安く作る」ことに専心し、高度成長期を経て、その後「失
われた 10 年」に突入しましたが、現在に至る直近の約 20 年間、成長期の行動様式から抜
け出せず、低迷した期間を過ごしています。
その 20 年の間、世界はアナログからデジタルへ、エネルギー多消費型から環境重視へ、
先進国中心の経済から新興国との分業の経済へと変化するなど、我が国を取り巻く環境は
大きく変化しています。そうした環境変化に対応するには、やはり新しい戦略、発想の転
換が必要と考えられます。この調査研究のテーマである「品種・ブランド戦略」もその中
の主要な戦略の一つであるといえます。
我が国機械工業企業は、世界市場において確かな技術力をベースに「信頼」を築いてき
ましたが、今後は新興工業国も加わり、グローバル競争がますます激化することが予想さ
れ、国際競争優位強化に戦略的に取り組まざるを得ないと考えられます。
国際競争力強化には、企業が進出したいと考える市場にあわせた事業展開が要求され、
効率よく市場を獲得するための品種・ブランド戦略が必要とされています。
こうした背景に鑑み、当社では「グローバル展開における品種・ブランド戦略」に関す
る調査研究を受託し、その結果を本報告書に取りまとめました。本調査の実施ご支援いた
だきました、社団法人日本機械工業連合会の会員企業、事務局の皆様に感謝申し上げます
とともに、本調査報告書が関係各位の世界戦略検討のお役に立てれば幸いです。
平成２２年３月
株式会社

東レ経営研究所

代表取締役社長

佐々木常夫
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エグゼクティブサマリー
第１章

今、なぜ、品種・ブランド戦略か

１．国内需要の伸び悩み・減少見通し
我が国は不況により購買力が低下し、もの余り状態で購買意欲が低迷している。さらに
人口減少社会への移行が始まっており、一段の需要の縮小が予想される。また、生産財の
取引であれば、顧客企業の海外移転、消費財では新興工業国から廉価品の流入により、我
が国の国内市場の一層の縮小、競争激化が予想される。
２．海外、とりわけ新興国市場の拡大見通し
需要減少の我が国の国内市場とは対照的に、アジアを中心とした海外新興国市場では経
済成長により、人口増加、中間所得層の増加が進むなど市場の拡大が予想されている。
３．海外展開・海外市場獲得の必要性
我が国企業は最も脅威を感じる新興国に委託生産あるいは現地で生産・販売することを
視野に入れ、グローバルに経済活動の最適化を図らねばならない。
４．マーケティング戦略の必要性
我が国が得意とした「良いものを安く」という従来の戦略は新興国が行うところとなっ
ている。今、海外展開にあたって我が国企業に求められているのは、技術一辺倒ではなく、
「顧客」あるいは「顧客ニーズ」の把握を中心とするマーケティング(売れるものを創り出
し、それが売れていく仕組みを構築する)であり、その戦略である。
５．品種・ブランド戦略の企業戦略における位置づけ
特に品種・ブランド戦略は、マーケティング戦略の要であり、現地の顧客が欲しいと考
える商品を、効率的な生産・販売の方法、かつ適正な価格で提供するというビジネスの原
理原則に立ち返らなければならない。
６．海外事業進出
企業は事業展開したい国や地域に対して、最適な方法を選ばなくてはならない。
なぜ海外展開するのか、なぜ事業のグローバル化を図るのかについて、関係者はミッシ
ョン、ビジョンを共有しなければならない。企業は新たな海外市場に参入するに際して、
国内と同じ製品を同じように売ることができれば最も望ましい。製品、コミュニケーショ
ン、流通チャネル等を標準化することができれば、それぞれのコストを低く抑えることが
できるからである。
しかしながら、海外の市場はそれぞれ個性があり、標準化がうまく進むことはむしろ稀
であり、企業は、各市場における同質性と異質性に着目して、製品の標準化と個別対応・
カスタマイゼーションのバランスをとりながら市場開拓を進めていかなければならない。
第２章 品種戦略(以下、製品戦略)
１．参入する国・市場の選択
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製品戦略、ブランド戦略は対象とする市場によって異なる。市場は国や地域の経済状態、
歴史、文化、法規制等によって大きくと異なると考えなければならない。
新興工業国、発展途上国の市場は先進国に比較して購買力はかなり低いけれども、購買
意欲は非常に高い。現下の世界不況の中、中国やインドなどは需要の中心を内需に切り替
えることにより、世界不況の影響をあまり受けていない。
２．製品戦略
製品戦略を調査する目的は、グローバルに展開する際に市場に何を提供すべきかについ
ての戦略立案に資するためである。
当然のことながら、参入する国や地域によって消費者や企業等が求める製品は異なる。
「その市場の消費者とユーザー企業は日本とは違った発想をし、購買行動は違っている」
と考えることが前提になる。そのため、日本国内とは別のマーケティング活動が必要とな
る。
（１）標的とする市場の特性の把握
市場が背景として持っている国民性や、歴史、政治・経済の状況を抑えておくことが重
要である。グローバルな事業展開においては、販売したい製品と市場の背景を総合的に理
解し、最適解を見出していく必要がある。
（２）ニーズ・需要の把握
新たな市場に製品を投入するに際し、考慮すべきは「何を売るか」ではなく「市場は何
を求めているか」である。
参入する国・市場には、消費者行動の違いに基づく、様々なタイプの市場セグメントが
あり、海外で継続的にビジネスを行おうとする企業は、現地に市場調査を行う要員を常駐
させるなど、現地の消費者の目線でニーズ・需要を考えることが求められる。
（３）所得による市場セグメンテーション
市場を考える場合、インドや中国のように人口も国土も巨大な場合には市場参入のコス
ト、コミュニケーションやそのコストから考えて、地域や所得等により、セグメントする
ことが有効である。
（４）所得格差による製品品揃え
消費財の場合、先進国の消費者、発展途上国の富裕層にとって買いたい製品は優れた機
能に加えてデザイン、目新しさ、ブランドが決め手となる。一方の発展途上国等の中流層、
一般層は価格、機能重視である。必要とする最低限の機能と価格の割安感が重視される。
製品の提供者としては標準化された製品を大量に売りたいところであるが、購入する側
にしてみれば可能な範囲でより自分の満足度を高めてくれる製品を買いたいのである。
生産、消費のグローバル化が進みつつあり、購入する側に多様な選択肢がある以上、現
在は製品を提供する側が、消費する側の多様なニーズに適合させなければ市場を獲得する
ことが困難な時代となっている。
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第３章

ブランド戦略

１．ブランドとは
ブランドとは、企業や製品、サービス等の全てを包括した概念である。商品の品質改良
や、イノベーション、CSR、企業の評判等、企業活動の全てが組み合わさったものがブラン
ドである。製造業の場合、製品を中心として、その周辺にあるものすべてがブランド、す
なわち『確たる評判』である。
２．ブランドの価値評価
ブランディングとはブランドを構築･強化する作業であり、全ての事業活動から生まれる。
そのため「ブランド」に込められた理念、想いを、全社員が理解・共感し、具体的な実体(接
点)を創り上げ、その価値がすべての社外ステークホールダー（顧客、株主等）に伝えるこ
とで「ブランド」の評判が確立される。
価値の高いブランドをつけた製品は、そうでない製品と比較して利益率が格段に違って
いる。その意味で、ブランドと利益は表裏一体であるといえる。
３．グローバル・ブランド戦略
先進国ではある程度の知名度を持ったブランドであっても、これから新たに新興工業国、
発展途上国に展開するとなると、知名度が低いケースも多くなってくる。
グローバル展開の強化を目指す我が国機械工業企業は、これまでの事業展開を見直し、
ブランドの市場認知度を確認しながら、戦略的なマーケティングに取り組まなければなら
ないと考えられる。
(1)ブランドの階層
ブランド階層とは、企業の全てのブランド要素の序列を明示したものであり、自社製品
間のブランド関連性を示すので、ブランドを整理すれば企業の製品体系の整理となる。さ
らに事業組織編制の見直しにも役立つものである。
(2)企業ブランド･レベル
企業ブランドは、企業のイメージを代表するものである。個々の製品ブランドを顧客が
知らなくても、企業の名前を知っていれば、企業ブランドは一種のエンドーサー（保証マ
ーク）として機能する。
企業イメージは、①企業が造る製品、②企業がとる行動、③消費者とのコミュニケーシ
ョン等多くの要因から産まれるものであり、企業ブランドは企業の社会的責任、CSR などと
も深く関連する。
(3)ファミリー・ブランド・レベル
ファミリー・ブランドは、共通のイメージで複数の異なる製品を結びつける。
既存のファミリー･ブランドが新製品のブランドとして用いられる場合、当該新製品の広
告宣伝費等のイニシャルコストは低くなり、受け入れられる可能性は高くなる。
その他、ブランド階層の下位には製品ごとの個別ブランド、型番などがある。
(4)「ジャパン・ブランド」（Manufactured by Japanese Company）についての考察
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最近、世界で日本は「クール」「ヘルシー」などといわれている。機械工業企業もこうし
た日本のイメージを活用して、これまでの技術一辺倒の製品開発から、一歩踏み出した製
品の開発、ビジネスモデルの構築を図りたいものである。
日本の機械製品のイメージの中心は技術と信頼であること忘れて、性急な売上拡大、シ
ェア獲得に走ることは危険である。一寸としたきっかけからブランドイメージは壊れるこ
とがあるからである。
４．企業間取引(以下、B2B)のブランド
機械の B2B 取引は継続取引・スペック取引が主体であり、これまでブランドはさほど重
視されなかったが、最近、ブランドが注目されるようになっている。技術の高度化と要員
のリストラ・合理化等により従来の売買システムの維持が困難になった結果、購入決定時
のブランドの重要性が増しているからである。
５．グローバル化時代のブランド戦略
グローバル時代に必要なブランドとは、ブランド・アイデンティティ、ポジショニング、
広告戦略、製品、パッケージ、使用感などに関してグローバルに統一されたブランドであ
る。グローバル・ブランド構築の最大のメリットは、「規模の経済」である。
事業戦略とブランド戦略は車の両輪であり、事業コンセプトに従った、一貫した活動が
重要である。伝えたいイメージと伝わったイメージが重なる時、ブランドの価値は非常に
高くなる。
６．製品とブランドの関係
上述の通り、品種戦略あるいは製品戦略は、ブランド戦略と密接な関連性を有する。
製造業にとって製品は、まさにブランドの核であるが、顧客にブランド・ロイヤルティ
を抱かせるには、製品の機能・特性が顧客の期待以上でなければならない。
海外でのブランド展開については自らブランドを育成する他、他社ブランドの買収、提
携する等の方法もある。
(1)ブランドライン(ブランドを適用する製品群)の拡張
海外展開に当たって、国内と同一製品を展開する場合は、同一ブランドによることが望
ましい。現行のブランドを冠した製品より、上位、あるいは下位のグレードの製品を展開
したい場合は、その製品のコンセプトを明確にした上で、サブブランドを展開することが
望ましい。
(2)製品ラインの拡張
派生商品を数多く開発することは消費者やユーザーを混乱させることになるので、ブラ
ンド価値の維持・向上の観点からは差し控えるべきである。
７．まとめ
グローバル化時代の新市場開拓、開発の中心は、新興国であることは間違いないであろ
う。新興国市場の攻略には、コスト競争力とともに、新興国に適した商品の設計開発と生
産体制の構築が重要であり、新興国攻略の戦略を立てた後は、その戦略を確実に実行する
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ことが必要である。
第４章

国内外機械工業企業の取り組み

１．国内外企業のブランド展開状況
図表１の通り、ヒアリング調査、文献調査を実施した。
企業別の文献調査では各社のウェブサイト等でブランドの表記についても調査を行った。
(本文参照)
２．個別企業の調査結果の総括
図表 1 主要な海外グローバル企業のヒアリング結果の総括
販売(市場･製品)戦略

品種(製品)戦略

ブランド戦略

海外企業

シーメンス

ボルボ

利益重視。
B2B では顧客セグメン
テーションはない。
目的は地域で異なる。
基本的に B2B である。

市場でのリーダーシッ
キ ャ タ ピ ラ プ(シェア重視)。
市場は拡大期か否かで
ー
分類
利益を犠牲にしない。
シスコ

ユニークな商品で利益獲
得。
各市場のニーズを自社で
調査する。
地域ニーズ対応の製品展
開、現地生産。
現地で調査後、本社支援。
現地ニーズ重視とコスト
ダウン。ディーラー、支社、
本社の順で立案。

顧客、市場本位。
Cisco 自身がチェック。
システムズ
主要顧客は GO-TO-MARKET。
売上、利益、シェアは 参入障壁のクリアーと顧
客対応、カスタマイズ。
バランス重視。
ノキア
現地+本社で戦略立案。
市場は新興国重視。
ユーザー本位の
マスプロ前提で規模追
サムスン電
求。高級品から入って、 differentiation。
子
現地ニーズ把握の徹底。
ボリュームへ展開。
国内企業

ダイキン

コマツ
東芝
(PC& ネ ッ ト
ワーク社)

FUSION10
売上高世界一が目標。

品質・信頼第一。現地
生産。キーとなる部品
は日本一局生産。
日本は伸び悩むが欧米
は伸びる。

安値乱売消耗戦はやらな
い。
地域にあった商品提供。
品質第一。
世界に標準品を提供。各
国の環境規制にあわせた
商品展開。
デルなどと違って量販店
経由で、顧客ニーズを吸
い取り、ラインアップす
る。
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企業ブランドのみ。
別ブランド展開はやらな
い。
企業ブランドのみ。
サブは逆にマイナス懸念。
ブランド育成は長期視野。
Caterpillar、Cat が基本、
他 30 種。ブランド毎の使
用条件有り。
企業ブランド浸透が基本。
下位ブランドは作らない。
「NOKIA」が主力。
企業買収後、即「NOKIA」
ブランド切り替え。
企業ブランド至上主義。

中国でも高級品ブランドと
して展開。

基本的に企業ブランド。
買収先のブランドが著名で
あれば使用する。
製品ブランドだけでは売れ
ない。
企業ブランドと製品ブラン
ドの併用。

(1)販売(市場・製品)戦略
調査した海外企業はすべて新興国市場重視であり、利益重視を明言する企業も多く見ら
れた。我が国では、高機能な製品で先進国中心とする企業がある一方、新興国等でもその
市場の高級品市場に向けて展開する企業もあるなど戦略は多様である。
要するに各社は市場の要求と自社が提供したい製品とのマッチング、バランスをとって
いるということである。
(2)製品戦略
海外企業は顧客本位で、現地市場に適合した商品開発を行っており、そのための市場調
査の方法は多様だが、現地の自社社員が調査し、ある程度整理できた段階で本社が現地に
赴くケースが多いようである。
(3)ブランド戦略
調査した範囲では、海外企業は、企業ブランド中心に展開しており、ファミリー、製品
ブランドを展開する企業は稀である。
企業ブランドでは、買収、資本提携した結果、相手先の企業ブランドの使用権を入手で
きた場合、多くの企業は現地で展開する上で自社ブランドより実効があれば使用するとし
ていた。
第５章

まとめ

我が国企業のグローバル展開時の課題

１．市場としての新興国
我が国の国内需要の伸びは停滞、むしろ減退しているといった方が実感に近い。今後を
見通しても少子高齢化による人口減少が進むことから大きな伸びは期待できない。
そこで、海外、とりわけ発展拡大期にある新興国や発展途上国の市場の獲得を目指さざ
るを得ない。
しかしながら、これまで我が国製造業企業の多くにとっての市場は国内と米国を中心と
する先進国市場であった。発展途上国は資源提供国あるいは安い労務費を提供する生産拠
点としかみなしていなかったと言える。発展途上国は安い労務費を求める先進国企業の進
出が相次いだ結果、新興工業国となり、そしてそれらの国の企業経営者や労働者は購買力
を持った消費者とみなされるようになったが、これまでの市場とは違った特性を持ってお
り、適切に対応することが求められている。今、我が国製造業企業は、生産・販売をグロ
ーバルに展開するための世界戦略、中でも製品戦略、ブランド戦略を必要としている。
２．ターゲット市場（機械工業企業が今後重視すべき顧客層）
新興国市場、特に中国、インド市場は人口増が続き、中間所得層が増えつつある。
新興国市場において富裕層は引き続き重要なターゲットであり続けるが、新興国の所得
向上に伴う中間層の購買力は我が国機械工業企業にとって無視できない存在となりつつあ
るといえる。
その結果、ヒアリング調査した海外のグローバル企業が全て新興国市場を重視し、戦略
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的ターゲット市場として位置づけ、市場調査を行ったり、地域における商品開発センター
を設置したりしており、シスコシステムズ社のようにインドに第２本社を設置するケース
もあった。
我が国もアジア市場開拓に一層積極的に取り組むべきであるが、欧米企業、現地企業と
の競争が激しいため、戦略的な取り組みが求められている。
３．製品戦略
どのような製品を作ればよいかであるが、高級品であれ、普及品であれ、現地の顧客が
欲しい、買いたいと考える製品でなければならない。日本国内の売れ筋は、必ずしも世界
の、あるいはアジアの売れ筋ではない。製品の売れ筋を把握するには徹底した現地市場調
査を行うしかなく、海外企業はサムスン電子の自社従業員の現地化を筆頭に、各社各様に
現地ニーズの把握に懸命に取り組み、最後に本社と協議を行っているようである。そこで
は標準化とカスタマイゼーションのバランスが図られていると考えられる。
４．ブランド戦略
調査した企業全て、企業ブランド重視であった。
今後のグローバル展開を考えた場合、地域ごと、製品ごとにブランドを作るのは、管理
面だけでなく、ブランド育成の費用、時間を考えると得策ではない。また、サブブランド(別
ブランドの子会社の設置を含めて)についても同様である。
調査結果を簡潔に表現すると、「我が国機械工業企業のグローバル展開においては、展開
先・現地のニーズに合致した、企業ブランドに愧じない製品を投入すべきである」という
ことになる。
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調査研究の概要
１．事業の目的
百年に一度といわれる今般の不況も各国の緊急経済対策で回復の兆しが見え始めたかに
見える。真に回復したときには、ものづくり企業の目指す目標やビジネスモデルは従来と
は違ったものになっていると考えられる。
企業が創造する競争力は多様である。例えば価格については、人件費の安い新興国が有
利である。技術については、我が国は新興国に対して優越している。一方、付加価値の創
造という点では、改善を得意とする我が国に較べて、相対的に独創性に優れた欧米が一歩
リードしている。
今後の需要構造の変化、市場獲得競争を考えた場合、我が国製造業は優れた技術力、生
産力に加えて、新たな視点から顧客のニーズを掘り起こし、グローバルな展開を促進すべ
き状況にあると考えられる。つまり創造力とグローバル展開力が求められる時代の到来で
あり、ビジネスをグローバルに展開する上で重要になるのはマーケティング戦略である。
我が国機械工業企業は、従来の「安くて良いもの」の提供から、新しいビジネスモデル
への転換が求められている。海外にあっても、単に「安くて良いもの」だけでは市場獲得
はできず、当該地域、国のニーズに合致した商品の提供が求められており、そのためには
海外市場にあったマーケティングを実施し、当該地域、国の顧客満足を勝ち取らなければ
ならない。
本事業は、品種戦略、ブランド戦略について調査することでわが国機械工業企業の海外
展開の効率向上ならびに国際競争力の向上に資することを目的とした。
図表 0.1 百年に一度の不況前後の想定される大きな環境変化
不況突入以前
人口問題

世界的な人口増加

不況脱出後
我が国は人口減少トレンド
世界的には人口増大

環境問題

環境配慮

環境重視

需要・市場

国内優先、余力を海外へ

基盤：国内、内需
拡大：グローバル展開

生産

インフラ重視(例：労働力)

分業システムの一段の進展

製品

高品質・安価

安価品と高付加価値品に２極化

（マス、量産、拡大再生産） （個別、少量、多品種）
市場開発(重視するもの)

大量生産、大量販売

マーケティング

技術、研究中心

ビジネスモデル
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２．調査の体制
■株式会社

東レ経営研究所

調査研究責任者

：

産業技術調査部長

馬田

芳直

主要調査研究員

：

調査研究部門

高橋

健治

特別研究員

古宮

達彦

特別研究員

大西

吉臣

特別研究員

若土

信彦

■株式会社

部長役

インターブランドジャパン
エグゼクティブ コンサルタント 田中 英富
コンサルタント
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Kyungnam Lee

３．調査の内容
我が国機械工業企業はグローバル・ビジネス展開において、主に先端商品で欧米先進国企業、
汎用品で新興工業国と競合しているが、現時点で彼我のグローバル展開状況を比較した場合、海
外先進国企業にマーケティング面で学ぶべき事項は多い。海外展開時のマーケティング戦略につ
いて品種とブランドの 2 つの観点から分析・検討を行った。
<波及効果、社会的意義>
欧米先進国、ＢＲＩＣｓ、途上国の夫々のマーケットにおける、製品展開、ブランドの差別化をどう
行っていくかの戦略を米国、ＥＵ、韓国など海外企業の例から研究することは、グローバル展開を
目指す日本の機械工業企業のマーケティング戦略の立案・見直しに繋がることが期待される。
図表 0.2 調査研究のフロー図
ブランド戦略関連
文献調査

Forbes等企業ランキング
ブランド ランキング
機械、電機、自動車別
調査対象企業抽出

H20年度弊社調査
「海外機械工業企業の世界戦略」

個別企業報告書、WEB

個別企業の戦略関連、
評価、評論文献、新聞等

個別企業の事業戦略

個別企業製品戦略
含む、地域戦略

「企業の品種・ブランド戦略」
文献調査結果整理

海外企業本社ヒアリング

「我が国企業のブランド戦略」
の課題

国内企業、有識者
ヒアリング

報告書作成
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図表 0.3 調査の内容と方法概略
調査内容
大項目

調査方法
小項目

1.品種戦略,ブラ ①品種、ブランド戦略

①文献等調査

ンド戦略に関する ②ブランド価値の評価

②文献等調査

情報収集、整理

③報告書その他文献等調査

③行政の推進状況
ジャパンブランド等
④ブランド展開の問題(模倣等)

④報告書その他文献等調査

中国等の商品、ブランド模倣
2.海外企業の展開 ①調査対象企業抽出

①文献等調査

状況(事例調査)

企業ランキング
ブランドランキング
②品種戦略、ブランド戦略

②・文献等調査
・ヒアリング調査
海外企業

6社

3.我が国企業の戦 ①海外企業の戦略整理

①3.2 の整理・総括、分析

略課題

②・社内検討会

②我が国企業の戦略課題検討と
有識者見解・意見聴取

・ヒアリング調査
国内の企業

4.報告書作成
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3社

第１章

今、なぜ、グローバルの品種・ブランド戦略か

本事業の主題である「品種戦略」、「ブランド戦略」はグローバル企業のマーケティング
戦略の重要な要素である。
ここでいうグローバル企業とは、
「複数の国々で事業を行い、研究開発、生産、物流、マ
ーケティング、財務等の機能をグローバルレベルで最適化している（競争優位を獲得して
いる）企業」である。
１．国内需要の伸び悩み・国内需要の減少見通し
我が国は不況により購買力が低下し、もの余り状態で購買意欲が低迷している。さらに
人口減少社会への移行が始まっており、一段の需要の縮小が予想される。また、生産財の
取引であれば、顧客企業の海外移転も考慮しなければならない。さらには消費財では新興
工業国から廉価品の流入増大懸念が広がりつつあり、我が国の国内市場の一層の縮小、競
争激化が予想される。
我が国企業では選択と集中の必要性が喧伝されながらも、さほど進展は見られず、国内
の競合企業の数は一向に変化する見通しにない。我が国で見られる企業あるいは事業の吸
収・合併、企業間連携等は、より大きく発展するためというよりも、単独では立ち行かな
くなってからのケースが圧倒的に多い。この状況は今後とも続くと予測され、日本という
限定された市場に新興工業国の廉価品、先進国の高級品等も参入して、国内外の数多くの
企業が激しくシェア争いが展開されることになる。
２．海外、とりわけ新興国市場の拡大見通し
需要減少が予想される我が国の国内市場とは対称的に、アジアを中心とした海外新興国
市場では高率の経済成長、人口増加が予想され、全く市場の勢いが異なる。
図表 1.1 世界主要国の人口推計

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050

日本 アメリカ ドイツ フランス イギリス 先進5ヶ国 ブラジル ロシア インド
84
158
68
42
51
403
54
103
372
94
186
73
46
52
451
73
120
446
105
210
78
51
56
499
96
130
549
117
231
78
54
56
536
122
139
689
124
256
79
57
57
573
150
149
860
127
285
82
59
59
612
174
147 1,046
127
315
82
63
62
648
199
140 1,220
123
343
81
65
64
675
220
132 1,379
115
366
79
67
66
694
236
124 1,506
106
386
77
68
68
704
248
116 1,597
95
402
74
68
69
709
254
108 1,658

出典：総務省統計局「世界の統計 2009」
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単位：百万人
中国
BRICs
555
1,083
657
1,296
831
1,606
999
1,948
1,149
2,307
1,270
2,638
1,352
2,911
1,421
3,153
1,458
3,325
1,448
3,409
1,409
3,429

図表 1.2 先進５カ国と BRICs の人口増減見通し
日本
13,752
30,634
52,625
46,662
42,402
46,092
45,576
43,621
43,854

1985
1990
1995
2000
2003
2004
2005
2006
2007

アメリカ
41,875
57,572
74,323
97,648
109,080
116,309
123,761
131,329
137,765

ドイツ
7,089
17,144
25,226
19,002
24,395
27,456
27,914
29,132
33,174

フランス
5,431
12,444
15,702
13,280
17,999
20,614
21,364
22,480
25,457

イギリス
4,569
9,959
11,411
14,509
18,128
21,683
22,436
23,955
27,680

ブラジル
2,232
4,786
7,690
6,447
5,057
6,637
8,820
10,725
13,142

ロシア
－
5,697
3,992
2,597
4,315
5,917
7,644
9,849
12,896

単位：10億米ドル
インド
中国
2,272
3,091
3,279
4,045
3,705
7,570
4,690
11,928
5,925
16,479
6,888
19,365
8,089
23,027
9,106
27,738
11,413
34,004

出典：総務省統計局「世界の統計 2009」

図表 1.3 先進５カ国と BRICｓ各国の一人当たり GDP 推移
50.0
45.0
千米ドル

40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

日本
アメリカ
ドイツ
フランス
イギリス
ブラジル
ロシア
インド
中国

1985

1990

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

11.4
17.2
9.1
9.6
8.1
1.6
0.0
0.3
0.3

24.8
22.5
21.6
21.4
17.4
3.2
3.8
0.4
0.4

42.0
27.2
30.9
26.3
19.7
4.8
2.7
0.4
0.6

36.8
34.3
23.1
21.8
24.6
3.7
1.8
0.4
1.0

33.2
37.1
29.5
29.0
30.4
2.8
3.0
0.5
1.3

36.1
39.2
33.2
33.0
36.2
3.6
4.1
0.6
1.5

35.7
41.3
33.8
34.0
37.2
4.7
5.3
0.7
1.8

34.1
43.4
35.3
35.6
39.6
5.7
6.9
0.8
2.1

34.3
45.0
40.2
40.1
45.5
6.9
9.1
1.0
2.6

出典：総務省統計局「世界の統計 2009」

３．海外展開・海外市場獲得の必要性
製造業企業にとって望ましいのは「フル生産、フル販売」で十分な利益が稼げる状態
である。しかしながら、現状は新興工業国からの廉価品流入拡大が避けがたい脅威とな
っており、売り上げの多くを内需に依存する我が国企業は、企業として存続する方法を
真剣に検討しなければならない。例えば、自ら最も脅威を感じる国に委託生産あるいは
現地のインフラを使って自ら生産・販売することを視野に入れ、グローバルに経済活動
の最適化を図らねばならない状況にある。
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４．マーケティング戦略の必要性
一般に我が国企業の収益率は欧米先進国企業と比較して低く、海外市場から十分な収益
が得られていない。
これまでの我が国企業の海外戦略の基本は「良いものを安く」提供するということであ
った。ところが、現在では先進国企業間での技術開発競争が激しくなり、また新興国から
様々な製品が大量に安く生産・供給されるようになった結果、我が国が得意とした「良い
ものを安く」という従来の戦略が通用しなくなってきている。今、海外展開に当たって求
められているのは、技術力に加え「顧客」あるいは「顧客ニーズ」を中心とするマーケテ
ィングであり、その戦略である。
本調査研究のテーマであるグローバル展開時の品種戦略、ブランド戦略は、それ自体が
単独で存在するのではなく、企業もしくは事業部のグローバル戦略・世界戦略に包含され
るものである。
品種戦略、ブランド戦略は上位概念である企業のミッション、ビジョンは勿論、マーケ
ティング戦略を実現するための戦略である。
５．品種・ブラン戦略の企業戦略における位置づけ
企業の戦略階層構造（ピラミッド）における品種・ブランド戦略の位置づけを下図に示
す。特に品種戦略は、既に述べた様に我が国機械工業企業が技術力に加え、顧客重視戦略
に切り替える際、特に重視されるべきポイントである。
図表 1.4 グローバル展開の戦略ピラミッド

ミッション
ビジョン
戦 略
マーケティング戦略、その他
品種戦略、ブランド戦略
その他戦略
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図表 1.5 企業のグローバル戦略ピラミッドの各階層設定のイメージ
戦略階層

階層の内容のイメージ

ミッション

自社製品の販売を通じて、現地の人々の利便性向上を図る。

ビジョン

現地に新しい市場を開拓し、高いユーザーロイヤリティとシェア
獲得を目標とする。

マーケティング
戦略

現地の顧客が欲しいと考える商品を、効率的な方法、ルートおよ
び適正な価格で提供する。

品種戦略

現地市場を精査し、市場環境を踏まえて現地のニーズに適合した
製品を投入する（現地の売れ筋の把握、投入）
。
各市場における消費者行動(消費者はどのように製品を買い、ど
のように消費されるのか)を把握し、どの市場にどのような製品
をどのように提供するかの戦略である。

ブランド戦略

最も効率的、効果的に顧客の獲得、確保に繫がるブランドを設定、
育成強化する。－顧客に伝えたいものを伝えるブランドの育成
消費者がブランドについて何を知り、何を感じるか。ブランドか
ら何を連想し、購買に結びつけるのか等を考え、市場最適なブラ
ンドを設定し、ブランドの価値を高める戦略である。

注：東レ経営研究所作成
６．海外事業進出
グローバル展開時のマーケティング戦略立案は、本社と海外拠点の事業運営権限の集
中・分散の状況により、①本社あるいは本部による集権化、②現地海外拠点への意思決定
の分権化、③分権化と集権化の組合せの 3 つのパターンが考えられる。何れのパターンを
とるにせよ、グローバル展開に先立つマーケティング戦略の策定・検討作業は以下のよう
なフローになると考えられる。
図表 1.6 マーケティング戦略の策定・検討
海外展開の
方針決定

検討チーム
の編成

目的の共有

参入市場
の決定
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製品・品種

参入方法

ブランド

戦略策定

の検討

戦略策定

６．１

海外事業進出

企業は進出を決定した国に対して、最適な進出方法を選ばなくてはならない
通常、海外市場への参入は段階的に市場への関与の度合いを高めていく。輸出によって
新市場に参入し、手ごたえを感じてから、現地企業にライセンスするなり、ジョイントベ
ンチャー、直接投資により現地での生産を考える手順となるのが一般的である。
図表 1.5 の左から右に行くほどリスクは高くなるが利益は大きくなる。
図表 1.7 グローバル市場参入の方法
間接

直接

ライセン

ジョイント

直接

輸出

輸出

ス供与

ベンチャー

投資

日本の製造業企業の海外市場進出の多くは製品設計から部品調達、製造、販売まで全て
を手がけるフルセット型現地化であるのに対し、米国企業の新興工業国進出は輸出用の製
品を安い製造コストで作るか、中国の富裕層向けの商品生産など明確な目的を持って進め
られている。
最近の情報機器などでは、OEM 生産や、ODM 生産などが一般化しており、少ないリスクで、
素早く事業を開始できるが、委託製造業者のコントロールが難しいようである。そうした
こともあって、製造業企業としては最もコントロールしやすく、利益が期待できる現地生
産を行いたいところであるが、その分リスクも大きくなり、時間もかかることになる。
新興国では中国などのように、政府が参入の条件としてジョイントベンチャーを要求する
場合もある。いずれの方法をとるにせよ、現地を十分に理解することが重要である。
（参入戦略の例）
・Ｐ＆Ｇは競争優位を持つ使い捨てオムツ、洗剤で参入し、インフラを構築した後他
のカテゴリであるパーソナルケア、ヘルス・ケアへと用途拡大していく。
６．２

検討チームの編成と海外展開目的の共有

マーケティング戦略の立案、あるいは見直しを検討する作業は、検討チームの編成およ
び目的の明確化から始まる。なぜ海外展開するのか、なぜ事業のグローバル化を図るのか、
関係者はミッション、ビジョンを共有しなければならない。
現在、我が国機械工業企業は、下記の 4 つの理由から、海外展開の強化を必要としてい
ると推測される。
<海外展開の 4 つの背景>
(1) 国内市場の需要縮小と国内外の企業による競争激化
(2) アジアを中心とした新興国需要・海外市場の成長
(3) 規模の経済性によるコスト削減の期待
(4) リスク分散の必要
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６．３

マーケティングの必要性

企業は新たな海外市場に参入するに際して、国内と同じ製品を同じように売れることが
最も望ましい。所謂、標準化である。製品、コミュニケーション、流通チャネル等を標準
化することができれば、それぞれのコストを低く抑えることができる。しかしながら、海
外の市場はそれぞれ個性があり、標準化がうまく進むことは稀であり、企業は、各市場に
おける同質性と異質性に着目して、製品の標準化と個別対応・カスタマイゼーションのバ
ランスをとりながら市場開拓を進めていかなければならない。
このことは、IBM の「Think Globally, Act Locally 」に端的に表現されており、グロ
ーバルな目的と地域の特性の間に適切なバランスを保つことが必要である。
アメリカの経営学の権威であるマイケル・ポーターは、「グローバル経営は配置と調整の
2 段階からなる」1としている。
※ポーターの配置と転換
配置課題

(Configuration：経済活動が世界のどの地域、地域数で行われるべきか)
・国の選定、製品ラインの選定
・集中と分散のよる効率的生産

調整課題（Coordination：それら諸国で行われる諸活動をどう関係付けるか）
・４Ｐ（Product、Price、Place、Promotion）戦略の標準化・現地化の程
度の決定

標準化失敗の事例
日本での成功は、国外でも通用するとは限らない。
国内市場における競争優位を海外市場に持ち込むことは難しく、最近の我が国の機械
工業の失敗例としては、携帯電話、カーナビ、ＥＴＣ等が挙げられる。国内販売で成功
した、あるいは競争優位を確立できたからといって、海外でも成功するとは限らないこ
とを自覚しなければならない。
出典：東レ経営研究所『海外機械工業企業の世界戦略に関する調査報告書』2009.3

1

出典：マイケル・ポーター『競争の戦略』ダイヤモンド社
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第２章

品種 (製品) 戦略

注：品種という言葉は製品あるいは商品の小さな差異に基づく品番などを連想させること
から、本調査研究の目的と違和感があるため、以後、特に品種という言葉を使わなけれ
ばならない場合を除いて品種戦略は「製品戦略」と呼ぶこととする。
１．参入する国・市場の選択
製品戦略は対象とする市場別に設定すべきものである。
市場は国や地域によって大きくと変わると考えなければならない。例えば、日本と米国の
市場を対比した場合、同じ先進国だから大した違いはないと考えがちであるが、実際に要
検討項目ごとに比較し、さらに全体を見ると全く違った市場であることが明確になる。
企業にとって参入したい市場は、市場の魅力 (規模、利益見通し等) 度が高く、市場の
リスクが低く、自社の競争優位性が高い国や地域である。企業として、できれば地理的に
隣接し、文化的にも近く、市場の特徴が把握しやすい地域を選びたいところである。
市場潜在力の評価・各国市場の魅力度を構成するものとして以下の項目が考えられる。
①市場規模
②市場成長率
③競争環境
④政府規制など
平成 20 年度、当研究所は日本機械工業連合会より『海外機械工業企業の世界戦略に関す
る調査研究』を受託し、調査研究を行った。調査対象とした欧米の先進企業 10 社全てが新
たな市場獲得を目指して、地理的にも、文化的にも遠いインド、中国へ展開を進めていた。
今後の人口の増加、一人当たり GDP の伸張など、長期的、総合的な視点から考えてのこと
である。
新興工業国、発展途上国の市場は先進国に比較して購買力は比較にならないほど低いけ
れども、購買意欲は非常に高い。現下の世界不況の中、人口が多くかつものづくりが盛ん
な、高度成長期にあるような国は製品需要を内需中心に切り替えることにより、世界不況
の影響をあまり受けていない。そうしたことからも、BRICｓ、とりわけ大きな人口を抱え
成長著しいインドと中国が一段と注目を集めている。
BRICs 諸国における耐久消費財の普及率は、カラーテレビや冷蔵庫などを除き、総じて
低く、今後も市場の拡大が見込まれる。特に、インドは、二輪車、乗用車、冷蔵庫、洗濯
機など主たる耐久消費財の普及率が低く、市場開拓の余地が大きい。また、このような新
興国では、電気、水道、鉄道など社会基盤整備の需要も強まってきている。我が国ものづ
くり企業が単なる部材・製品の提供を超えて、事業運営などサービスと一体化した形でこ
うした分野に進出し、ビジネスチャンスを広げていくことが期待される。
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図表 2.1

BRICｓの世帯あたり耐久財普及率(2007 年)

２．製品戦略
製品戦略はこの調査研究のテーマのひとつであり、調査の目的は「グローバルに展開す
る際に市場に何を提供するべきか」である。
当然のことながら、参入する国や地域によって消費者や企業等が求める製品は異なる。
「その市場の消費者は日本人とは違った発想をし、消費行動は違っている」と考えること
が前提になる。そのため、日本国内とは別のマーケティング戦略が必要となる。
様々なタイプの消費者を認識し、消費者の特性を明確化することから製品戦略は始まる。
２．１

市場特性と製品戦略

（１）標的とする市場の特性の把握
これから海外事業を展開しようとする企業は、企業が売りたいと考える製品の市場に集
中して考えがちであるが、広く市場の全体像を把握しておくこと、つまり、市場が背景と
して持っている国民性や、歴史、政治・経済の状況を抑えておくことが重要である。
グローバルな事業展開においては、販売したい製品とこれら背景を総合的に理解し、最
適解を見出していく必要がある。
要するに新たな市場に製品を投入するに際し、考慮すべきは「何を売るか」ではなく「市
場は何を求めているか」である。
（２）ニーズ・需要の把握
参入する国の市場は、消費者行動の違いに基づく、様々なタイプの市場セグメントが可
能であり、海外で継続的にビジネスを行おうとする企業は、社員を現地に常駐させるなど、
現地の消費者の目線でニーズ・需要を把握することが求められる。
この現地ニーズ把握の成功事例として、海外におけるマーケティング活動により短期間
で売上・業績を改善した韓国のサムスン電子があり、後ほどその活動について記述する。
現地の市場のニーズ・需要は、気候や環境のほか、図表 2.1 に示した様に様々な背景によ
って異なり、実際の購入に際して消費者は自らの収入、ステイタス、使用の頻度、機会、
ブランドに対するロイヤルティや使用によって得られる便益等を考慮して購入を決定する。
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図表 2.2 市場とニーズの背景
経済規模
・経済発展の段階
・経済インフラ
・生活水準
・一人当たりの所得
・富の分配
・通貨安定
・為替

文化環境
・言語
・ライフスタイル
・価値観
・行動様式と慣習
・倫理的基準と
道徳的基準
・タブー

地域・市場のニーズ・需要
人口統計的環境
・人口
・世帯数
・1 世帯あたりの家族数
・年齢分布
・職業分布
・教育水準
・就業率
・所得水準

政治・法的環境
・政策
・法律と規制
・政治的安定
・ナショナリズム
・多国籍企業に対する姿勢

出典：ケビン・レーン・ケラー『戦略的ブランド・マネジメント』東急エージェンシーをベース
に東レ経営研究所が加筆。

消費財の購入は生活の場・生活環境と所得が大きく作用して決定されると言ってよい。
一方、生産財の取り引きの場合の多くは（後ほど B2B のブランドに関する項目で改めて
扱う）、購買・調達の専門家と企業向け販売の専門家がスペックに基づき継続して行われる
機能を中心とした合理的な取り引きであり、個人消費者向けと違って情緒的要素が少ない
のが特徴である。
（３）所得による市場セグメンテーション
市場を考える場合、インドや中国のような人口も国土も巨大なマーケットの場合には市
場参入のコスト、市場のコントロール、コミュニケーションおよびそのコストから考えて、
全地域、全所得階層をターゲットとするのは無理があり、地域や所得等により、セグメン
テーションすることが有効であると考えられる。また、平均所得を考えるだけでなく所得
の分布も考えなければならない。一人当たりの所得、一人当たりの GDP を見ることによっ
てどのような製品を購入可能かが目安として把握されるからである。
例えば、次頁の図に示した BRICs 諸国、とりわけ中国やインドは、それらの国の高所得
層、中間所得層は人口規模が大きく、数パーセントとはいえ巨大な数字となる。マズロー
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の欲求５段階説を引き合いに出すまでもなく、所得の増加とともに、モノやサービスに対
する要求水準が次第に高くなってきており、最近では日本企業によるそれらの地域での富
裕層、中間所得層という市場開拓が大企業を中心に大きな経営課題となっている。欧米の
グローバル企業の中には国連等の援助機関との連携のもとで約 40 億人の BOP(ボトム・オ
ブ・ピラミッドの略)層をターゲットしてビジネスと貧困削減を目指す事例も増えてきてい
る。2
図表 2.3 新興国ボリュームゾーンの拡大

＜参考＞マズローの欲求 5 段階説
①生理的欲求(生命維持に関する欲求)
②安全の欲求（身体の安全、安心の欲求）
③所属と愛情の欲求（集団所属と他者からの愛情の欲求）
④尊重の欲求(他者から尊重されたい欲求)
⑤自己実現の欲求(自分のやりたいことをやる欲求)

2出典：2009

年 6 月 22 日『繊研新聞』
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※

中間層狙いの背景
中間層狙いの背景は、新興国市場においては、上位所得層に加え、中間所得層（いわ

ゆるボリュームゾーン）が着実に増加していることにある。
BRICs 諸国における可処分所得階層の推移をみると、2002 年から 2007 年にかけて、
中間所得者層の構成比が大幅に増えている。一世帯の可処分所得が 5,000US ドル以上
35,000US ドル未満を中間所得層として人口に換算すると、BRICs 諸国における中間所
得層はこの 5 年間で 2.5 億人から 6.3 億人に増加している。6.3 億人の新興国中間所
得層は、日本の人口の約 5 倍に相当する。このため、特に自動車や家電・AV 機器など
の消費財メーカーは、今後新興国において「富裕層」よりも「中間層」を重視する傾向
にある。
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（４）所得格差による製品品揃え
先進国の消費者、発展途上国の富裕層にとって買いたい製品は優れた機能に加えてデザ
イン、目新しさ、ブランドが決め手となる。一方の発展途上国等の中流層、一般層は価格、
機能重視である。必要とする最低限の機能を持っており、価格に割安感があることが重視
される。
現在の先進国で販売される製品は、国や地域によって機能面において大きな差は無いと
見受けられることから、経済発展とともに「買いたい」製品機能は次第に収斂してくると
いえる。一方、新興国市場においては、求める機能が経済発展の段階によって限定され、
その国の制度や気候などによって優先順位が異なり、「買いたい」製品は国や地域によって
多様となる。つまり、製品選択は環境や所得水準に規定されているといえる。
下図は経済産業省が考える所得階層別の市場構造であり、経済産業省では、日本企業の
海外市場開発は中間所得層狙いでいくべしとしているが、我が国機械工業企業は狙う市場
を決定するに当たって、自らが扱う製品特性と市場要求とを対比させながらターゲットと
する市場を選定すべきである。
図表 2.4 所得階層による製品ブランドの使い分け
日本企業の製品ポートフォリオ(自動車の例)
(1)「ボリュームゾーン･イノベーション」の
促進
－低コスト化技術開発
（現地調達、単機能設計等）
－中間層向けマーケティング
(現地人材育成、現地開発等)

マーケット構造

企業の利益構造

ハイエンド
(ロールスロイス・フェラーリ等）

＝
アッパーミドル

高利益率

(レクサス、インフィニティ等）

(2)ライセンス生産への環境整備
－投資協定の積極的凍結
－知的財産権の保護
(模倣品・海賊版拡散防止条約・ACTA 等)

ミドルエンド

（ボリュームゾーン） ＝

低利益率

(カローラ、フィット等）

(3)海外投資収益の国内還流促進
－二重課税の解消
－海外子会社利益配当金の国内移転促進

ローエンド ＝
(ナノ(印タタ社）等）

出所：経済産業省通商政策局「平成 21 年版通商白書 概要」

以下、所得格差に着眼した品揃えを展開して成功している事例を挙げる。
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日本企業単独では
利益創出困難

※スターウッドホテルの例
スターウッドホテルは、ビジネスホテルから高級ホテルまで、多様な所得階層に応じた
ホテルを用意し、各階層の顧客が支払う対価に応じ、最高のサービスを提供し顧客満足の
獲得に努めている。
図表 2.5 スターウッドホテルの例

出所：山田敦郎『パワーブランド』 東洋経済新報社 2003.3.

※Nestle の例
食品大手の Nestle では、発展途上国等に食品を販売する場合は、次の頁に見られる様に
先進国と同じ商品を持ち込むのではなく、一日に必要なカロリー量を小さなパッケージに
して販売するなど発展途上国の消費者が購入しやすい商品構成をとっている。
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図表 2.6

Nestle の PPP

出典：インターブランド社提供資料
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所得階層に対応した販売は、サービス業や食品や洗剤等の消費財に多く見られるが、機
械工業の耐久消費財においても同様の対応が見られる。乗用車の例としてフィアットの第
三世界用自動車「パリオ」、2009 年 7 月に販売されたインドのタタ自動車の「ナノ」を紹介
する。新興国では走るという「基本機能」と「価格」が優先される。
※フィアットの「第 3 世界用自動車」
フィアットの第 3 世界自動車「パリオ」はブラジルでフォードのフィエスタをしの
ぐ売上を達成し、他の開発途上国にも販売されている。フィアットは南京汽車集団と
の合弁会社、南京フィアットから、パリオ、パリオウイークエンド、シエナの 3 モデ
ルを発売している。2002 年に導入された 5 ドアハッチバックスタイルのパリオはもっ
とも安い仕様で 6 万 2800 元（約 80 万円）という値札がつけられ、十分な競争力を持
っているという。
出典：http://corism.221616.com
※今話題のタタ自動車の「ナノ」（2009 年 7 月 17 日納入開始）
「ナノ」はリアエンジン・リアドライブ方式のモノスペース型 4 ドア車で、極小タイ
ヤを装着し、舗装路面の走行性能としては充分な能力があるとされている。搭載エンジ
ンはアルミ製エンジンブロックの 2 気筒 623cc、重量約 600kg で最高時速は 105km、燃
費は 20km/L、衝突時安全装置の一部を標準装備している。デザインはロンドンにあるタ
タチームが手掛けた。
コストダウンのため必要最小限の仕様が追求されており、2008 年時点で発表されてい
る基本モデルの仕様は、以下の通り。
・助手席側のドアミラーが無い
・トランスミッションは 4 速 MT のみで、AT はない
・ワイパーは 1 本のみで払拭面積を拡大するためのリンク機構などは無い
・ホイールを止めるボルトは 3 本
・テールゲートのない 4 ドアセダン
・ラジオなどのオーディオ装備品やエアコンなどはオプション
・一部プラスチックパーツの塗装は行ってない
・ABS やエアバッグはない
2009 年 7 月欧州仕様のナノがヨーロッパにおける前面および側面衝突テストをパス
しており、2010 年に欧州市場に投入される予定である。
出典：Wikipedia（http://ja.wikipedia.org/wiki）から抜粋
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２．２

市場対応の製品戦略－標準化とカスタマイゼーション－

企業にとっては多くの市場において同じ製品を同じ方法で販売する（以下、標準化）方
が効率的であることは間違いない。しかしながら、まったく同じ方法で同じ製品を世界に
販売することは殆どの企業にとって困難であり、多くの場合、顧客ニーズに対応した品揃
え、販売手法の採用が必要になる。
日本の携帯電話やカーナビなど国内で売れ行き好調な商品が、海外で全く売れなかった
等の失敗事例も多い。それらの失敗の多くは、対象となる国の法規制、経済状況と文化の
根本的な差異を無視したことから生じたものと考えられる。
2.2.1 標準化
標準化には当然のことながら、共通性が必要である。ブランドの専門家であるケラーが
指摘する標準化の条件、グローバル・ブランドの基準、標準化に向く商品を紹介する。3
■標準化に適した市場の条件
１．顧客のニーズ
２．グローバルな顧客とグローバルなチャネル
３．有利な貿易政策や共通の規制
４．共有できる技術水準
５．移転可能なマーケティングスキル
■グローバル・ブランド構築の基準
１．グローバル展開できるベーシックなポジショニングとブランディング
２．現地のニーズを取り入れながら、グローバルに適用できる技術
３．現地での実行力
４．市場の発展性と競争環境が各国で同程度
５．標的市場が類似していること、消費者の製品に対する欲求、ニーズ、あるいは
用途を共有していること
■標準化、グローバル展開に向く商品
１．ハイテク製品(例：テレビ、ビデオ、時計、自動車など)
２．イメージ先行商品(例：化粧品、洋服、宝飾品、酒類)
ファッション性、趣味、富、ステイタスなど結びついている
３．グローバル・マーケティング・キャンペーンで企業イメージを強調できるサー
ビスやビジネス関連製品(例：航空会社、銀行など)
４．高所得者向けに特化した販売業者や、突出しているが満たされていないニーズ
に特化している小売業者（例：トイザらス）
５．原産国をベースにポジショニングされているブランド(例：ビールの「フォスタ
ー」)
3

出典：ケビン･レーン･ケラー『戦略的ブランド・マネジメント』東急エージェンシー
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６．カスタマイズする必要が無い製品、あるいは適切に機能する特別な製品
（例：ジレット）
2.2.2 カスタマイゼーション
若年層を中心に消費者の嗜好における流動性の高まり、コミュニケーション手段の拡充、
国際的な娯楽機会の増大等によってライフスタイルは国ごとよりも社会人口統計的セグメ
ントごとに類似してきており、セグメント毎の「買いたい製品」は類似してきている。こ
のため、特に若者向けには標準化がしやすくなってきているが、それでもなお、開園当初
のディズニーランド・パリ4や、国や地域によって異なるマクドナルドのメニューの例に見
られる様に5、市場の個性、市場の背景の違いによって、売れる製品も販売する方法も違っ
ており、カスタマイゼーションが必要とされている。
■カスタマイゼーションに必要な事項
①製品特有の製品特性・属性
②製品ベネフィット(論理的・情緒的)
③ユーザーカテゴリー
④生活環境、場所

等

参考
地域における需要構造の違い
◆マクドナルド
ドイツ･･･････ ビールを販売
フランス･････ ワインを販売
フィリピン･･･ マック・スパゲティ
インド･･･････ マハラジャマック(羊肉で、牛肉は無い)
タイ･････････ チキンマック・ライスバーガー
出典：世界のマクドナルドについてウェブサイト検索

◆ビルズベリー社「グリーンジャイアント」スイートコーン缶詰
米国･････････ サイドディッシュ
フランス･････ サラダに加えるか、そのまま食べる
英国･････････ サンドイッチやピザのトッピング
日本･････････ 子どものおやつ
出典：ケビン・レーン・ケラー『戦略的ブランド・マネジメント』東急エージェンシー

4ディズニーランド・パリでは、オープン当初、食事と一緒にワインを飲むなどフランスの習慣

や価値観が無視されていたため、来場者が少なく、閑古鳥が鳴いていた。
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2.2.3 まとめ 標準化とカスタマイゼーションのバランス
製品の提供者としては、できるだけ標準化された製品を大量に売りたいところであるが、
購入する側にしてみればより自分の満足度を高めてくれる製品を買いたいのである。
生産、消費のグローバル化が進みつつあり、購入する側に多様な選択肢がある以上、現
在は製品を提供する側が、消費する側の多様なニーズに適合させなければ市場を獲得する
ことが困難になっている。
図 2.6 は市場投入する際に企業等が検討しなければならない、標準化とカスタマイゼー
ションの項目を区分けして列挙したものである。
図表 2.7 標準化とカスタマイゼーションのバランス
標準化

カスタマイゼーション

●標準化されたグローバル・マーケ

●カスタマイズしなければならない理由

ティング･プログラムのメリット

①製品に対する消費者行動の差異

①規模の経済性

・文化的価値等で消費者行動は異なる

大量生産・大量販売によるコスト
ダウン

②マーケティング・ミックス要素に対する
バランス

②グローバル・ブランド

消費者の反応の差異
例：日本の広告はソフト、抽象的、

世界で売れているという信頼

米国は製品比較広告など直截的

③ブランド・イメージの一貫性

③ブランドや製品の開発と競争的環境の

④優れたアイデアを迅速かつ効率

差異

的に活用する能力

・国によって製品ライフサイクル上の段階

・継続的な発展の促進

が異なる。さらに、あるブランドの知覚と

・成功事例のコピー展開が可能

ポジショニングも国によって大きく異な

⑤マーケティング活動の統一性

る

製品の品質面、販売方法の調整が単

④法的環境の差異

純化され、コントロールされる

・広告等の規制が違っていたりする。
⑤マーケティング制度の差異
例えば流通チャネルと小売慣行など
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第３章

ブランド戦略

１．ブランド
１．１

ブランドとは

「ブランドって何？」と聞かれて、多くの人がイメージするのは時計や化粧品の高級品、
商品の名称、企業の広告・宣伝、あるいは企業イメージであろう。
ブランドとは顧客の期待や連想を喚起するものであり、企業と顧客の間の相互作用で育
成されるものである。
図表 3.1 企業と顧客の相互作用
機能的価値（価格、品質、機能・・・）

企業に
よるもの

顧客に
よるもの

情緒的価値（ｽﾃｰﾀｽ、信頼感、親近感・・）

ブランドは『確たる評判』であり、企業や製品、サービス等の全てを包括したものであ
り、個々の商品の品質改良や、イノベーション、金を掛けた商品名の広告宣伝等からのみ
生まれるものではない。企業活動全てが組み合わさったものがブランドである。製造業の
場合、製品を中心として、その周辺にあるものすべてがブランド『確たる評判』である。
図表 3.2 ブランドは製品以上のものである
ブランド

ブランド
組織連想

原産国

パーソナリティ
シンボル

製品
分野、属性

ユーザー

顧客との

品質、用途

イメージ
自己表現便益

関係

情緒的便益

出典：Ｄ．アーカー『ブランド・エクイティ戦略』ダイヤモンド社
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１．２

ブランディングは

ブランディングとはブランドを構築･強化する作業であり、全ての事業活動から生まれる。
そのため「ブランド」の考え方を、社員が理解・共感し、具体的な実体(接点)を創り上げ、
その価値が顧客、株主に伝わることで「ブランド」の評判が確立される。ブランドの『確
たる評判』を確立するために、あらゆる事業活動がそれを目指して動員される。
図表 3.3 ブランドの『確たる評判』の確立

求心力の創出

顧客価値の創出

・明確なベクトルの創出
・活動を規定する
・ｅｔｃ

・信頼感
・安心
・ロイヤリティ
・ｅｔｃ

Customer
顧客

Corporation
自社・社員

BRAND
生活価値の創出
・豊かな生活
・心地よい生活
・ｅｔｃ

Society
社会

Shareholder
株主

株主価値の創出
・将来への期待感
・信頼性
・ｅｔｃ

図表 3.4 企業イメージの決定要因6
企業の社会活動
・環境
・シチズンシップ
・生活の質
・地域社会
企業の事業活動
・名声
・革新性
・財無力
・経営の質
セールスフォース
・サイズと範囲
・能力
・礼儀正さ
・実現力
・対応力
流通チャネル
・立地
・サービス
・能力

企業の寄付活動
・慈善活動
・学校や団体
・芸術団体

企業の従業員対応
・尊重
・給料
・昇進

企業イメージ

サービス
・据え付け
・修理の質と時間
・部品の入手
可能性

サポート
・教育
・マニュアル
・顧客トレーニング
・コンサルテーション

製品
・特徴
・性能
・適合性
・耐久性
・品質
・信頼性
・修繕可能性
・スタイル
コミュニケーション
・広告
・パブリシティ
・販売促進
・DM
・テレマーケティング
価格
・リスト価格
・数量割引
・リベート
・支払い条件

出典：ケビン･レーン・ケラー『戦略的ブランド・マネジメント』東急エージェンシー
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２．ブランドの価値評価
２．１

ブランドの価値

価値の高いブランドをつけた製品の利益は、そうでない製品と比較して利益率が格段に
高いケースが非常に多い。その意味で、ブランドと利益は表裏一体であるといえる。
図表 3.5 はスーパー等でよく見かけるフライパンであるが、デュポン社のフッ素樹脂の商
標であるテフロン、高機能テフロンのブランドがつくかどうかで価格が大幅に異なってい
る。
時には、同じスーパーの店舗でフッ素樹脂加工とテフロン・セレクトプレミアム加工品の
価格差が 5 倍程度になる例もあるという。これがブランドの価値である。
図表 3.5 ブランドの価値

価格：安い

高い

出典：インターブランド社

（参考）新興国では憧れのブランド

図表 3.6 小分け販売

「ブランド名は知っている。買いたいけれど、買え
ない」。この状態が情報化時代の新興工業国であると
考えられ、そうした所得が限られた市場では小容量化
による低価格化が鍵となる場合がある。
―小分け販売のインドでの事例―
・コカコーラの 200 ミリリットル入り少量サイズを
10～12 セントで売り出したところ需要が急増した。
・インドでは紙巻タバコは一本単位で売られている。
・ユニリーバが４セントで販売する小袋入り洗剤と
シャンプーはよく売れている。
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出典：日経ビジネス 2009.9.28 号

２．２

ブランドの価値評価

ブランド戦略の検討は、ブランドの現在価値を知ることからはじまる。その意味でブラ
ンドの価値評価は重要である。
評価の方法は、ブランドパワー（質的評価）と、ブランドバリュー（量的評価）に二大
別される。簡単に言えば、ブランドパワーは、2.1 に見られる様にブランドの選好度、ブラ
ンドのイメージ・好感度の評価であり、ブランドバリューは金額換算評価である。
図表 3.7 ブランド価値の評価方法

しゅって
出典：インターブランド社

2.2.1 ブランドパワーの評価
我が国で行われているブランドパワーの評価は、日経新聞の「日経企業イメージ調査」、
日経 BP コンサルティングの「ブランドジャパン」、電通ヤング・アンド・ルビカムの
「BAV（Brand Asset Valuator）」の 3 種類が有名である。
いずれも、企業や一般人を対象としたアンケート調査を通して行われる。調査結果は指
数化され、分析結果はグラフやランキング集計表に加工され公表される。アンケート調査
の項目は、企業の好感度、一流イメージ評価等が多く、消費財関連の企業、CM 等での露出
度の高い企業がランキング上位に位置づけられる傾向がある。評価項目、評価結果の例と
して日本の Best Global Brands のイメージ調査結果比較『日経企業イメージ調査』を
図表 3.8 に例示する。
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図表 3.8 企業ブランドの評価(機械)
一般個人

国際化がすすんでいる
技術力がある
扱っている商品・サービスの
品質がよい

100.0

成長力がある
社会の変化に対応できる

75.0

研究開発力・商品開発力が
旺盛である

活気がある
50.0

経営者がすぐれている

新分野進出に熱心である
25.0

文化・スポーツ・イベントに
熱心である

優秀な人材が多い

財務内容がすぐれている

一流評価

センスがよい

好感度

よい広告活動をしている

株購買意向

営業・販売力が強い

就職意向
親しみやすい

将来性を感じさせる企業

(注1)比較対象企業：Honda（20位）、Sony（25位）、Canon（36位）、任天堂（40位）、Panasonic（78位） （ ）内はBGB2008ランキング

出典：日本経済新聞社『日経企業イメージ調査について・2006 年調査』

2.2.2 ブランドバリューの評価
（１）評価の方法
ブランドの金額換算評価の方法はその切り口によって、下図に示すように３大別される。
図表 3.9 ブランドバリューの評価方法
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（２）ブランドバリュー評価方法の概要
ブランドバリューの評価方法の概要を下図に示す。インターブランド社の評価方法の他、
日経のＣＢバリューエーター、経済産業省モデルがある。評価結果は業績評価指標として
活用されたり、M&A の際の暖簾代算出等の参考にされたりする。
図表 3.10

ブランドバリュー評価方法の概要

項目

インターブランド

CBバリュエーター

経済産業省モデル

評価対象ブランド

コーポレート
プロダクト

コーポレート

コーポレート

アプローチ

財務とマーケティング

財務とマーケティング

財務のみ

特 徴

ブランドマネジメントのツール

ゴールデン・トライアングル
(顧客・従業員・株主)にこだわる

公表財務数値などの
客観データのみを用いる

方法論

ブランドによってもたらされる
経済的利益の割引現在価値

アンケート調査によるスコアリング
と財務データの回帰分析

ブランドによってもたらされる
収益の割引現在価値

マーケティング
データ

さまざまなリサーチデータ
関係者インタビュー

企業イメージ調査
日経就職イメージ調査
株式購入意向調査

いっさい使用しない

算定のベースとなる収益

経済的利益
(税引後営業利益－資本コスト)

税引後営業利益
(P/L法)

売上高
(売上総利益)

ブランドの寄与

購買要因分析による
ブランド役割指数

CBスコアと各種財務データ
の回帰分析
(過去10年間)

広告宣伝費÷営業費用
売上原価の安定性
海外および非本業売上伸び率

存続期間

永続

10年(P/L法)

永続

割引率

7つの指標による
ブランドリスク分析から算定

割引計算なし

リスクフリーレート
(確実性等価モデル???を前提)

開発年

1988年

2001年

2002年

出典：インターブランド社

（３）インターブランド社による企業ブランドのランキング
日産自動車のカルロス･ゴーン社長は「市場シェアの目標追求は企業価値を失わせるだけ
だ。販売台数が増えてもコスト割れを起こす。ブランドこそが利益だ」と述べている7様に、
産業界のブランドの価値は、利益状況を色濃く反映している。
図表 3.11 に有るとおり、インターブランド社のブランド価値算出方法は、企業価値を株
価総額として、投下資本とその他無形価値を控除して計算する。

7出所：朝日新聞

2003 年 7 月 18 日
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図表 3.11

コカコーラのブランド価値

無形価値とは

ブランド価値
667億ドル

①ブランド
②その他無形価値

企業価値
1,248億ドル

・知的財産権(特許権・著作権等)
その他無形価値
161億ドル

・顧客データベース
・販売契約・販売チャネル
・技術・ノウハウ

投下資本
420億ドル

・経営者の能力・経営力

注１：企業価値は 2008 年末現在の株価総額である。
注２：投下資本=株主資本+有利子負債で、何れも 2008 年末現在
出典：インターブランド社提供資料

図表 3.12 の通り、ブランドの果たす役割は情緒的な製品ほど高く、機能性が高くなる
ほど低くなる。
図表 3.12

インターブランド社のブランド価値評価方法の概略

出典：インターブランド社提供資料
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図表 3.13 はインターブランド社のブランド評価における「７つの指標」である。点数
配分を見て理解されるとおり、強いブランドあるいは強い企業は高い市場シェアと海外展
開力を持っている。
図表 3.13

「７つの指標」

「７つの指標」の基本評価指標

出典：インターブランド社
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3.14

ブランド価値評価の目安

出典：インターブランド社

図表 3.15 に見られる通り、ブランドの金額換算価値は情緒が左右する消費財ほど高く、
機能重視になるほど低くなる傾向がある。
3.15

製品分野別の「ブランド役割指数」

出典：インターブランド社
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（４）インターブランド社のブランドランキング
下図は 2009 年のランキング 100 位以内の機械メーカーのランキング推移である。
図表 3.16

2001

ブランドランキング（順位）の推移

2005

2006

GE
4
4
4
ＮＯＫＩＡ
5
6
6
トヨタ
14
9
7
Iｎｔｅｌ
6
5
5
ＨＰ
15
13
13
Ｃｉｓｃｏ
16
17
18
BMW
22
16
15
ホンダ
21
19
19
Ｓａｍｓｕｎｇ
21
20
Ａｐｐｌｅ
49
41
39
ＳＯＮＹ
20
28
26
Ｃａｎｏｎ
41
35
35
Ｄｅｌｌ
32
21
25
Philips
55
53
48
Siemens
98
45
44
Ｆｏｒｄ
8
22
30
Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ
－
70
68
Ｈｙｕｎｄａｉ
－
84
75
Ｐａｎａｓｏｎｉｃ
72
78
77
Ｌｅｘｕｓ
－
－
92
（５）ブランド価値（金額換算、単位：百万ドル）

2007

2008
4
5
6
7
12
18
13
19
21
33
25
36
31
42
43
41
66
72
78
92

2009
4
5
6
7
12
17
13
20
21
24
25
36
32
43
48
49
68
72
78
90

図表 3.17 ブランド価値（金額換算、単位：百万ドル）

GE
ＮＯＫＩＡ
トヨタ
Iｎｔｅｌ
ＨＰ
Ｃｉｓｃｏ
BMW
ホンダ
Ｓａｍｓｕｎｇ
Ａｐｐｌｅ
ＳＯＮＹ
Ｃａｎｏｎ
Ｄｅｌｌ
Philips
Siemens
Ｆｏｒｄ
Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ
Ｈｙｕｎｄａｉ
Ｐａｎａｓｏｎｉｃ
Ｌｅｘｕｓ

2001
42,396
35,035
18,578
34,665
17,983
17,209
13,858
14,638
－
5,464
15,005
6,580
8,269
4,900
1,029
30,092
－
－
3,490
－

2005
46,996
26,452
24,837
35,588
18,866
16,592
17,126
15,788
13,231
7,985
10,754
9,044
13,231
5,901
7,507
13,159
4,085
3,480
3,714
－

2006
48,907
30,131
27,941
32,319
20,458
17,532
19,617
17,049
16,169
9,130
11,695
9,968
12,256
6,730
7,828
11,056
4,580
4,078
3,977
3,070

出典：インターブランド社提供資料
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2007
51,569
33,696
32,070
30,954
22,197
19,099
21,612
17,998
16,853
11,037
12,907
10,581
11,554
7,741
7,737
8,982
5,059
4,453
4,135
3,354

2008
53,086
35,942
34,050
31,261
23,509
21,306
23,298
19,079
17,689
13,724
13,583
10,876
11,695
8,325
7,943
7,896
5,288
4,846
4,281
3,588

4
5
8
9
11
14
15
18
19
20
29
33
35
42
47
49
66
69
75
96

2009
47,777
34,864
31,330
30,636
24,096
22,030
21,671
17,803
17,518
15,433
11,953
10,441
10,291
8,121
7,308
7,005
5,004
4,604
4,225
3,158

図表 3..18 自動車企業のブランド価値

出典：以下図表 3.20～3.23 インターブランド社提供資料

図表 3.19 自動車企業のブランド価値推移

出典：インターブランド社提供資料
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我が国製造業は投下資本に比してブランド価値を含む無形価値が低い傾向にある。設備
投資等に比べて収益性が悪いということになる。
図表 3.20 電機・通信分野企業のブランド価値

図表 3.21 電機・通信分野企業のブランド価値推移
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３．グローバル・ブランド戦略
先進国ではある程度の知名度を持ったブランドであっても、これから新たに新興工業国、
発展途上国に展開するとなると、知名度が低いケースも多くなってくると考えられる。
南米やアフリカでは地理的に近い欧米企業がすでに事業展開していたり、最近では韓国
企業が精力的にマーケティング活動を展開したりしている。我が国企業はこれから展開を
強化したいアジアにおいてさえ、現地の消費者や企業にとって知名度の低い存在であるか
もしれない。アジアで数箇所の生産拠点を保有している企業であっても、その生産の目的
が輸出やその地域の一部富裕層、特定企業を対象にしているのであれば、それら工場の労
働者や近隣の企業にとって、当該ブランドは購入の対象ではなく、縁の無い高級ブランド
である。そうした観点からも、グローバル展開の強化を目指す我が国機械工業企業は、こ
れまでの事業展開を見直し、戦略的なマーケティングに取り組まなければならないと考え
られる。
繰り返しになるが、品種戦略は、その市場で必要とされているものを知って提供するこ
とであり、ブランド戦略は、伝えたい価値をどのように顧客に伝えるかである。
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３．１

ブランドの階層

ブランド階層は下図に示すように、企業の全てのブランド要素の序列を明示したもので
あり、自社製品間のブランド関連性を示すので、整理すれば企業の製品体系ばかりか、事
業組織編制の見直しにも役立つと考えられる。
整理することにより、複数のブランドに跨った類似製品の投入によるカニバリゼーショ
ン(共食い)、文脈の違う製品の投入によるブランド・イメージのダウンの防止につながり、
ブランド戦略の検討、別ブランド化の検討に役立つことが期待される。
図表 3.22 ブランドの階層
企業ブランド

ファミリーブランド①

個別ブランド①

型番

①

ファミリーブランド②

個別ブランド②

型番

②

型番

③

ファミリーブランド③

図表 3.25 は GM のブランド階層である。一見、整理されているように見えるが、どのブ
ランドでも類似した車種を展開し、ブランドの違いが消費者によく理解されなかったとい
われている。
図表 3.23 2003 年当時の GM ブランドの階層
ディビジョナルブランドあるいは
アンブレラブランド（原則全て本社で管理）
世界で唯一
主力商品に
社名が付いていない
自動車メーカー
（GM=アメリカのイメージ）

GM

ビュイック

スウェーデンで
ブランド開発

オペル

ドイツで
ブランド開発

マリブ

世界各地でコントロール
（南米の車?
中東の車？）

ポンティアック
GMC

キャディラック

製品ブランド

シボレー
米国本社で管理

サーブ

セビル

本社でブランド
マネジャーが管理

ハマー
ホールデン

オーストラリアで
ブランド開発

サターン
オールズモビル

出典：山田敦郎『パワーブランド』 東洋経済新報社 2003.3.
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※買収企業のブランドを残し
たものが多いのが特徴

３．２ 企業ブランド･レベル
企業ブランドは、企業のイメージを代表するものである。企業ブランドは、消費者ある
いはユーザー企業に企業の「価値提供能力」を推察させることにある。
個々の製品ブランドを顧客が知らなくても、企業を知っていれば、企業ブランドは一種
のエンドーサー・「保証マーク」として機能する。
企業イメージは、(1)企業が作る製品、(2)企業がとる行動、(3)消費者とのコミュニケーシ
ョン等多くの要因から産まれるものであり、企業の社会的責任、CSR などとも深く関連す
る。
図表 3.24 ブランドが背景に持つもの
企業イメージ
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾛｲﾔﾙﾃｨ

信頼感

企業ブランド

過去の体験・実績

顧客満足
の約束
ニーズとの
マッチング
期待

広報・宣伝
消費者調査ﾃﾞｰﾀ
ＣＳＲ
スポンサー

製品･サービス
品質

価格
サービス提供

出典：東レ経営研究所作成

ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｽﾀｲﾙ

図表 3.25 企業ブランドが与える主要な企業イメージ
１．共通の製品属性、（高品質、使いやすさ、革新等）、所有することの満足
・品質

当該企業が最高品質の製品を生産しているという消費者知覚の形成

・革新性

新しくてユニークなマーケティング計画を展開している

２．顧客重視、顧客とのリレーションシップ
・顧客志向

顧客への対応と思いやり。顧客に耳を傾ける姿勢

３．社会責任、社会貢献(企業の理念や行動を訴える手段)
・環境配慮

環境を保護・改善、稀少な天然資源を効果的に利用する企業のイメージ

・社会責任

コミュニティ・プログラムへ貢献し、芸術活動や社会活動を支援し、社会全体
の福祉の向上を目指す企業

４．企業の信頼性
・専門度

どれだけ製品を適切に製造し、販売し、あるいはサービスを実施できるかとみ
なされる程度
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・信用度

どれだけ顧客ニーズに対して誠実で、頼りがいがあり、敏感であるように動機
付けられているかとみなされる程度

・高感度

どれだけ感じが良く、魅力的で、名声があり、躍動的であるかとみなされる程
度

3.2.1 企業ブランド・マネジメントの課題
強い企業ブランドにはその企業らしさ・独特の企業イメージがある。
「選択と集中」が進
んだ企業のイメージはそうでない企業よりも鮮明である。
（１）マイナスイメージの払拭
強い企業ブランドは、差別化と顧客にとって有益な価値を提案するブランドである。
企業はマイナスイメージを与える要因を徹底して回避しなければならない。
（２）ブランドイメージの一貫性
企業ブランドは様々な製品に付され、様々な文脈で使用されるが、強い企業ブランドを
構築するにはイメージの一貫性が必要である。一貫性を保てない場合は、戦略の見直し、
あるいは別のブランドにするなどの検討が必要である。
（３）企業ブランドのアイデンティティ創造
企業がこうありたいと考える一連の連想と顧客の連想を一致させることが望ましい。
企業が顧客に提供するもの(例：信頼)に対して顧客の共感を得られるようにすべきであ
り、企業は事業戦略と企業ブランドが果たすべき役割を支えるものは何かについて検討し
なければならない。
出典：D.A.アーカー『ブランドマーケティングの再創造』を元に東レ経営研究所が編集

知名度の高い企業ブランドは、その固定された強いイメージにより、新たな分野、顧客
層を狙った新商品を展開する際に大きな障害となることがある。
製品のイメージを一新したい、そのような時には一つの企業内においても、製品に応じ
て異なるブランディング戦略が採用されることもある。例えば、トヨタは最高級車ライン
の乗用車を販売するのに新たなブランド「レクサス」を投入した。
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（参考）我が国企業ブランドの特異性（D.アーカー）
「我が国企業と欧米企業のブランド戦略の最も大きな違いは、企業ブランドの扱いにある」というの
が海外の定説である。例えば、世界のブランド研究の第一人者であるＤ．アーカーは、日本の企業ブラ
ンド重視について日本企業は「企業イメージに夢中でそれに取り憑かれている。また、その社名をさま
ざまな製品につけて、最終的にブランド・アイデンティティの対象を、そのブランドの顧客だけでなく
従業員にまで影響を及ぼそうとしている」と評している。
日本が世界で特異な企業ブランド社会になったのは、戦後、短期間で企業が成長し、事業領域を拡大
していく中で、消費者のロイヤルティをつなぎとめておくためには企業ブランド特に財閥ブランドは、
消費者にとって信用の源として機能したことにあった。
例えば、「三菱」は大きな企業であり、信頼できるというイメージが、それぞれのサブブランドの背
景に存在した。また、各電機企業は戦後、家電製品等を販売していくには流通網を作ることから始めな
ければならず、小規模な小売店をチェーン展開するなど様々な支援を行った。その旗印が企業ブランド
であった。
出典：Ｄ．アーカー『ブランド優位の戦略』ダイヤモンド社

⇒東レ経営研究所のコメント
今回、国内外の機械工業のグローバル企業のブランド戦略を調査したところ、国内外企業のブランド戦略
に大きな差異は見出せなかった。アーカー等は、食品や GM の自動車等の消費財のブランドに関心が集中し
ていたものと考えられる。
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３．３

ファミリー・ブランド・レベル

ファミリー・ブランドは、複数の異なる製品に共通のイメージを結びつける。
既存のファミリー･ブランドが新製品のブランドとして用いられる場合、当該新製品の広
告宣伝費等のイニシャルコストは低くなり、受け入れられる可能性は高くなる。
逆にファミリー・ブランドを新製品に付けるということは、ファミリーを構成する製品
群のイメージを背負う事になり、製品としての斬新性は薄れる。
ファミリーを構成する製品間においては、新規製品と既存製品の調和、あるいは類似品
投入による共食いに注意しなければならない。
＜５つの成功の秘訣＞
①

コアとなるブランドを構築し、拡張する。
ブランドの持つストーリー性を重視するということである。
ブランド拡張

a.既存のカテゴリー内でラインを拡張
b.新カテゴリーに拡張

例：ナイキは靴から衣料、スポーツ用品へ展開、

成功した。但し、関連性がなければ逆効果となることもある。
②

ポートフォリオにブランドを追加。
新ブランドを導入するタイミングは、既存カテゴリーの新セグメントやまった
くの新カテゴリーを狙うとき。

③

弱体化し、重複したブランドを早めに削除する。

④

物事をシンプルにする。
ブランド・ポートフォリオや、ブランド階層をシンプル化する。

３．４

個別ブランド・レベル

個別ブランドは一つの製品カテゴリーに限って用いられるものである。個別ブランドは
特定の市場に焦点を合わせてデザインされる。
個別ブランド戦略のメリットは、固有の製品提案とポジショニングで顧客グループを正
確にターゲティングできることであり、個別ブランドに問題が起きてもリスクを最小限に
できることである。デメリットは、例えば図表 3.23 に見られるように（ＧＭは多数のブラ
ンドを持っているが、どのファミリー・ブランドでも類似した製品を展開したため、ブラ
ンドの差別化が難しくなってしまった）その維持・管理が難しいことである。
３．５

型番･モディファイアー・レベル

型番やモディファイアは品質レベル、異なる属性、異なる機能といった要因に結びつい
たブランド内の製品の差異を示すことができる。数字やアルファベット等を用いて記号が
示されることも多くなっている。
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（参考）ブランド階層の明確化による成功事例－フィリップス8

ネーミング・ブランド階層の見える化により、ブランド強化、売り上げ増につながった
事例である。
誰が見ても理解できるブランド体系が理想であり、そうした分かりやすいブランドは自
社から最終顧客に至る SCM の効率化に寄与する。
フィリップスは図表 3.26 に見られる通り、多数の製品ブランドを有しており、個々のブ
ランドと製品の結び付けが難しい。そのため、フィリップスではブランドを図表 3.29 の例
に示す通り階層化、整理することにより、倉庫や販売店の在庫管理等が効率化され、売り
上げ増にも繋がったという。
図表 3.26 フィリップスの製品ブランド群

出典：インターブランド社提供資料

図表 3.27 はフィリップスのネーミングの例であり、図表 3.28 はブランド階層構築の
判断基準の例である。

8

フィリップスでは、ブランド価値をアニュアルレポート、IR 報告書に説明するなど、ブラン

ド価値自体を経営指標・業績評価指標として活用している。
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図表 3.27 ブランド階層－トースターの例
ネーミング要素とガイドライン
ネーミング要素の定義
Masterbrand

具体例

顧客にとって信頼・安心できる
企業のシンボル

Philips

商品/ファミリーブランド

顧客にとって魅力的な商品
そのものを表すシンボル

Cucina

Descriptor

商品を示す一般名称

toaster

アルファベットと数字で表す
商品型番

HD 2623

商品の機能レベルを表す
数字や記号

2400W

商品特性を示す
メッセージ記号

croissant
warmer

コーポレートブランド

Product/Family

識別名称

Alphanumerical
アルファベット数字記号

Version
バージョン記号

Feature
特性記号

出典：インターブランド社

ネーミング・デシジョンツリーの例
図表 3.28

ネーミング・デシジョンツリーの例

出典：インターブランド社
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３．６ カントリー･オブ･オリジン（COO）

COO は企業特有のブランドではなく、原産国表示（例：日本製、Made in Japan）であ
る。法律的な必要事項である COO は製品やパッケージに記載されるため、原産国への連想
が常に購入時に生み出され、製品選択に影響力を与える。但し、リーバイス、ナイキ、キ
ッコーマン、グッチ、シャネル、BMW などの世界的に著名なブランドの場合、COO の表
示が無くても消費者は原産国をイメージできる場合もある。
消費者は特定の国の製品やブランドについての信念やイメージに基づいて、ブランドを選
択することができる。日本製品は海外で高品質であると受け止められており、新興工業国
など世界各国で類似、模倣のブランド、似通ったブランド、製品が多数生産される。その
ため、我が国製造業では、良い原産国のイメージを強調することで製品やサービスの差別
化を図ろうとする動きがある。最近、我が国の製造業界から日本製品の安定した高品質、
安全・安心などを国際競争力・差別化要因として「Made in Japan」「Made by Japan」の
訴求方法検討の機運が生まれている。
※外国の政府による COO キャンペーンの例
事例として COO を活用して自国製品をプロモートするキャンペーンを行う台湾の例を紹
介する。
台湾は一定の資格を有する製造業者に与えられる「シンボル・オブ･エクセレンス（製品
に『台湾製の非常に優秀な製品』と記載された赤いラベルをつけることを許可する）」を開
発している。

台湾のシンボル・オブ･エクセレンス
「台湾精品」とは、中国語で「台湾ブランド」の意味である。 台湾経済部の下、中華民国
対外貿易発展協会（TAITRA, 旧 CETRA）は台湾製品と台湾のイメージ及び品質向上を目指し、
＜innovalue=創新価値＞をキーワードとして毎年台湾製品の中からシンボル・オブ・エクセ
レンス賞を選定している。「台湾精品（＝台湾ブランド）」はその受賞製品の総称である。
これら「台湾精品（＝台湾ブランド）」は (1)品質管理システム、（２）製品デザイン、
(3)innovation/R&D、(4)市場実績、(5)ブランド認知度の５分野における国際専門家審査委
員会によって選ばれた台湾を代表する製品である。
出典：http://www.taitra.gr.jp/seihin/seihin_R.html
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３．７

「ジャパン・ブランド」（Manufactured by Japanese Company）に関する考察

ここでの「ジャパン・ブランド」は経済産業省が進めている伝統工芸品の海外進出支援
のジャパン・ブランドではなく、もっと日本全体の工業製品をイメージしたものである。
今、産業界に技術力を中心にした日本の総合力をブランドとして活用したいという機運
が生まれている。そこで、日本というブランドイメージについて以下、検討を行った。
（１）工業製品に見る「ジャパン」のイメージ
この節で取り上げる企業ブランドは、その国のイメージを代表するナショナル・ブラ
ンドである。国を代表するブランドは、その国の『歴史』や『文化』を反映していると考
えられる。
目新しいハイテク製品、高性能・高品質の機械が登場すれば、「それは日本製だろう」と
いうシーンがハリウッド映画等によく登場したりする。「ジャパン・ブランド」は高い技術
力・品質のブランドだと受け止められている証左である。
図表 3.29
国
米国

ナショナル・ブランドの持つイメージ

ナショナル・ブランドの例

歴史、文化的イメージ

コカコーラ、ＫＦＣ、ナイキ、 無国籍（ユニバーサル）＊１、合理的・
ＧＭ、フォード

現代的、力・パワー

サンローラン、ルノー

優雅・貴族

ドイツ

ベンツ、ＢＭＷ、シーメンス

質実剛健、マイスター

英国

バーバリー、ウェッジウッド

貴族、紳士、女王陛下

フェラーリ、グッチ

明るい日差し、陽気な人々

韓国

三星、現代

(同一地域の日本のイメージ踏襲)

中国

＊国を代表するブランドは思い

4 千年の歴史はあるが、新興国のイメー

つかない

ジ。工業製品にはこれといったイメージ

フランス

イタリア

は無い＊２
日本
＊１

トヨタ、ソニー、パナソニック

米国のブランド

機能的、精巧、正確

コカコーラ、ＫＦＣ、ナイキなどに文化性は無い。

米国は多国籍の移民の国であり、特定の文化を持たない。
＊2 中国は文化大革命により、その 4 千年の歴史は否定された。その結果、中国製品のコ
ストは安いが、工業製品に伝統、文化などが感じられない。
日本製品を総括するとデザイン、色等の派手さ、斬新性は少なく、地味だが、使いやす
さ、故障の少なさがあり、実用的で長持ちするということであろう。自動車分野で日本車
が米国車を追い抜いたが、背景は低燃費性もあるが何よりも信頼性であったと考えられる。
このジャパン・ブランドの価値は日本の文化が生み出したものである。少なくとも江戸期
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以降の日本人にとって狭い地域で定住するには信頼を失うことが最も怖いことだったので
あり、目に見えないところまで手抜きをしないことは、当たり前のことであったと思われ
る。米国流ビジネスモデルから見たら、理屈に合わないが、これが部品や完成品の欠陥率
の低さにつながり、安全性の高さにつながっていた。
日本製品のイメージは「日本は世界でもユニークな国である。技術力は抜群で、品質に
ぶれがなく、何よりも安心感がある」といったところではないかと考えられる。我が国製
造業企業が改めて世界に打って出る場合、そうした技術力、「信頼」のイメージは活用した
いものである。折角、長い長い時間をかけて築き上げたジャパン・ブランドである。大事
に守り育て、ビジネスに活用したいものである。
（２）最近の日本イメージの変化
今、日本の評価はアジアの若者を中心に変わりつつある。
日本は世界、特にアジアの若者を中心に、
「クール（かっこいい）」
、
「ヘルシー（健康的）」
と見られている。
高度成長期以降の日本を代表するものは、信頼できて、丈夫な車や電気製品など工業製
品であったが、最近ではアニメ（キティー、ガンダム）、ファッション（原宿、銀座）など
が「クール（かっこいい）」といわれ、日本の長寿化から食文化が「ヘルシー（健康的）」
といわれ、「すし」などが受けている。
機械工業企業はこうした日本のイメージを活用して、これまでの技術一辺倒の製品開発
から、一歩踏み出した製品の開発、ビジネスモデルの構築を図りたいものである。
しかしながら、日本の製品のイメージの中心は「技術」と「信頼」であること忘れはな
らない。また、ブランドは構築するのに時間と金が掛かるが、一瞬にしてブランドイメー
ジは壊れることがあり、イメージの維持・向上には十分な注意を払って望む必要がある。
(3)日本のブランドの強みついて、
インターブランド社では 2009 年に同社の各国オフィスのコンサルタント約 150 人に対し
て日本のブランドに関するアンケートを行っている。以下はその結果の要約である。
①日本のブランドの強みと弱み
日本の強みの回答の上位には、高い技術力と品質・革新性・デザイン性・信頼性などが
挙げられた。日本を代表的するブランドの多くが、自動車、エレクトロニクス分野である
ことが影響しているためか、機能的な特徴への評価が中心であり、ブランドをブランドた
らしめている情緒的な価値への評価が少ない。
②日本発のブランドの改善点
日本発のブランドをグローバルブランドにするために何が必要であるかとの問い対して
は「グローバルレベルのコミュニケーション」「グローバルなアプローチ」「人間的、親し
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みやすさ」「独自性・差別性」を求める声が数多く挙げられた。日本発のブランドは全体と
して「おとなしく」、グローバル市場の中でのブランドとしての存在感が弱いと認識をされ
ている。
③グローバルでトップ 100 になるために
今後日本発のブランドがグローバルに躍進するためにはどうすべきか？
この問いに対しては様ざまな意見が寄せられたが、大別すると次の 5 つに分けられる。
コミュニケーション活動を活発に行い、グローバルにおける認知を拡大させ、存在感を
高める。
他の文化圏に適応するアプローチにより、深く浸透させる。
日本らしさを機軸にブランドにフォーカスすべき。
情緒的価値を高め、もっと人間らしく、もっと身近な存在に。
考え方、言い方(ネーミング、ブランドステートメントなど)、見え方(デザインなど)を
グローバルに適したものにする。
図表 3.30

ブランドのビジョン・ミッション・価値
ブランドビジョン
ブランドの志
ブランドの夢
ブランドの存在意義
(目的）

Brand Vision

ブランドミッション
ブランドの志や夢を
実現するためにすべきこと
(手段）

Brand Mission

Functional
Value
機能的価値

Value

Emotional
Value
情緒的価値

ブランドバリュー
ブランドが顧客に
提供する価値
(結果）

出典：インターブランド社「日本のブランドへの提言 2010.01.28」
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４．企業間取引(以下、Ｂ２Ｂ)におけるブランド
企業間における主な取引商品は以下の通りである。
ⅰ．設備用機器
ⅱ．部品
ⅲ．原材料
ⅳ．用度品
ⅴ．業務用消耗品
ⅵ．業務向けサービス
（１）従来の B2B の取引の特徴
①企業間の取引対象は、主として生産財である。
これまで、生産財の取引においては価格と機能が重視され、この 2 項目が満たされてい
れば、ブランドはさほど重要ではなかったといえる。
②B2B の取引の購入側の担当者は企業組織の専門度の高い購買担当者であり、自社のニー
ズ(スペック)に従って機能・性能を見極めて購入を決定する。販売する側の営業担当者
の個人的な製品知識、業界知識や交渉能力等が大きく左右する。
③B2B のブランド：企業ブランドと分かり易いブランド階層の構成が重要
企業ブランディング戦略と明確なブランド階層の採用が重視される。
・生産財は多様な製品ラインや製品バリエーションによって特徴付けられるので、論
理的で明快なブランド階層を構築することが重要である。
・生産財は種類が多く複雑なため、取引先企業の信用や実績を重視することから、企
業ブランドやファミリー･ブランドが強調される傾向が強い。
（２）B2B 取引の新たな傾向：ブランドの重要性増大・背景としての事業環境の変化
機械の B2B 取引は継続取引が主体であり、かってブランドはさほど重視されなかった
が、最近ではブランドが注目されるようになってきている。背景として技術の発展、高度
化による取引対象商品の複雑・高度化、バブル崩壊後の売り手、買い手の要員のリストラ・
合理化等により、団塊世代の退出等ベテランの減少により、従来の購入システムの維持が
困難になり、ブランドの重要性が増したことが考えられる。
購入者側の事情
①購入の集中化と分散化
昨今の新聞等を見ると、特にリーマンショック後の傾向として事業部、事業所、提
携企業毎の購入からコストダウン目的で集中購買、本社購買化の動きが増加の傾向に
ある。その一方で技術進歩・高度化やサービスの激しい変化に購買が対応しきれず、
生産等の現場での購買への切り替えなど購買部門以外の機能分散も進んでいる。
②取引のソリューション化
取り扱い製品の高度専門化などから、顧客の機能・使用法等の説明等ソリューション
提供要求が高まっている。
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③購入のグローバル化
販売側、購入側が共に海外移転が進んでいることから、取引のグローバル化が進ん
でいる。
販売側の事情
①ステークホルダーとの関係性強化のため、ブランド・イメージの発信を強化してい
る。
②企業間競争のグローバル化
グローバル化の進展により、新規顧客争奪競争が激化している。
③新たな競争優位の軸の確立
コモディティ化が進み、技術や機能面だけで差別化が難しくなっている。
新たな競争優位の軸の確立が課題になってきている。
（３）グローバル時代の B2B ブランド戦略
B2B ブランド戦略立案に当たって留意すべき事項は以下の通りである。
①基本に立ち返ったブランド戦略の見直し
表面的な変更に留めず、自社ブランドの存在意義を再定義し、戦略を練り直すことが
重要である。特に新規参入市場では、新たなステークホルダーとの関係性を構築する必
要がある。
②組織対応によるソリューション提供
提案型営業によって顧客企業の課題を解決するとき、営業担当者個人ではなく組織と
して顧客から信頼されていなければ提案は受け入れられない。
③技術や素材による差別化の訴求
技術や素材をブランド化し、それに対する最終消費者や流通業者からの評価を梃子に
顧客企業を攻めていく。
④B2B 商品の商品体系のシンプル化

M&A や事業再編でブランドが重複していたり、グローバル化により、国や地域で異な
るブランド･ネームを使用していると、複雑な対応が強いられる。そのためシンプルで効
果的な商品ブランド体系の構築が必要である。
⑤B2B と B2C 兼業のシナジーを活かすブランディング
双方の強みを活かしたブランド力の強化が必要である。
出典：余田拓郎、首藤明敏『B2B ブランディング－企業間の取引接点を強化する』
日本経済新聞社
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（参考）B2B ブランド戦略の成功事例（インテル）

インテルは巧みな技術囲い込み戦略とブランド・ロゴの利用によって事業基盤の強化に
成功した B2B 企業である。生産財企業による積極的認知度アップの成功事例である。
“Intel Inside プログラム”
「“Intel Inside プログラム”(広告費の一部をインテルが負担するもの。最大で半分をインテルが負
担すると言われている)」
「インテルインサイドのロゴをインテルの意向に沿った目立つ形で広告にとり入れたコンピ
ュータ会社に対しては、宣伝費用の一部を負担するというもの。契約の条件は、インテルか
らマイクロプロセッサを購入した個々のメーカーに対し、購入額の 3 パーセントを「マーケ
ティング開発資金」として提供するというものだった。」
※ 具体的内容
1. ドルビーのマークのようなものをパソコンに付けて統一ブランディング・キャンペーン
を実施する。その際、ドルビーが失敗したようにマシンの裏側に表示するのではなく、シ
ールを目立つ前面に張らせる。
2.広告の中に PC メーカーが同じマークを張ったら、何パーセントかの媒体コストをインテ
ルが負担するという条件で広告にも乗せてもらう。その際、広告量に応じて、別途まとま
った金額の割戻しをするキックバック予算を用意する。
3. 「インテル入っている」の 1 秒間のジングル9音を作り、テレビ CM の最初か最後に挿入
してもらう。インテルは回数に応じてコストを払う。
図表 3.31

インテルインサイド

出典：インターブランド社提供資料
出典：インターブランド社

9

CM の中で流れる音楽のこと
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図表 3.32

Ｄ．アーカーによるインテルのブランド戦略分析

出典：インターブランド社

新シンボルの生成（2006 年 1 月）

図表 3.33

新しいシンボル

インテルインサイドのロゴも、10 年超と
なり、新鮮味がなくなったことから、イン
テルは更なる飛躍を期して右記のようにロ
ゴの変更を行った。

出典：インターブランド社
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５．グローバル化時代のブランド戦略
グローバルに通用するブランドは、製品、広告、ウェブサイト、使用感などに関してグ
ローバルに統一されたブランドである。グローバル・ブランド形成の最大のメリットは、
規模の経済である。
ブランドは、短期間で育成されるものではない。グローバル・ブランドを育成するには、
まずブランドの「核」となる製品の機能の面で高いパフォーマンスを実現することであり、
企業戦略レベルのブランド戦略とは、他のマーケティング目標よりも、ブランドの価値を
高める目標を優先させてマーケティング活動を計画･実行することである。
５．１

ブランドの管理・戦略

ブランド管理の目的はブランド価値をどうやって最大化するかであり、企業の全製品に
わたって、ブランド価値を最適に管理し、ブランド・ネームおよび他のブランド要素の適
切な組合せを選択しなければならない。実際のグローバル･ブランドの展開は、意思決定す
べき戦略内容を、絶対的なもの(ロゴ、形、色)と、調整可能なもの(広告表現)、自由裁量の
もの(地域プロモーション)などに分けて進められる。
水平分業時代のブランド管理の難しさ
以前は先進国間で行われてきた水平分業が新興国と先進国の間でも見られる様になって
いる。米国などの電子機器分野では OEM や ODM が当たり前のようになっている。
新興国、発展途上国の生産能力の向上により、製品のコモディティ化が進んできており、
今後は家電、機械、および電気自動車化による乗用車のコモディティ化進むことから、世
界を舞台とした価格競争の激化が予想され、生産と販売が分離した体制下におけるブラン
ドの管理・使い分けが重要な企業戦略となってくると考えられる。
また、新興工業国の大量かつ安価な製品の登場により、収益性が悪くなった製品ブラン
ドを持つ海外の先進国企業には、事業経営の悪化でブランドを OEM 先等の新興国企業等に
売る企業も出てきている。
例：

ブランド売買の事例
例１：ベンキュー・シーメンス

2005 年

台湾のベンキューがシーメンスの携帯電話

事業を買収、以後ベンキュー・シーメンスのブランドで事業展開を行った。
例２：IBM は 2005 年に聯想・レノボへパソコン事業を売却した。IBM の著名なブラ
ンドである「ThinkPad」等の所有権も移転した。
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５．２

ブランド戦略－強いブランドを作る

事業をグローバル展開するに当たって、新たなブランド、既存ブランドを活用した早期
の成果創出、市場獲得などを狙う場合にどのように強化するかであるが、下図のように事
業戦略とブランド戦略は車の両輪であり、事業コンセプトに従い、一貫した活動が重要で
ある。
図表 3.34

事業戦略とブランド戦略は「車の両輪」

ビジネスが成功する可能性を高めるには
どのような評判を作ればよいか

事業戦略
事業戦略

ブランド戦略
ブランド戦略

よいビジネスづくり
よいビジネスづくり

よい評判づくり
よい評判づくり

よい評判をさらに高めるには
どのようなビジネスをすればよいか

ブランドコンセプト

事業活動

ブランドシンボル

顧客視点
(情緒的価値）

確たる評判をつくる

どんな評判をつくるか

一貫した考え方

決定する

確たる評判をつくる

コンセプトに基づいた

一貫した事業活動

事業活動を行う

確たる評判をストッ

事業活動の評価がブラ
ンドシンボルに
蓄積される

クする受け皿

（１）ブランドの役割
企業や製品等の情報を単純化し、顧客の理解を速める役割を果たすのがブランドである。
図表 3.35 ブランドのコンセプトの明確化
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図表 3.35 のように商品コンセプトが錯綜・混乱していては顧客に対する訴求力は無いが、
ブランドを中心にコンセプトを整理することにより、顧客の理解が得られるようになる。
（２）ブランドの考え方を明確化する意味
顧客・消費者の頭の中に企業が伝えたい情報をシンプルに刷り込むことが目的である。
事業の方向性と外的要因を踏まえた上で数ある情報価値を「再編成」し、企業情報のシ
ンプル化により、消費者の記憶・識別性を高める。強いブランドを作るには、企業の意志
と顧客に認識を合致させなければならない。
図表 3.36 の左は、企業が伝えたい B というイメージが、ブランドに関連する諸要素に統
一性がないため、ブランドイメージが分散していることを表している。
図表 3.36

ブランド力の強化

出典：インターブランド社提供資料

（３）ブランド管理のフロー
強いブランドは、下記のステップを創造される。詳細は図表 3.36 を参照願いたい。
STEP１

ブランドの現状を把握する

STEP２

ブランドのあるべき姿を描く

STEP３

基本戦略を構築する

STEP４

基盤を創る

STEP５

実行／検証する
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図表 3.37 Brand Value Management

＜STEP1＞

ブランドの可能性と限界を
見極め、今後のブランド戦
略を考える判断材料を収
集する

目的

準備
(VALUE)

＜STEP3＞

ブランドの
あるべき姿を描く
STEP1をもとに、ブランド
の今後の方向性を定める

n

＜STEP4＞

基本戦略を
構築する
グローバルな視点に立っ
て
経営方針とブランドを整合
させていく

n

＜STEP5＞

基盤を創る
ブランドを付与する企業を対象に、顧客
との全接点を、ブランドをもとに一貫性を
持たせていく
n定期的に測定するための仕組みを作る
n

実行/検証する
STEP4を実行
定期的にブランド向上度合
いを測定し、STEP2～4を必
要に応じて修正していく

n
n

顧客の意識
・ニーズ把握
ブランドの
課題整理

ブランド価値評価

自社の認識
把握

ブランドの
価値の明確化

ブランドの
価値の明文化

ブランドの
価値を具体
的に解釈する

基本方針
の策定

企業独自の
価値明文化

ブランド
ポートフォリ
オ

評判
判を
をス
スト
トッ
ック
クす
する
る
評
器を
を作
作る
る
器

基盤構築
(CREATE)

のフロー

＜STEP2＞

ブランドの
現状を把握する
n

TM

ブランド体系の
再構築
ビジュアルアイデンティティ
システムの構築
ブランドにあわせた環境開発
(社内外)

導入・実施

ブランド維持・向上のための組織整備

事業・業務への
具現化策

０次評価

ブラ
ラン
ンド
ドコ
コン
ンセ
セプ
プト
トを
を
ブ
全体
体で
で体
体質
質化
化し
して
てい
いく
く
全

導入/定着
(MANAGE)

ブランド評価の仕組み構築

象徴する事業
商品構築（新規）
事業・業務改善
/改革（既存）

社内への浸透（全社員）
効果
果的
的な
な伝
伝達
達
効

社外への浸透
（社外コミュニケーション）
ステートメントのリニューアル/開発
WEBサイト再構築
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評 価

（参考）ブランド強化の成功事例１：BMW（Bayerische Motor Werke Aktiengesellschaft）

ブランドイメージの統一でブランドの訴求力、効果を高めた事例
（分散していては投資効果が減殺され、場合によってはマイナスイメージになる。）
ブランドイメージの統一に向けた活動

1970 年代、ＢＭＷを取り巻く環境
図表 3.38 高級イメージへの転換に向けたコンセプトの追加
■ 市場からの評価
• Mercedes Benz は、高級自動車市場におけるマーケットリーダーであった。
• 一方、BMW は高速道路を疾走するのに適した車としか認識されていなかった。

■

ブランドイメージの分散

•BMW ブランドの世界観を見せるツールが統一されていなかった。
•BMW のディーラー・ネットワークが弱く、しかも見せ方・伝え方が様々であったため、

BMW の伝えるべき価値やブランド世界観が顧客に明確に伝達されていなかった。

目標は Mercedes Benz。高級車市場に食い込む。

ブランドイメージの統一、高級感の演出
従来から持っている革新、ダイナミズムに加えて美しさ・洗練を加えて高級イメージ作りに徹
した。

ＢＭＷでは、あらゆる活動が「ブランドのあるべき姿」に基づいて展開されている。
「ブランドのあるべき姿」に基づく基本要素の開発
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伝えたいイメージと伝わったイメージが重なる時、ブランドの価値は非常に高くなる。
そのためには、企業活動全体を統一されたものにする必要があった。
図表 3.39 BMW のブランドイメージの統一

出典：インターブランド社

図表 3.40

ＢＭＷ社のブランド価値推移
BMW

百万US$
25000
20000
15000

17,126

19,617

2005

2006

21,612

23,298

21,671

13858

10000
5000
0
2001

出典：インターブランド社
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2007

2008

2009

(参考)ブランド強化の成功事例２：テキサス・インスツルメンツ(以下、TI)
分かり易い、目に付く、覚えやすい、発音しやすいネーミングで成功

DLP（ディーエルピー）とは、Digital Light Processing の略で、TI 社ルメンツの登録
商標（1987 年登録）であり、デジタル・ミラー・デバイス(DMD)を用いた映像表示シス
テムのこと。2006 年現在、プロジェクタ市場の 50%を占め、液晶式プロジェクタと市場
占有率を争っている。
英語の単語の頭の文字を取って作るブランドは、視覚、聴覚への訴求度を高めるという
観点から、その文字数は 3 つ、多くとも 4 つが望ましい。勿論、Digital Light Processing
という言葉が製品の特徴を上手く捉えていることや、製品の機能その他の要因が働いたの
は間違いないが、TI の DLP のネーミングが成功に寄与したことが十分に推測され、シェア
50%を獲得している。

TI はデジタル・ミラー・デバイスのサプライヤーに徹し、TI のブランド力を活用しつ
つ、早い時期に、一般向け、ホームシアター向けにはプロジェクタの目立つ所に、また、
劇場向けには画面に、DLP ブランドを露出させることにより、DLP ブランドの存在感を
強調したことが成功要因の一つである。
図表 3.41 DLP（インターブランド社提供）
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６．製品とブランドの関係
６．１

ブランドの核となる製品

品種戦略あるいは製品戦略は、ブランド戦略と密接な関連性を有する。
製品自体は、まさにブランドの核であるが、顧客にブランド・ロイヤルティを抱かせる
には、製品機能、特性が少なくとも顧客の期待以上でなければならない。
顧客の製品評価項目・視点は以下の通りであり、評価は競合品との関係において総合的
に行われる。
①機能

②特性

③品質

④信頼性

⑤耐久性

⑥サービス性

⑦スタイルとデザイン
６．２

ブランド・ラインの拡張

企業がある市場に新たに進出、あるいは強化する場合、どのような製品をどの様なブラ
ンドで展開するかは最もキーとなる事項である。本調査研究のテーマでもあるが、その時
の問題についてブランド・ラインの観点からブランド理論の大御所 D．アーカーの意見を
要約すると以下のとおりである。
①ブランドの垂直展開の難しさ
新しいブランドの立ち上げには、リスクとリターン、どれだけのチャンスがあるか、展
開方法などを検討すべきであるが、多額の初期投資、流通関係者の説得など手間ひまが掛
かることから、基本的には避けるべきである。
②上位(高級ブランド)から下位(低級ブランド)へ拡大
成功すれば規模の経済、売上の増加となり、失敗すればブランド力を損ねる事になる。
・親ブランドとサブ・ブランドをはっきりと差別化して行う
・割高な価格設定は失敗する。値引き合戦で生き残るには、値段以外で他社製品と差別
化できることが必要条件となる
③中位・下位から上位へ
価格に見合うだけのノウハウ、実力、意気込みがあり、それが消費者に伝わるかどうか
が成否を分ける。実際には、中・下位ブランドにない高級ブランドとしての必要なイメー
ジ、ブランド・パーソナリティ、知覚品質などの製品への賦与は困難である。
・今のマーケットで成功しているなら、サブ・ブランドを使うべきである。
例：「スペシャル･エディション」、「プレミアム」「ゴールド」「プラチナ」
・徹底した差別化がポイントである。品質、宣伝、パッケージ等の差別化である。
④新ブランドを活用したサブ・ブランド戦略
ターゲット顧客は、高品質を望むが、実質本位の価値判断をする人々、あるいは、値段
が高すぎて手が届かないけれども高級ブランド品を購入使用したい人々の 2 種類である。
ａ．エンドーサー(親ブランドよりサブ･ブランドの影響力が強い)
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・米国の農機具メーカーのジョンディーア社のスーパー・専門店ブランド「セーブル」
・マリオットホテルのビジネスマン、ファミリー向けホテルのチェーン展開
ｂ．コ・ドライバー(親ブランドとサブ･ブランド影響力は同程度)
・MJB ユーロ・ロースト･コーヒー、
・ジレットの使い捨てかみそりジレット・グッド･ニュース
ｃ．ドライバー(親ブランドの方がサブ･ブランドより影響力が強い)
・ベンツの C クラス10
④国によるターゲティング顧客の違いは失敗につながる
リーバイス、シティバンクは、米国では機能重視の中位ブランドだが、ヨーロッパ上位
ブランドとして展開しており、イメージに統一性がなくいずれ問題化する。
異なるブランドを扱えるならば使い分ける分けるべきである。
出典：David A Aaker の『Should You Take Your Brand to Where the Action Is?』
HBR1997.9･10

要するに、海外展開に当たって、国内と同一製品を展開する場合は、同一ブランドが望
ましく、国によるブランドの使い分けは困難であり、現行ブランドより、上位、あるいは
下位の製品を展開したい場合は、その製品のコンセプトを明確にした上で、サブブランド
を展開することが望ましいということになる。
６．３

製品ラインの拡張

以下に紹介するのは、製品ラインの拡張は②の魅力があるが、③のように注意すべき項
目も多いことから、派生商品を数多く開発することは差し控えるべきだとの意見である。
①

製品ラインの拡張は本当に有利なのか
細分化する市場への対応のため、派生商品の増強を行うことは、見えざるコストが増加

し、ブランドイメージの弱体化、卸売業・小売業との関係の悪化を招くことが多い。
整然と管理された製品ラインのほうが、結局はより大きな利益を生み、組織全体にとっ
て資産となる。
②

製品ライン拡張戦略の魅力
消費者と流通業者が何か目新しいものを望んでいることから、また提供する方としても

顧客の細分化、幅のある価格帯の設定、販売数量の増加などが期待されることから製品ラ
インの拡張に踏み切ることが多い。
③

乱立する派生商品の落とし穴
しかし、製品ラインの拡張は企業の販売方針の不明確化、ブランド･イメージの拡散な

10

ベンツ E クラスよりも購入に対する敷居を下げた量販モデルとして計画・販売された
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どに繋がり、実際の販売においては派生商品で全体の需要は増えなず、流通在庫の増加に
繋がることが多い。
出典：製品ライン拡張のマネジメント“Extend Profit, Not Product Lines”
John A. Quelch, David Kenny

６．４

HBR1994 9/10

価格戦略

企業がブランドの浸透や、ブランドの強化に取り組む際の期待の中に価格プレミアムが
ある。価格と品質の間に一定の関係が存在し、
「価格帯」と呼ばれる許容可能な価格範囲が
自ずと出来上がっている。相場観といっても良い。
共同生産、OEM などでは同じメーカーの同等品であっても価格は安く設定されている
ことを意味する。スーパーのプライベート･ブランドなども相場より安いことを感じさせる。
価格設定する際には、消費者にとっての価値と品質は、コストとの関係で最適化しなけ
ればならないが、コスト削減のために品質を犠牲にしてはならない。
６．５

ブランドの買収と提携等－新市場におけるブランド展開の方法

海外市場でのブランド展開には、自社ブランドで行う地域を拡張するという方法の他、
既に現地で展開しているブランドを購入する、あるいはそうしたブランドと提携する方法
もある。
提携してスタートして、後で買収するという方法もある。
①地域拡張

既存の自社ブランドを新市場に適用する。

②ブランド買収

新市場で販売されている既存の他社ブランドを買収する。

③ブランド提携

他社となんらかの形でブランド提携する。(例えばジョイント･
ベンチャー、パートナーシップ、ライセンス契約など)

図表 3.42

ブランド展開方法の評価
評価基準

戦略
実現スピード

コントロール

必要投資額

地域拡張

遅い

強い

中間

ブランド買収

速い

中間

大きい

ブランド提携

普通

弱い

小さい
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第４章

国内外機械工業企業の取り組み

１．国内外企業のブランド展開状況
国内外のグローバルに事業を展開する企業の企業ブランド（コーポレートブランド）、製
品ブランド（プロダクトブランド）について国内外の機械工業企業のウェブサイトを中心
とした文献等調査結果、並びに国内外企業を対象に行った訪問ヒアリング調査結果を整理
する。
結果として、各企業のブランド展開は企業ブランドを中心としたものであった。
企業ブランドは企業の全てを端的に表すのものであり、その意味において企業の最も大
事にすべき資産であることが確認された。
図表 4.1 調査対象企業と調査方法
NO

調査対象企業

調査方法

企業名

国

業種

文献等

ヒアリング

１．１

キャタピラー

米国

建機

●

●

１．２

シーメンス

ドイツ

コングロマリット

●

●

１．３

ボルボ

スウェーデン

トラック

●

１．４

ノキア

フィンランド

通信

●

１．５

シスコ･システムズ

米国

電子部品

●

１．６

ABB

スイス

産業機械

●

１．７

サムスン電子

韓国

電気機器

●

●

１．８

ダイキン

日本

空調･冷凍機器

●

●

１．９

コマツ

日本

建機

●

●

１．10

東芝

日本

総合電機

１．11

森精機

日本

工作機械

海外企業

国内企業
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●
●

１．１

キャタピラー

1.1.1 企業の概況
（１）概要
社名：Caterpillar Inc.
業務内容：主力製品
・建設工事および鉱業設備機器
・ディーゼルおよび天然ガス・エンジン
・産業用ガス・タービン

などの製造・販売

売上高（連結）：44,958 百万米ドル（約 5 兆 2961 億円：103.4 円換算、2008 年期）
営業利益（連結）：4,921 百万米ドル（約 580 億円：103.4 円換算、2008 年期）
売上高営業利益率（連結）：10.9％（2008 年期）
純利益（連結）：約 3,541 百万米ドル（約 417 億円：103.4 円換算、2008 年期）
海外拠点：23 ヵ国で生産、販売活動は 200 ヵ国以上で展開。
従業員数：世界で 101,333 人（2007 年末現在）
企業ランキング
＊Newsweek 誌「Global Best 2009」
（2009 年発表）：機械部門で 1 位（連結営業利益）
によるランキング。対象となる財務データは基本的に 2007 年度のもの）
＊Fortune 誌「Fortune500」
（2008 年）
：50 位（売上高で評価。対象は米国企業のみ）
。
＊Forbs 誌「Forbs2000」
（2008 年）
：133 位（売上高、利益、資産、市場価値の 4 項目
にウエイトを付けて評価。ウエイトの詳細は未発表）。
NEWSWEEK 誌グローバルベスト 2009：機械部門第１位
図表 4.2 キャタピラー社の戦略概要

ミッション
ビジョン

理念：「Build、Deliver、Grow」

選択と集中

建設工事、鉱業設備機器
同社の事業は、組み立てよりコンポーネントや材料の比重が高く、コンポーネ
ント等の生産は資本集約的事業という。
合弁、合併、買収、統合等がアライアンスの中心に据えられていると考えら
れる。

経営と組織

・顧客重視のマトリックス型組織
・6シグマ
・物流、金融等のサービスを子会社化

世界展開

・グループ内適地分業、生産は米国42、海外58工場／23カ国 ←製品とサー
ビス両面
・インド／デザインセンター、中国／多機能研究開発センター

分業・連携

・製品別地域別最適生産分担
・社外の世界的ディーラーネットワーク

研究開発

・本社主導
・世界統一モデル、顧客視点の設計
・地域ニーズの抽出が課題、地球環境対策

（２）売上高と営業利益
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図表 4.3 キャタピラー社 売上高と営業利益

キャタピラー社 売上高と営業利益(百万ドル）
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3,000
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30,306
売上高
営業利益 2,684

36,339
3,784

41,517
4,921

44,958
4,921

51,324
4,448

0

（３）市場別売上状況
図表 4.4 キャタピラー社 市場別売上割合
キャタピラ社地域別売上

北米
欧阿中東
太平洋
中南米

2004

2005

2006

2007

2008

51.2%
26.5%

52.1%
26.1%

53.0%
25.7%

43.8%
31.8%

39.4%
31.4%

13.9%
8.4%

13.0%
8.9%

12.1%
9.3%

14.2%
10.1%

17.5%
11.7%
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1.1.2 ブランド展開
（１）展開状況
図表 4.5 キャタピラーのブランド展開状況
項目

内容

ブランドの由来、意味、 • 1904 年に無限軌道を足回りに使用したトラック・タイプ・トラク
狙い

タ（履帯式トラクタ）を世界で初めて製品化した企業であり、地上
を這いまわる形からキャタピラー(芋虫)と名付けられた。

コーポレートブランド • グローバルな展開として、企業の名前や企業ロゴ表示が以下の 4
つのタイプに分類される
の展開状況
①「Caterpillar」→ 工場進出の地域
②「Caterpillar」＋「国名」→ 主要なディーラー（イギリス、フ
ランス、ベルギー、日本等）
③「CAT＋社名」（金融や物流など） → 主な関連事業
④「Caterpillar」または、
「CAT」表示せず→ 提携や資本参加の場
合（OEM 企業や鉄道、電力関連など）

プロダクトブランドの • 以下の方針に則ってブランドを展開している。
①大型機械→ 「Caterpillar」
展開状況
②中・小型機械、グッズなど→ 「CAT」
ブランド表示の事例

• 主要市場における国別（言語対応）の Web site を運用している。
画面のレイアウト、
「Caterpillar」ロゴの配置、コンテンツ、イメ
ージなどが統一されており、一貫性のあるブランドメッセージを発
信している。

グローバルにおける環 • 創業以来の機械、エンジン、関連部品については「Caterpillar」
「CAT」ブランドは崩さない。
境コミュニケーション
• しかし、最近の企業買収や環境ビジネスや金融ビジネスについて
は、上記の方針にこだわらない。
ブランドロゴ、：「Caterpillar」、「CAT」
スローガン：「Today’s work, tomorrow’s world.」
コーポレートカラー：「キャタピラーイエロー」
：
トレードドレス：「Power Edge」11

11

trade dress《米国商標法》文字通りの意味は「商取引用の装飾」であり、本来は商品の包
装［パッケージ］を意味したが、現在（1999 年）では、製品の形状・外観・デザイン、さらに
は、ホームページのデザインやレイアウトまでが法的保護の対象となっている。
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図表 4.6 キャタピラー社のブランド価値
Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ
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5,004
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出所：インターブランド“BEST GLOBAL BRRAND”TOP100

図表 4.7 キャタピラーのブランド使用の実際

CAT Logistics

CAT ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ

CAT レンタル

CAT Reman(再生)

出典：インターブランド社

（２）ブランドについての今後の戦略
キャタピラーの企業経営の推移の中で「ブランド」に関する展開をみると、 金融や環境
関連事業は別として、創業以来の機械、エンジン、関連部品については「Caterpillar」
「CAT」
ブランドは崩さない方針である。
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1.1.3

CATERPILLAR 社訪問ヒアリング調査

2009 年 10 月 19 日, 米国イリノイ州ピオリア市
Mr.Edward Smith － グローバル・ブランド本部長, Global Brand Management Div.
Mr.Tom Pelger － グローバル戦略部長, Business Intelligence Group
Ms.Renee Richardson － マーケティング部長, Marketing & Product Support Center
Ms.Amy L.Volz－ブランド戦略コンサルタント,Marketing & Brand Management Div.
（１）販売のグローバル化
世界の建機のトップブランドである。
キャタピラー社の世界展開の基本スタンスは、最強のディーラーネットワーク、サー
ビス、ブランド力等を総動員してプレミアムプライスを維持し、マーケットでのリーダ
ーシップ取ることにある。
新興国市場でそれが初めから通用しないケースでは、市場シェア獲得を重視し、価格
は数年後に値戻しすることを前提に入門料を払うつもりで弾力的に対応する。
新市場参入に当たり、量・利益・シェアのいずれを重視するかはバランスの問題であ
る。市場対応は、先進国、新興国という区分ではなく、成長期の市場か、成熟期の市場
かの区分を重視しており、当然成長期にある市場を優先する。
新市場の開拓は、ともかく産業用の需要の精査から始める。
中国などの新興市場では、性能・寿命面で落ちる現地の製品が Caterpillar の半分以
下の価格で供給され、顧客が奪われることもあるが、そうした顧客も Caterpillar に戻
ってきている。顧客は最終的には価格ではなく品質、サービス、環境対応等で選択して
いる。
先進国市場は、リプレース需要、新製品投入市場としてその重要性は大きく、手を抜
くようなことはない。
（２）商品戦略・品種戦略
「コストダウン、顧客の要請・環境等の規制への適切な対応」を基本とする。
即ち、
（A）顧客の要請、ディーラーの要望並びに各種規制への対応と、
（B）コストダ
ウンの両立に最大限の努力を払うことが肝要であり、時としてジレンマに陥る。
環境規制面からグローバル市場を、①規制の厳しい市場（日米欧）と、②比較的緩や
かな市場に分けており、それに対応した商品を投入している。Caterpillar 社は最も早い
時期から環境技術開発に大型投資を継続してきており、業界をリードする地位にある。
上記①の市場に関しては、システムとデザインも重要な要素であり、コストアップが最
大の問題である。②の市場は規制が緩やかであるが、競合が激しいためコストダウン＋
各種サービスといった要素が勝負となる。

73

新市場のニーズの把握方法は、既に 200 ヵ国の市場を持っており、そこの現地ディー
ラー及び地域別に開設している Caterpillar 支社・支店が常に調査活動を行なっており、
その情報や提案がベースになる。そこに本社の生産とマーケティングの責任者が合流し
て精緻な商品戦略を練り上げる。
（３）ブランド戦略
企業ブランド「Caterpillar」の傘下に、約 30 の商品ブランドを使っている。その代
表的商品ブランドは、プレミアムブランドとして 1952 年誕生の「CAT」である。更に
自社で誕生した大小のブランドに加え、買収・統合した企業の良質のブランドも傘下ブ
ランドにして積極的に使用している。
ブランドを売上げ規模の順に並べると下記のようになる。
「CAT」＞「CAT Financial」＞「Progress Rail」= 「Solar Turbines」 ＞
「MaK」 = 「Perkins」等々
新製品のブランドは、経済的合理性・効率性から約 30 の既存ブランドのいずれかを使
うことを基本としている。
そのブランド使用可否決定には、約 70 項目の基準をパスすることが必要である。特に
下記 5 点は最重要項目である。①品質、②信頼、③持続性、④ディーラーの能力（ディ
ーラーのサービスのスピード、サービスの質、アドバイス能力、顧客との信頼関係、フ
ァイナンス能力など）、⑤顧客の満足（その製品を所有することに顧客が誇りをもつかど
うか）である。
製品差別化や企業リスク回避を目的とし、別ブランドで展開することはやらない。
時間と金を投じ育成してきた現行ブランド自体の信頼性を阻害する懸念がある。
企業の買収・吸収・合弁に当たっては相手側のブランド力も精査するので、製品の性
格にもよるが、市場に強力で高い信頼感があれば基本的には積極的に使用していく。

5 年前に建機事業の合弁を開始した中国では、地場市場に強い相手側ブランド
「SEM」（旧社名は Shendon Equipment Manufacturing）を使用して成功しているの
が好例である。
（４）グローバルな商品戦略・ブランド戦略の決定者
本社の各事業本部長が、製品の性格、流通チャネル、価格及び上述のブランドクライ
テリアなどを総合的に判断し決定する。
中国で Caterpillar 社がエスカレーターを現地生産するに当たり、現地の声や種々の
意見があったが、最終的に「CAT」ブランドの使用を決定し、事業はうまく展開して
いる。

74

１．２

Siemens AG

1.2.1 企業の概況
（１）概要
本社所在地：ドイツ

バイエルン州ミュンヘン

業務内容：産業、エネルギー、医療分野
売上高：767 億ユーロ（2009 年度）
営業利益：25 億ユーロ（2009 年度）
売上高営業利益率：3.2％
研究開発：39 億ユーロ／2009 年度（2009 年度）
従業員数：405,000 人（68％がドイツ以外の国で働いている）
営業所等：1640 ヵ所、世界 190 ヵ国に拠点を持つ
主な研究所：ドイツ、オーストリア、米国、中国、インド他

176 ヵ所

ランキング：
フォーブス 2000（2008 年）：50 位
フォーチュン 500（2008 年）：37 位
NEWSWEEK 誌グローバルベスト 2009：コングロマリット部門 2 位
インターブランド グローバルブランドランキング（2009 年）：47 位、
ブランド価値 73 億＄

図表 4.8 シーメンス社の戦略概要

ミッション
ビジョン

顧客重視、イノベーション重視

選択と集中

コングロマリット
・経営の安定 → 収益性と低リスク → 資本集約、技術集約的分野
産業用自動化機器、エネルギー、健康管理の3分野集中
・家電はボッシュ、パソコンは富士通、通信インフラはノキアへ

経営と組織

ポートフォリオ管理の徹底

世界展開

ドイツ国外で80%以上販売、従業員は70%が海外
・190ヵ国に、1700ヵ所の拠点で展開。

研究開発

・34億ユーロ、32,500人のR&Dを30ヵ国で展開。
・中国、インドにも研究拠点あるが、欧米中心
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← 環境変化と戦略領域

（２）事業分野別売上状況
図表 4.9 シーメンス社 事業別売上高
シーメンス社 売上高と利益(百万ユーロ）
7,000

100,000

6,000

80,000

5,000
60,000

4,000

40,000

3,000
2,000

20,000

1,000

0
売上高
営業利益

2006

2007

2008

2009

66,487
2,760

72,448
5,001
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2,492

76,651
6,347

図表 4.10

シーメンス社

0

（３）地域別売上状況
地域別売上高

シーメンスの業績、設備投資、研究開発費(百万ユーロ）
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ドイツ

12,382

12,594

12,797

11,525

その他欧州,CIS、アフリカ

20,489

25,586

27,998

31,763

米国

14,609

14,832

14,847

15,684

その他アメリカ

3,762

4,489

5,260

5,070

アジア、中東、豪州

15,245

14,947

16,425

12,609
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1.2.2 ブランド展開
図表 4.11 シーメンスのブランド展開状況

項目
ブランドの由来、意
味、狙い
コーポレートブラ
ンドの展開状況

プロダクトブラン
ドの展開状況

ブランド表示の事
例

グローバルにおけ
る環境コミュニケ
ーション

内容
• 創業者である Werner von Siemens（ヴェルナー・フォン・ジーメ
ンス）に由来
①「シーメンス」単独の表記
②「相手先企業」＋「シーメンス」→ 合弁/合併企業の場合、の組
み合わせで併記
③子会社であるが、
「シーメンス」は表記せず→ 認知度が高く、歴
史の長い企業との合併の場合は、シーメンスのブランドロゴを併記
しない。（代表例、照明企業の「オスラム」）
シーメンス製品は大半が産業分野向けであり、商品ブランドと呼ば
れるものは、ほとんど存在せず、「シーメンスの○○商品」
（型番）
の形が多い。
• 製品におけるロゴ付与基準は定まっておらず、ロゴを付けている
製品と付けていない製品が混在している。
• ただ、ロゴ併記の有無に関わらず、シーメンスのブランドロゴの
色を製品に組み入れることで、
「シーメンス」製であることを訴求し
ていることが多く見られる。
• グローバルにおける主要市場及び新興国対応の web site を運用し
ており、
「シーメンス」ブランドの表示位置や画面レイアウトが統一
されている。
• しかし、英語とヨーロッパ諸国の言語対応に止まり、若干一貫性
が保たれていない。
• シンボルマークやタグラインを作成せず、コーポレートブランド
「シーメンス」でコミュニケーションを行っている。

図表 4.12

シーメンス社のブランド価値推移
Siemens
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（１）コーポレートブランドの表示：コーポレートブランドの３つのロゴタイプ
① シーメンス単独の表記
② 合併企業との併用の表記
図表 4.13

合併企業との併用の表記

（２）企業買収などにおけるブランド戦略、直近の合併事例
最近の事例では、2009 年 9 月「シーメンス（中国）有限会社自動化・駆動集団（シーメ
ンス中国）」が、上海二工電気有限会社（上海二電：APT）12の買収を完了したことを発表
した。シーメンスは現在、中国製造・工業界における低圧電気商品のニーズに完全に対応
しており、今後これら商品の販売において、シーメンスと APT 両ブランドを生かしていく
方針を示している。
③ 子会社であるが、「シーメンス」は表記せず（代表例は照明企業の「オスラム」
）
（３）プロダクトブランドの表示
• 基本的にシーメンス製品は大半が産業分野向けであり、
「シーメンスの○○商品」
（型番）
という形が多い。
•ロゴ併記の有無に関わらず、シーメンスのブランドロゴの色を製品に組み入れることで、
「シーメンス」製であることを訴求している事例が多く見られる。

12

「APT」は低圧商品における知名度の高いブランドであり、中国の電力・機械・鋼鉄・

冶金・石化・交通・水処理・紡織・港湾・建物などと幅広く利用されている。
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1.2.3

SIEMENS 社ヒアリング調査

2009 年 10 月 12 日 ドイツ・ミュンヘン市
Supply Chain and Procurement Div.副社長兼本部長

Mr.Bernd Regendantz

Manufacturing & Development Div. 副社長兼本部長

Dr.Bernd Mussig

（１）販売のグローバル化
シーメンス社は産業用、コモディティビジネスはすべて整理し、エネルギー、医療・
健康の 3 分野に事業特化し、厳格なポートフォリオ管理を徹底している。
事業経営は製品の利益率重視であり、薄利多売は念頭には無い。
新興国市場、新事業の獲得は重要課題である。新興国市場では旺盛な需要と巨大人口
を擁する中国、インド等アジア等の発展途上国が主体となる。ブラジルにはさほど重点
は置いていない。尚、GDP や人口といった要素に加え、事業分野の性格から、インフラ
整備の度合いも重要な戦略地域選択の要素である。
顧客セグメンテーションは行っていない。エネルギー、医療の両事業の顧客は政府・
公共機関が多いこと、産業事業の顧客は企業等であることから、販売対象を所得によっ
てセグメントすることは行っていない。
（２）商品戦略・品種戦略
基本的に顧客が政府・公共機関・企業が主体であることから、消費者対象の商品戦略・
品種戦略とは、商品設計面でのアプローチが根本的に異なってくる。
薄利・コモディティ商品から撤退し、ユニークな商品を開発し高利益率を維持するこ
とが戦略の中心である。
中国、インド市場については、中国は商品設計面でイノベーション志向であり、イン
ドは余り高品質志向とはいい難く、且つビジネスの主体がソフト・ウェアである、とい
う各市場特性とニーズを精緻に調査した上で商品や品種の戦略を構築推進している。
市場ニーズの掌握は、自前の研究開発陣で行なうことが基本方針。現在、中国で

45,000 人、インドで 15,000 人が現地支社を拠点に徹底したニーズの発掘活動に従事し
ている。
（３）ブランド戦略
ブランドは顧客を招き入れるビジネスの玄関ドアである。
すべて、
「SIEMENS」ブランドとし、その傘の下で３事業の各製品に（商品ブランド
ではなく）型番やモデル名を付すことが基本である。
クレームや問題発生による企業全体へのダメージリスクを回避するために、あるいは
差別化のために、
「SIEMENS」ブランドでない別ブランドをつけるという発想や戦略は

79

もっていない。
特に、品質面では「SIEMENS」ブランドは「Top products・Only solution(ナンバーワ
ン、オンリーワン)」という積極的なイメージを持たせるべく高品質製品の開発・創出に集
中しており、クレームや問題発生といった後ろ向きの事項を前提としたブランド戦略はビ
ジネスの王道とはいい難い。そのようなリスク対策を考える時間と投資金があるなら、リ
スク心配の少ない高質の商品やビジネス開発に注力すべきである。
実はシーメンス社がコモディティ（TV・洗濯機・携帯電話等の消費財事業）から撤退し
た背景はそこにあった。巨額の商品開発やマーケティング投資にもかかわらず、クレーム・
リコールが絶えず事業の存続性に問題があったためである。
（４）グローバルな商品戦略・ブランド戦略の決定者

3 事業の本社各本部長が決裁者である。
なお、3 事業は、現地のマーケティング・販売・調査機能等に対し、本社のエンジニア
リング、研究技術開発・財務経理・管理・法務等が横串でサポートするマトリックスの事
業体制になっている。
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１．３ ボルボ (AB Volvo(publ))
1.3.1 企業の概況
（１）概要
業務内容：ボルボは下記の専業各社からなるグループ企業である。
・トラック・バス（ボルボ・トラックス社、ルノー・トラックス社、日産ディーゼル
社、マック・トラックス社）（注：トラックは世界第 2 位）
・建設機械（ボルボ建設機械社）、・バス(ボルボ・バセズ社)、・船舶＆産業用エンジ
ン及び動力装置（ボルボ・ペンタ社）、
・航空・宇宙関連構成材及びサービス（ボルボ・
エアロ社）他
注：ボルボ社は乗用車メーカーと思われがちであるが、乗用車部門は 1999 年にフォード社に売却さ
れており、ボルボ社は乗用車を生産・販売していない。ただし、商標は共同商標管理会社を創
って共用している。

売上高（連結）：303,667 百万 SEK（2008 年度）
営業利益（連結）：15,851 百万 SEK（2008 年度）
売上高営業利益率（連結）：7.8％（2008 年度）
純利益（連結）：10,016 百万 SEK（2008 年度）
海外拠点：19 ヵ国で生産。180 ヵ国以上で販売。
従業員数：101.7 千人（2007 年 12 月末現在）
企業ランキング：
フォーブス 2000（2008 年）：177 位
フォーチュン 500（2008 年）：167 位
NEWSWEEK グローバルベスト 2009：機械部門 3 位
図表 4.14

ボルボ社の戦略概要

ミッション
ビジョン

ビジョン「商用輸送ソリューションにおける世界の主導的な供給元」

選択と集中

主力は トラック65.9%、バス、建機、エンジン
運輸業へサービス 、ファイナンス等

経営と組織

マトリックス体制（製品ビジネスとサポートビジネス）で横串、効率化

世界展開

アジアと東欧が戦略地域
・需要地立地、・アジアで2007販売倍増、インド、中国でもM&A。
低廉労働力が目的ではない
・合弁ロシア、東欧に注力 ・18カ国で生産

分業・連携

スウェーデン・ヨーテボリ本社の統括機能の重要性を強調する。
狙いはマトリックス事業組織とネットワークハブの強化である。

研究開発

関連技術・知識水準の高い地域に設置
環境対策を最優先課題とする
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（２）売上と営業利益
図表 4.15 ボルボ社

売上と営業利益

ボルボ社 売上と営業利益(百万SEK)
350,000

25,000

300,000

20,000

250,000
200,000

15,000

150,000

10,000

100,000
5,000

50,000
0

2004

2005

211,076 240,559
ボルボ 売上高
18,151
百万SEK 営業利益 14,679

2006

2007

258,835 285,405
20,399
22,231

2008

0

303,667
15,851

（３）地域別売上状況
図表 4.16

ボルボ社

市場別売上割合

ボルボ社地域別売上比率

西欧
東欧
北米
南米
アジア
その他

2004

2005

2006

2007

2008

49.6%
5.4%
26.8%
3.6%
10.2%
4.5%

44.8%
5.1%
29.9%
5.4%
9.8%
5.0%

46.4%
6.4%
29.5%
5.1%
7.6%
5.0%

45.1%
9.7%
18.2%
5.7%
14.9%
6.3%

42.9%
9.6%
15.8%
6.7%
18.4%
6.7%
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1.3.2

VOLVO 社ヒアリング調査

2009 年 10 月 13 日 スウェーデン・ヨーテボリ市、本社会議室
Brand Management 副社長

Mr.Mats Nillson

（１）販売のグローバル化
グローバル展開の目的は、各事業や進出地域によっても異なる。
売上、販売量、シェア、利益、それら４つのミックス型であり、そのウエイト付けも
ケースによって異なる。
グローバル展開における進出地域・国は、どこの企業でも新興国、BRICｓが最優先で
あろう。ボルボ社の特徴は、中国・インド・アジアばかりでなく、東欧・ロシアには既
に 10～15 年間、積極投資を行い大きな成果を上げつつある。ブラジルも重要国であり、
トラック・バスの現地生産も行なっている。
もちろん、更なるシェアアップに挑むべく先進国にも力点は置いている。
進出理由としては、GDP や人口要素以外に、サービスステーションやインフラ、更に
ボルボ社の高質な性能を市場が求めているかも重要な要素となる。
顧客設定上の所得セグメンテーションは、消費者が対象ではないので行っていない。
消費者対象の乗用車事業からは既に撤退している。
（２）製品戦略・品種戦略
トラック・バスは環境等の各国毎の規制を遵守せねばならないという制約事項に加え、
特に先進国では市場固有の嗜好にフォローする必要がある。巨大市場である中国は未だ
規制は緩いが進化のスピードが早く安心できず、インドは規制がやや進んできた状態で
ある。
新興国での品揃えが 2～5 品種であるなら、先進国では 20 品種にも及び、自ずとコス
トアップ要因にも繋がる。建機等の規制はさほど問題ではない。
従って現地のニーズと要求への対応はビジネスの原理原則でもあり、現地生産化はそ
の重要な解決策でもある。ボルボ社としての製品・品種戦略は、それらの客観的ニーズ
に卓越した技術力をもって積極的に対応していくことにある。
「グローバルスタンダード化」が一つの解決策になり得るが、一部の項目はあり得て
も近い将来に全面的に実現するとは予測していない。
理由は、製造各社が新たな技術開発競争によって、ニーズへの対応と差別化に向けて
鎬を削っているためである。
マーケットニーズの把握手段は、先ず現地スタッフによる調査からスタート、一定段
階で本社メンバーが加わり、最終的には現地事務所か事業支社を設立、プロ集団による
ボルボ・システムの診断プロセスに入っていく。
即ち、トラック、バス、建機といった事業別のプロモーターと、3P（Planning, Purchase,

Production）等の機能部隊

及びコーポレートからのファイナンスや管理グループが横
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串サポーターとして参画し、抜け・漏れを防ぎ精度アップを目指すマトリックス組織体
制によって対処できるのがボルボ社の最大の強みである。
（３）ブランド戦略
企業ブランド一点集中戦略である。製品ブランド、サブブランドという戦略はとらな
い。
トラック・バス・建機等ボルボグループの製品はコンシューマー製品ではない。
（既に
売却し撤退したボルボ乗用車はコンシューマー製品といえるが）
差別化のため製品別にブランドをつけることは、企業の評判を混乱・劣化させる。企
業リスクの軽減策として一部の地域や製品に別ブランドを付けたりする戦略は、かえっ
て値崩れの元凶にもなり得、企業のイメージダウンに繋がると考えている。
ローカル企業買収の場合は、スムーズな事業推進を目的に原則としてそのローカルブ
ランドを踏襲することとしている。
但し、1978 年に買収した韓国サムスンのエスカレーター事業のようなケースは、ボル
ボ社による製品機能アップとボルボ社の製品領域拡大戦略の一環として、買収３年後に
サムスン・ブランドからボルボ・ブランドに全面切り替え、成功している。
企業の根幹である企業ブランドの維持強化には、経営者の長期的視点・哲学及び継続
投資が必須であり、四半期毎の株主からの評価にうろたえる短期の視点では、グローバ
ル企業の経営はできない。米国で IKEA 等の非上場企業が成功している実例や、長期の
展望に立った経営を重視するヨーロッパの経営哲学に米国上場企業の経営者が関心を
強め出した最近の傾向がその証左ともいえる。
（４）グローバルな製品戦略・ブランド戦略の決定者
新市場での製品戦略・ブランド戦略の決定者はボルボ本社であり、且つ本社の社長兼

CEO が主要海外会社の会長を兼務することを原則とし、ボルボグループ全体のグローバ
ル戦略の徹底化を図っている。
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１．４

ノキア

1.4.1 企業の概況
（１）概要

事業内容：通信、ネットワーク、コンピューターソフトウェア
※2008 年 4Q に 37%のシェアを持つ携帯電話機メーカーNo.1 (2007 年 4Q

40%)

携帯電話通信設備ではスウェーデンのエリクソンについで世界第 2 位
売上高：507 億 EUR(約 7.7 兆円：151.2 円/EUR 換算) (2008 年度)
営業利益：50 億 EUR(約 0.76 兆円：151.2 円/EUR 換算)
売上高営業利益率：9.9%
純利益：億 EUR(約兆円：151.2 円/EUR 換算)
研究開発費：60 億 EUR（約 0.9 兆円：151.2 円/EUR 換算）
売上高研究開発比率：%
海外拠点：10 ヵ国で携帯電話生産（ノキア･シーメンスは 9 ヵ所の生産設備を保有）
販売活動は 150 ヵ国・地域以上で展開
従業員数：世界で約 125,829 人／120 ヵ国(2008 年)
企業ランキング：
①フォーチュンの世界で最も賞賛すべき会社 23 位、フォーチュン 500 の 88 位(2008)
②NEWSWEEK グローバルベスト 2009

通信機器部門第１位

③ブランド価値ランキング
インターブランド(2009 年)で 5 位（ブランド価値 349 億ドル）

図表 4.17 ノキア社の戦略概要

ミッション
ビジョン

ビジョン：世界の人々をモバイルで結ぶモバイルのリーダー

選択と集中

携帯電話機メーカー
コングロマリット→モバイルに集中特化→ネットワーク、ソフト

経営と組織

・40%近いシェアを活用したマーケティング
・サービス、ソフト、市場、ネットワークを重視
・モバイルの発展を確信。パソコンメーカーと提携も視野に

世界展開

・10ヵ国で生産、10ヵ国で研究。
・150ヵ国以上で販売。新興国市場の開拓を重視(広い価格帯、地理的対応）

分業・連携

ソフトよりもハード重視
海外含め、自製率80%、20%はバッファー
生産の80%自製は、将来の大型市場、インド等の生産インフラ発達国、かつ低
廉労働力活用等

研究開発

・2007 56億ユーロを研究開発に投じる。・10ヵ国で展開
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（２）売上高と営業利益
図表 4.18

ノキア社の売上と営業利益

ノキア社 売上高と営業利益(百万ユーロ）
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（３）市場地域別売上高
図表 4.19

ノキア社

市場別売上高

ノキア社市場別売上高
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（４）ノキア社のブランド価値
図表 4.20 ノキア社のブランド価値
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100%

1.4.2

NOKIA 社ヒアリング調査

2009 年 10 月 15 日 フィンランド・Espoo 市
全社 Business Development

Strategy & Business Development, Device Div.（携帯電話）
Director

Mr.Vipul Mehrotra

Mechanics & Sourcing, Denice Div.（携帯電話）Director

Mr.Mika Orpana

（１）販売のグローバル化
グローバル展開の目的は、売上・量・利益・シェアのコンビネーション、即ち「適正
な利益とシェア向上」の実現である。
競合相手のサムスン社等のような薄利多売戦略はとらない。
新市場開拓では、当然、中国・インド等のアジアやアフリカ諸国等の発展途上国に力
点を置き優先しているが、先進国でも買い替え需要は根強い。ノキアのビジョンに則っ
た追求である。全世界を１つのグローバルマーケットとして入門機から最上級機種まで
の商品面の品揃えを常に整備し、すべての需要にバランスよく提供することが重要と考
えている。
顧客のセグメンテーションは、所得によってではなく、若年層から老人層まで、発展
途上国から先進国に至るまで、顧客の行動とニーズの精緻な把握によって実施している。
例えば、高所得の老人層や低所得の後進国の顧客には、高機能・高価格品よりもシンプ
ルな低価格品が喜ばれ、需要に合っている。
（２）製品戦略・品種戦略
新市場への開拓と参入では、通信の政府規制・言語・稀に現地産業界のバリケードな
ど種々のバリアーをクリアーすることが戦略の前提となる。その上で、ユーザーの行動
とニーズの精緻な掌握を通して、他市場向け製品の改良だけに留まらず、新製品の投入
も積極的に推進していく。ノキア社の場合は、極めて小規模なフィンランド地場市場で
の展開製品を中心にグローバル戦略を思考する必要性はない。
新市場でのニーズの把握方法は、①消費者の行動とニーズに関する莫大な規模の調査
を担当する主に社外の現地調査チームと、②ノキア社本体からのデザイン/マネージメン
トチームが、ノキア社の調査リストの詳細な項目に沿って市場調査を実施する。

2009 年 9 月に発表したノキア社のパソコン参入は自分（Mr.Vipul Mehrotra）が責任
者となって企画・開発したもの。第 3 世代携帯電話による通信機能が付いた画面 10 イ
ンチ小型パソコン「NOKIA BOOK

LET ３G」は、市場精査結果から米国と欧州に

限定し上市する。本体価格$599。 米国ではユーザーの出費は、提携の AT&T に初回ダ
ウンペイメント＄299 ＋

月間$50 とリーズナブルな料金設定となっている。

日本のような過当競争市場では事業自体を潰し兼ねないので、戦略的に上記小型パソ
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コンの上市は見送ることに決定した。
（注）米国でのノキア社携帯電話販売がやや伸び悩んでいる背景は、①米国市場がもと
もと価格に敏感な市場である、②消費者の好みが他市場と異なる、③現地競合相
手の AT&T や Verizon に有利な規制があることなどであるが、今回のノキア社
パソコンの展開の特徴は携帯電話の敵と組む戦略であり、今後の成り行きが注目
される。
（３）ブランド戦略
企業体の傘の下で、中軸事業である Device(携帯電話)事業に関しては、製品群ごとに
下記のようにブランド分けしている。勿論、現状は汎用携帯電話 Mobile Devices の
「NOKIA」ブランドが主力であることに変わりはない。
（製品群）
①Luxury Phone

→

（ブランド）
「VERTU」

②Mobile Devices →

「NOKIA」

③Internet Services→

「OVI」

（例）音楽,E-メール等。

ブランドの一貫性を最重視しており、今や「NOKIA」ブランドが世界第５位の地位に
上り詰めるまでには 28 年の時間と投資を費やしてきている。
従って、他企業を買収しても、彼らのブランドを踏襲するという戦略はなく、直ちに
「NOKIA」ブランドに統合し事業を発展させていく。
また、製品の差別化や企業リスクの回避を目的とし「NOKIA」以外のブランドで展開
するという戦略は持っていない。特に、品質重視の NOKIA 哲学のもと、新市場や新製
品の展開に当たっては、上市までのプロセスとして極めてシビアな市場評価を実施して
いるので、問題発生を恐れたブランド戦略は考えていないし、その必要もない。
（４）グローバルな商品戦略・ブランド戦略の決定者
ローカルビジネスの可能性に関する現地側からの情報や見解・提案を尊重しつつ、最
終的な商品戦略・ブランド戦略の決裁権は本社が握っている。
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１．５

シスコシステムズ

(Cisco Systems Inc.)

1.5.1 企業の概況
（１）概要

事業内容：コンピューターネットワーキング
企業向けルーティング装置等を取り扱い、インターネット関連事業では最も成功して
いる会社。ルータ、スイッチ、ワイヤレス製品の世界トップブランドである。
売上高：約 361 億ドル（3 兆 7327 億円：103.4 円換算、2009 年 7 月期決算）
営業利益：73 億ドル（7,548 億円：103.4 円換算）
売上高営業利益率：23.8％
純利益：61 億ドル(6,307 億円：103.4 円換算)
研究開発費：52 億ドル
海外拠点：販売活動は 170 ヵ国・地域以上で展開
従業員数：世界で約 63,756 人(2009 年 10 月現在)
企業ランキング：
フォーブス 2000（2008 年） 90 位
フォーチュン 500（2008 年） 218 位
NEWSWEEK グローバルベスト 2008
インターブランド調べ

通信機器部門 2 位

グローバルブランドランキング（2009 年）14 位、
ブランド価値

図表 4.21

220 億＄

シスコシステムズ社の戦略概要

ミッション
ビジョン

仕事や生活のあり方を変える技術革新。
ネットワークを支えるゲートウェイ
ビジョン→戦略→実行

選択と集中

ルータ、スイッチ、ワイヤレス製品

経営と組織

・A&Dによるスピード、被買収企業の取込み、家族的経営で integration
買収目的は人材の確保
・シスコのコアは製造ではなく、技術／R&Dとサービス
・顧客重視 ＬＩＳＴＥＮ
・マトリックス組織(横が事業、縦が販売）

世界展開

2006インドに第2本社、日本市場の動向に注目

分業・連携

・A&D
・生産の95%外注

研究開発

厳しい品質管理・生産管理

・A&Dによる技術と人材獲得
・2007売上の13%をR&Dに投入
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ネットワークの中心

（２）事業分野別売上高
図表 4.22

シスコ社

事業別売上高

シスコ社 売上高と利益(百万ドル）
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10,000
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20,000

4,000
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2,000

0
売上
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0

2005
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2007
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24,801
7,416
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34,922
8,621

39,540
9,442

36,117
7,322

図表 4.23

シスコ社

地域別売上高

シスコ社 地域別売上高(百万ドル）
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図表 4.24

CISCO 社のブランド価値
ＣＩＳＣＯ
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出所：インターブランド“BEST GLOBAL BRRAND”TOP100
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2008

2009

1.5.2

Cisco Systems 社ヒアリング調査

2009 年 10 月 21 日 米国カリフォルニア州サンノゼ市
Brand 部門 General Manager

Mr.Phil Wright

Brand 部門 Senior Manager

Mr.Shelley Raina

（１）販売のグローバル化
シスコ社は利益を無理にカットしてまで事業を展開するビジネス哲学は持っていない。
現行の営業利益率が 24％～26％で推移している実績がそれを証明している。
事業のグローバル展開において、売上・量・利益・シェアはウエイトの強弱をつけ難
い。いずれも重要な要素であり、実際はそれらのコンビネーションをうまくとりながら
展開している。
既に世界 170 カ国以上でビジネスを展開中であるが、先進国で需要が飽和していると
いう事実はなく、先進国も後進国も変わりなくビジネスチャンスは上昇している。
従って、成長を続ける発展途上国での売上増によって、現状で売上比率が 55％と高止
まりしている北米の比重が下がっていくとは必ずしも言い切れない。世界全体の需要が
伸び、市場規模が拡大していくので、現状比率が大きくは変わらずに夫々の市場の売上
規模が拡大していくことを期待している。
（２）商品戦略・品種戦略
アメリカ、ユーラシア両大陸、大洋州、日本などグローバル市場すべてにおいてスペ
ックもスタンダードも異なり、カスタマイズが必要である。顧客本位・市場本位が最重
要であり、デザイン、安全性順守など各項目でスペックやスタンダードを変更し対応す
る必要がある。
（特に日本市場の安全基準はハイレベルであり厳しい） これらの要求に
正確且つ着実・スピーディに対応していくことが商品戦略上重要となっている。
市場の変化がスピーディで激しいため、その研究と把握は既存市場・新規市場に関係
なくビジネスの生命線である。R&D 着手や販売開始の前のプロセスとして、50 項目ほ
どのチェック項目が入ったシスコ社独自の調査体系によって、新旧の顧客や市場が新規
に要求するニーズ・要求特性・次世代機器などの評価、再評価を仔細に行なう必要があ
る。それらはシスコ社自身が実行するのが基本となっている。
なお、既存市場に関する再評価は、下記 ”GO-TO-MARKET”組織でくまなく調査する
ことになる。
＜シスコの顧客＞
・Distributors －

Resellers

・System integrators （e.g. IBM, HP etc.）
・Service providers
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（e.g. NTT etc.）

（３）ブランド戦略
企業ブランドである「CISCO」の徹底化がブランド戦略の基本である。そうすること
で、ブランドパワーとプレステージの一層の強化が図れる。
但し、小規模ベンチャー買収の場合のブランドは「CISCO」ブランドへ統合するもの
の、大手買収の場合は例外戦略として、その事業効率性を優先し買収前のブランドを踏
襲することもある。下記がその例である。
－「LINKSYS」
：コンシューマー向け無線 LAN 機器トップメーカー。2003 年に買収。
－「Scientific Atlanta」：家庭用受像装置大手メーカー。2006 年に買収。
商品の差別化戦略、或いは企業リスク限定化を狙ったブランドの複数化という考え方
は持っていない。時間と金の無駄使いでありブランドの評価下げに繋がり、シスコ社に
とっては良策ではない。
（４）グローバルな商品戦略・ブランド戦略の決定者
市場の現地側からの意見や提案は聴くが、最終的な商品戦略・ブランド戦略の決定は
本社が行なう。それは絶対的な要件である。
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１．６ ＡＢＢ
ABB＝Asea Brown Boveri(アセア・ブラウンボベリ)Ltd の略
企業の概況
本社所在地： スイス チューリッヒ
最高経営責任者： Hubertus von Grunberg, Chairman

Joe Hogan CEO

業務内容：電力技術、オートメーション技術のリーディングカンパニー
パワープロダクツ、パワーシステム、オートメーションプロダクツ、プロ
セスオートメーション、ロボティクス等
売上高（連結）：31,795 百万 US$（2009 年期）
営業利益（連結）：3,797 百万 US$（2009 年期）
純利益（連結）：3,136 百万 US$（2009 年期）
海外拠点：100 ヵ国以上
NEWSWEEK グローバルベスト 2009：エレクトロニクス部門第 6 位

（１）スローガン：“Power and productivity for a better world”
スローガンの意味は、ABB は世界をリードする伝統あるエンジニアリング企業として、
顧客の効果的な電力使用と生産性向上のため、持続可能な方法で環境への負荷の低減を図
りながら、全力を尽くし貢献することを訴求している。
ABB の使命は、技術革新を追求すること、世界中の有能な人材を魅了し、グローバルな
職場環境を提供すること、そして責任ある行動を通して世界に貢献することであり、世界
100 カ国 11 万人の社員が一層の発展を目指し業務に邁進していることを示すという。
（２）歴史
1988 年 Asea 社と BCC 社の合併による ABB 社(アセア・ブラウンボベリ Ltd)が誕生
1989 年米ウエスチング社の変電・送配電部門を含む 40 社をこの 1 年間で買収
1993 年欧州、アジア、アメリカの各地で、投資やジョイントベンチャー、企業買収などを
通じて成長戦略に集中
1999 年代替エネルギー分野に集中するため、原子力発電部門、発電部門、鉄道部門を売却
する
2001 年ニューヨーク証券取引上（NYSE）に上場。ダウジョーンズ持続可能性インデックス
（DJSI）において 3 年連続で製造部門のトップに選ばれる
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（３）ブランド展開状況
図表 4.25 ABB のブランド展開状況
項目

内容

ブランドの由来、意味、 • 社名「Asea Brown Boveri」の略
狙い

• スローガンは、“Power and productivity for a better world”
ABB は世界をリードする伝統あるエンジニアリング企業であり、
顧客の効果的な電力使用と生産性向上のため、全力を尽くし貢
献しているということを訴求している。

コーポレートブランド • 基本的に「ABB グループ」として展開しており、グローバルに
の展開状況

おけるコーポレートブランド表記は、以下の方針で行っている。
① 「ABB」→ ABB 本社が直接管理
② 「ABB＋国名」→ 地域の子会社を設立して展開
③ ABB の社名は表記せず→ 古くから資本提携していたり、最近
合弁事業を興した企業の場合
(※以下は、日本における事例)
「ABB 日本ベーレ㈱」→ ABB、極東貿易、ＩＨＩの合弁
「ターボシステムズユナイテッド㈱」→ ABB とＩＨＩの合弁
「ＭＳＡ㈱」→ ABB と明電舎の合弁
• いずれの場合も「企業ロゴ」の表示は、「ABB」で統一されて
いる。

プロダクトブランドの • 多岐に亘る製品分野があるものの、製品に特化したブランド
展開状況

は存在せず、
「品番」のみである。
• 製品におけるブランド表示は、
「ABB」として展開しているが、
製品の中には、認知度の高い合併前の「ASEA」ブランドを継承
している場合もある。

ブランド表示の事例

• 世界共通で「ABB」表示で統一されている。通常、ABB ロゴは、
スローガン（Power and productivity for a better world）と
ともに表示され、ほとんどの媒体に用いられている。色やサイ
ズは、変更禁止である。
• 主要市場における各国の言語ベースの Web site を運用してい
る。ブランドの表示位置や共通的なメッセージを問いかける形
式など、統一したレイアウトで、一貫性のあるブランドメッセ
ージを発信している。
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１．７ サムスン電子 (Samsung Electronics Co.)
1.7.1 企業の概況
（１）概要
社名：サムスン電子
業務内容：総合家電、通信、電子部品メーカー2007 年携帯電話で NOKIA についで 2 位
2007 年に電気機器で Siemens、HP とともに TOP３に入る。
売上高：121 兆 2940 億ウォン（2008 年連結）(19 兆 432 億円：0.157 円／ウォン)
営業利益：8 兆 9730 億ウォン（2008 年連結）(1 兆 4088 億円：0.157 円／ウォン)
売上高営業利益率：7.4 %
純利益：5 兆 5260 億ウォン(8676 億円：0.157 円／ウォン)
海外拠点：世界各地で生産法人、販売法人
従業員数：連結約万人、単体約万人
ランキング：フォーブス 2000（2008 年）：59 位
フォーチュン 500（2008 年）：38 位
NEWSWEEK グローバルベスト 2009：半導体、同製造装置部門 1 位
インターブランド調べ

グローバルブランドランキング（2009 年）
：19 位
ブランド価値

図表 4.26

175 億＄

サムスン電子の戦略概要

ミッション
ビジョン

最高の製品とサービスの創出

選択と集中

デジタルコンバージェンス（半導体、家電、パソコン、携帯等 ）

経営と組織

徹底した経営革新、果敢な投資決定
後発・知名度不足を補うブランド戦略、ポートフォリオ経営

世界展開

・地域専門家の育成、途上国戦略（地域貢献によるブランド育成）

分業・連携

・自前主義

研究開発

６ヵ所にR&Dセンター、・未来戦略グループの設置
売上の8%、要員は全社員の30%

特記事項

イ・ゴニ前会長のリーダーシップ
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（２）事業分野別売上状況
企業全体の売上高は順調に伸びているが営業利益は横這い傾向である。
事業分野別に見ると液晶、デジタルメディア、情報通信の売上の伸びが大きい。
営業利益の面では半導体が利益を半減させている他、デジタル家電が営業利益ベース
で収支ゼロ近辺で推移しているのが目立っている。
図表 4.27

サムスン電子の売上高・営業利益

サムスン電子の売上高と営業利益（10億ウォン）
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（３）市場別売上状況
図表 4.28 サムスン電子の市場別売上割合

サムスン電子市場別売上割合
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
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韓国内
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中国
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15.2%
7.3%
21.1%
25.8%
17.3%
13.8%

14.4%
7.1%
19.9%
27.4%
16.0%
15.3%

12.7%
6.7%
21.0%
28.2%
15.8%
15.6%
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1.7.2 サムスン電子のマーケティング戦略
近年最も成功したマーケティング企業であり、その成功要因を文献等からいくつか抽出
した。サムスン電子はブランド戦略を重視する企業である。
（１）ブランド重視への転換

1997 年サムスン電子は、次の市場予測結果を基に一つの内部報告書をまとめた。
「市場においてアナログ製品からデジタル製品に本格的に切り替わる場合、現在の製品
ポートフォリオ構成のままで事業を続けていくと数年内に市場から淘汰される可能性が
極めて高い」とするこの報告書は、市場で生き残るためには、変化が絶対的な条件であ
り、選択の余地はないという危機意識を社内に浸透させた。
デジタル化はソニーのようなグローバルリーダー企業に追いつく大きなチャンスを与
えた。しかし、この事実はサムスン電子がその逆の立場にもなりうることを意味し、デ
ジタル時代には、安い労働力を武器に追撃している中国や他の新興国の企業にサムスン
電子が追い抜かれるという緊張感を与えた。
サムスン電子は、熟考の結果、技術の進化が目まぐるしく、競争の激しいデジタル製
品市場で企業の運命を分けるのは、技術ではなくブランドであるという結論に達した。
当時の経営陣は次のように語っている。
（２）李健熙(イゴンヒ)

Samsung グループ会長

“強力なブランドを持つ企業がグローバル市場で生き残れる。

21 世紀は、ブランドが企業のコアコンピタンスになる。”
（３）尹鍾龍(ユンジョンヨン)Samsung 電子副会長兼 CEO（当時）
“21 世紀の競争に打ち勝つためには、卓越した製品や品質以上のものが必要になる。
企業やブランドのイメージといった無形資産が競争優位を達成するために、決定的に重要
な要因になる。”
（４）Eric Kim

Samsung 電子 GMO 部門トップ（当時）

“ブランドを形成する柱は、技術、デザイン、そしてマーケティングである。”
1.7.3 海外展開
（１）地域専門家の育成
1990 年から「地域専門家制度」を採用している。入社 3 年目以上、課長代理クラス
の社員から毎年 200～300 人の優秀な人材を選び、日本、米国、欧州、中近東、中国、
ロシア、ブラジルなど、さまざまな地域に 1 年間派遣し、言語、習慣、文化を学ぶ制
度であり、その目的はその土地の風土、習慣を学ぶことで現地社会に溶け込み共生す
ることである。
（２）途上国戦略
地域専門家の派遣と、社会貢献活動を積極化し、地域社会に貢献することで現地主
義による「ブランドイメージ」を向上させることによって、途上国のシェア拡大を目
指す戦略である。経済発展の著しい地域で安定的なシェアを確保することによって、

97

その国との共存を図る。
（３）ブランド戦略（グローバル CI）
サムスン電子以外のグループ各社の海外でのサムスン・ブランドの使用を禁止して
いる。使うには「ブランド委員会」の事前承認が必要である。
ブランド戦略は徹底したトップダウン方式であり、会長は、オリンピックの協賛を
ブランドマーケティングの主要手段として活用するよう提案、これ以外にも、アジア
大会、LPGA ツアー（ゴルフ）などスポーツ行事への協賛でブランドのイメージアップ
を図った。
1.7.4 ブランド価値評価結果（自社内事業比較）

1998 年ブランド価値評価を実施した結果、生活家電とテレコム事業がサムスン電子にお
けるブランド貢献度のある製品群として分析された。
一方、半導体全般は購買時ある程度ブランドが効いているものの、ブランドの強さにお
いては、脆弱な水準であることが判明した。そこで、高級ブランドメーカーを目指すため
にサムスン電子は、自社が強みを持つ技術力と整合性を考慮して、携帯電話と高画質型テ
レビの 2 つを選び集中投資を実施した。
1.7.5 サムスンの高級ブランドイメージ戦略と携帯電話と高画質 TV
（１）高機能製品を高価格で少量販売することで、高級ブランドイメージを確立
• 高級ブランドメーカーを目指すために高学歴で所得が多く、感性の豊かな若層への訴求
を狙った。
• 自社が強みを持つ技術との整合性を考慮して、高級ブランド品の先兵として携帯電話と
高画質テレビの 2 つを選んだ。
• 高級ブランドになるためには、薄利多売をやめて、製品を高価格で少量販売することが
必要であり、高い利益率を狙った。
• すべての製品を高価格少量販売に切り替えてしまうのはリスクが大きいため、高級ブラ
ンドのイメージを確立する製品を絞り込んだのである。
（２）次世代の成長製品である携帯電話と高画質テレビ
• 次世代の製品カテゴリーであり、さらなる成長が見込まれている。
• 自社が世界市場で主導権を握る半導体メモリーと液晶ディスプレイという要素技術を活
用できた。
•サムスン電子の研究開発部門は、「人は将来、パソコン、携帯電話、大画面テレビという
３つの『スクリーン』に多く時間を費やす」と予想しており、このうち、パソコンは、
既に成熟製品となっていたが、残りの２つは、成長製品であった。
• 韓国政府が早くからブロードバンド回線といった情報インフラの構築に熱心だった。携
帯電話の第 2 世代の主流と目されていた CDMA 方式でサムスン電子が先行していたこ
となども、携帯電話部門へ経営資源を集中する一因になった。
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図表 4.29 ブランド・マネジメントの推移（1999－2002）

出典：インターブランド社提供資料

・1999 年に設置されたマーケティング組織 GMO（Global Marketing Operation）
以下は GMO の主要な業務である。
■マーケティング戦略
• グローバル・マーケティング戦略の立案
• グローバル・ブランド・キャンペーン管理
• ウェブサイト Samsung.com の管理
■地域戦略
• 地域市場の戦略立案
■製品戦略
• 市場調査の実施と競合企業の情報収集・分析
• 展示会などの企画運営
1.7.6

GMO のブランド・マネジメント取り組み内容

（１）設置当時の状況
製品別、地域別に別途のマーケティング活動を行っており、全世界における 55 社以上
の広告代理店と契約していた。
その結果、各地で 20 種類以上の異なるメッセージでサムスン電子製品の広告・宣伝活
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動が行われていた。
（２）「One Samsung」の取り組み
①サムスン電子のブランド・アイデンティティを現すブランドロゴに改定
②サブ・ブランドが乱立していた状況からマスター・ブランド体系に整備
（３）市場を細分化し、統一されたブランドコミュニケーション展開
①グローバルにおける市場を 3 つに分け、各市場に最適化したブランド・コミュニケー
ションを実施
②コミュニケーション活動に売上高の 5％を投資
（４）結果
様々なブランドロゴやブランド体系を整理することでサムスン電子のブランド価値が一
つ統一されたブランドに凝集され、サムスン電子に対する認識、イメージ、好感度が向上
した。
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図表 4.30 サムスン電子のブランド価値上昇

図表 4.31 サムスン電子のブランド価値比較１

出典：インターブランド社
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図表 4.32 サムスン電子のブランド価値比較２

出典：インターブランド社

1.7.7 グローバルなブランドマネジメントの体制を確立
• ブランドコンセプトに沿った製品開発を推進
• 製品の品質改善とサムスンらしいデザインの追求
• 積極的なコミニュケーション活動（売上高の 5％を投資）
• グローバルに一貫したマーケティング展開のため広告代理店を 55 社から 1 社へ
• ブランド価値を業績評価指標とし 2005 年に 150 億ドルの目標を設定
• マーケティングスタッフの報酬の一部をブランド価値にリンク
図表 4.33 サムスン電子のブランド価値推移
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百万US$
20000
16,169

16,853

17,689

17,518

13,231

2005

2006

2007

2008

2009

15000
10000
5000
0
0
2001

102

1.7.8 サムスン電子訪問ヒアリング調査

2009 年 11 月 10 日

韓国・Suwon 市

Mr.Daniel Chung － 副社長兼部門長, Marketing Strategy 部門
Mr.Unsoo Kim

－ 副社長兼部門長, Brand Strategy 部門

（１）販売のグローバル化
グローバル展開では、売上・量・利益・シェアのいずれにウエイトをおくかという問
題ではない。
高級品層に高利益の商売が少量あってもそれは事業ではない。
マスプロを前提に、如何に大きな規模で売上げ、大きな利益、高いシェアを確保する
かということが重要である。
例えば携帯電話は、先ず高級品分野に特化し、そこでブランドイメージを高めて一定
の地位を確立した後に、素早く中級品 、普及品市場にまでターゲットを広げ量的な規模
拡大を図ってきた。その結果、熾烈な競合状況にあったノキアに次ぐ第 2 位争いで抜け
出し、2009 年第 3 四半期では世界の 20%のシェアを確保するに至った。
ノキアは元々、戦略的に中級品 、普及品でのシェアアップに重心をおきシェア 40%
という驚異的な世界 No.1 の地位を確立してきた。サムスンは別の戦略、即ち逆にプレ
ミアムゾーンとしての高級品からスタートし、ライフスタイルや所得、行動など各セグ
メント別に緻密な戦略を策定し、中級品 、普及品へと規模拡大を図ってきた。
（２）製品戦略・品種戦略
新市場開拓では、例えば携帯電話で、ノキアが標準化でシェアを伸ばしてきたとする
なら、サムスンは、
「ユーザーを如何に満足させるかの差別化戦略」を核としてきている
と言える。一市場の製品を他市場向けにカスタマイズするという考え方よりも、あらゆ
る市場の動向、ニーズに肌理細かく応えるという製品戦略を指向してきている。
それため先ず市場ニーズが高度化した先進国の高級品市場からマーケティングを開始
する戦略を選んでいる。
サムスンの全事業領域において、製品によっては市場毎のレギュレーションや障壁も
あり、製品戦略は単純ではないが、差別化して市場ニーズに徹底して応えるという精神
は変わらない。研究開発に全売上の 8%、全社員の 30%近くを投入している目的の１つ
がそこにある。
市場ニーズの調査・把握手段は、基本的に自前、即ち、支社又は子会社を設立して対
処、小国なら先ず地域本部から出張して対処する。日本の企業と異なり、社員の派遣や
支社設営をいち早く決定・実行し、現地市場掌握のための現地化を重視する戦略はサム
スンの大きな特長の１つである。
（３）ブランド戦略
マスターブランド「SAMSUNG」至上主義である。
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経営資源の効率化、ブランド力散漫化回避のため「SAMSUNG」に一点集中し、新規ブ
ランドは作らないことを大原則としている。
例外として、一部サブ・ブランド（韓国内の薄型 TV 等）があり、買収企業の強いブラ
ンドは基本的に活用することにしている。
このようなブランド・ポリシーは下記サムスン事業領域すべてに適用する。
Ｂ２Ｂ

：

半導体、液晶パネル等

Ｂ２Ｃ

：

携帯電話、薄型ＴＶ、白物家電、プリンター等

戦略コースの選択
（ア）上市 →プレミアム・高所得者層／小さな市場＋ブランド投資
→ 知名度・信頼度アップ→高いシェアと高い利益
（イ）上市 →低価格／ボリュームゾーン→販促投資→ 高いシェア、低利益
サムスン電子は、休むことなく継続投資を強いられる製品の販促投資よりも、先ずプ
レミアム市場でのブランド確立に重心をかけ、そこに経営資源を集中投入することの方
が、最終的にはシェア拡大と高利益事業実現への早道であるとの戦略をとっている。
市場の支持を得てブランドを確立しマーケットリーダーになるためには、強大なプロ
ダクトイノベーション能力が不可欠であり、併せて迅速且つ思い切った投資の決断と実
行力にかかっている。
このようにしてサムスンは、携帯電話の先進国スタートが奏功し、2008 年第 4 四半期に
は米国市場でモトローラを抜いてシェア第 1 位、世界シェアはノキアに次ぐ第 2 位 20%
となった。
勝因１．通常の携帯電話のみならず、スマートフォン、メッセージフォン
など拡大した新市場のニーズに対し、全分野をカバーする製品導
入を迅速・短期間で実行することができた。
勝因２．顧客への支援体制で競合他社に大差をつけた。
モトローラの後退は、プロダクトイノベーションの遅れが致命傷
とされる。
薄型 TV ではスタートした米国市場でシェア 40%獲得。全世界シェアは 23～25%に達
する。
しかし、サムスンにもブランド政策の失敗例はある。過去において、米国・中国で短
期間にカセットテープを量的拡大を図る目的で、自社のメジャーブランドとは別にセカ
ンドブランドを設定し、拡販努力を開始した。結果は、市場で共食い現象が起こり、メ
ジャーブランドの足を引っ張り、トータルとして商内は激減し明確な失敗に終わった。
サムスンにとって二度と繰り返すことのない貴重な教訓となった。
（４）グローバルな商品戦略・ブランド戦略の決定者
マスプロ事業であり、グローバルな調和が非常に重要なことから、ローカルの情報や
提案は十に分聞くが、最終的な商品戦略・ブランド戦略は本社が決定する。それはグロ
ーバル・ビジネスの基本である。
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１．８

ダイキン工業株式会社

1.8.1 企業の概況
（１）概要
業務内容：（空調・冷凍機部門）住宅用空調機、業務用空調機、業務用空気清浄機、大型冷凍機、
産業機械用油圧機器・装置、建機等（化学部門）フッ素樹脂、化成品、フルオロカーボンガス等
売上高（連結）：2008 年度 12,024 億円
営業利益（連結）：2008 年度 614 億円
海外拠点：62 社

＊数字は 2008 年度

出典：日本経済新聞社『日経会社情報 2010 新春版』

図表 4.34

ダイキンのブランド展開状況

項目

内容

ブランドの由来、意味、 • 「大阪金属工業所」の「大(ダイ)」と「金(キン)」をつなげ”ダ
イキン”と当初呼ばれていたものを、創業 40 周年にあたる 1963 年、
狙い
「ダイキン工業株式会社」と正式に社名を変更。
•
1972 年、欧州市場に進出を皮切りに、現在は生産/販売拠点を全
コーポレートブランド
世界に広げ「DAIKIN」として展開している。
の展開状況
①「ダイキンインダストリーズ＋国名」→ 対象国に、工場あり
②「ダイキンエアコンディショニング＋国名」→ 対象国における
販売が中心
③「ダイキン」表示せず→ その他、部品やサービスなど
•海外におけるコーポレートメッセージは、機能的価値として「省
エネ」や「静寂性」
。情緒的価値として「80 年の歴史に基づく信頼
性」
、
「エアコンのスペシャリスト」、
「最先端を走るリーダー」など
を訴求している。
プロダクトブランドの • エアコン製品において国内では、「うるるとさらら」、海外では
「Ururu Sarara」のブランド名で展開している。
（この製品は、日
展開状況
本とイギリスに限定されているため、グローバルにおけるプロダク
トブランドのカバー率は、まだ低い。）
• 海外→ DAIKIN のコーポレートブランド中心に主に製品型式と型
番で展開国内→ 日本語表示でいくつかのプロダクトブランドで表
示している。
• Web site やキャラクターを通じて、積極的なブランドコミュニケ
ブランド表示の事例
ーションを行っている。日本語と英語のみ。
ブランドについて戦略 • 日本市場における「うるるとさらら」の成功には、キャラクター
「ぴちょんくん」が大いに貢献している。しかし、海外市場で積極
変更などの有無と結果
的にキャラクターを活用するかについて、現段階では検討中であ
や評価
る。
ダイキン工業グループは、ダイキン工業 100％出資の関連会社が集まった企業グループ
として構成されており、
「うるるとさらら」など家庭用空調機器から、ビルや工場などの業
務用空調機器まで、空調機器分野で売上げ・シェアともに世界トップクラスの企業集団と
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なっている。
（２）プロダクトブランドの展開状況：海外各国でのプロダクトブランド訴求比較
日本と英国にて「うるるとさらら」ブランドを展開している。他は独自ブランドにて訴
求。訴求ポイントは各国ごとに異なるが、
「省エネ」や「静寂性」、
「快適性」の訴求はほぼ
共通している。
図表 4.35

Product
Brand

高級機ブランド

ダイキンのブランド展開の実際

業務用エアコン

業務用エアコン

高級機ブランド

高級機ブランド

 E-MAXは、品質、快
喘息・アレルギー患
 室外機は一つだけ
 世界初の無給水加湿・
適さ、美しさを融合さ
者のための
除湿機能搭載スプリッ
 ダクトなしで簡単に設
「Sensitive Choice」シ
せた全く新しいエアコ
トエアコン
置できる
ン
 的確に各部屋の温度
 加湿、除湿、換気、空
ンボルマーク露出
-加湿・除湿
調整可能
気清浄の組合せで、
 省エネ、静寂、信頼、
 上品な真珠の輝きの
-掃除
白
年中いつでも最適な室
使いやすいリモコン
 場所をとらないデザ
-気流
内環境を提供
などの革新的な特許
イン
 優れた省エネ効率
-快適エコ
-除湿
 40㎡の大きい客間に
技術
 静寂性
-空気清浄
-加湿
 省エネ
対応します
 パワフル、省エネ、ス
-換気
(SEER 17/HSPF 10.1)
ムーズ、すばやく、安
 部屋の隅々に行き届
6. -快適・快眠
ブランド表示の事例
-換気
-空気清浄
定、信頼、経済的なイ  インバーター
く気流
-清潔
-省エネ性能
 R-410A冷媒
ンバーター
 快適さ
製品のブランド表示について、空調部門は最近「Ururu
Sarara」ブランドを新しく投
-省エネ満足機能
-気流コントロール
 世界的に定評のある
-保湿運転モード
入した。
ダイキン技術者のサ
-ブリーズクール気
ポートが受けられる
流
 幅広い品揃え
-カビ除去運転



ボタン一つで快適も
省エネも実現する「快
適エコ自動運転」搭載



Brand Appeal Point
Web site

出典：インターブランド社提供資料

（３）ブランドについての戦略変更などの有無と成果や評価
ダイキン工業の最近の経営戦略転換について何が変わったかというと、販売ターゲット
の変更が一番に上げられる。
今までダイキン工業というと、業務用空調機のイメージがあったが、その業務用であっ
たエアコンを一般ユーザーにも展開するという、ターゲットの拡大を行なってきている。
そして、新市場開拓にあたって取った戦略は「キャラクター・ぴちょんくん」による家
庭ユーザーへの認知アップである。
「ぴちょんくん」とは、湿気。湿気をダイキン工業のエアコンならコントロールできる
というということを、「ぴちょんくん」を使うことで分かりやすく説明している。
また、その分かりやすさによって、ダイキンエアコンの性能を効果的に伝えることがで
き、販売台数を伸ばすだけではなく、高価格で販売することもできたという。
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1.8.2 ダイキン工業㈱ ヒアリング調査
（１）現下の経済状況への対処
2006 年に発表した「FUSION10 計画」(2010 年に空調グローバル No1 を実現)が計画を
前倒しする勢いで業績は進行中あり、特に経営戦略の大きな変更は行っていない。
（２）販売のグローバル化
①グローバル展開の目的：
「FUSION10 計画」の目的そのもので、売上世界一である。
②市場毎の事業展開：
世界市場を６市場に別け、市場毎に戦略を打ち出し目標売上高を掲げる。
2010 年のグローバル空調市場は 13 兆円と想定し、6 市場のダイキンの目標売上高合
計を１兆 6,200 万円としている。
ａ．欧州（中東･アフリカ含）市場
1972 年にダイキンヨーロッパ社設立以来の主要市場であり、環境商品戦略（インバ
ータ制御・ヒートポンプ暖房等）及び M&A したマッケイ技術による大型業務用空調拡
大により、5,000 億円。
ｂ．中国市場
総合空調メーカーとしての確たる地位を確立し、6 地域体制確立による地方都市へ
の拡販、環境商品戦略、格力電器との協業により 2,000 億円。
（ダイキンのコメント）通常、中国市場は一つの市場の如く扱われることが多いが、
空調市場として見ると寒冷地、温帯、亜熱帯があり、省により法規も異なる。地域
毎に丁寧に対応することが絶対必要である。
これはインド市場についても言えることである。
ｃ．アジア・オセアニア
各国の自前販売網の強化等で 1,800 億円。
ｄ．北米
北米はダクト空調文化の巨大市場であるが、環境意識の高まりを追い風にして、ダ
イキンのダクトレス技術を活用し高級住宅市場に的を絞った事業展開を加速するな
どして 1,400 億円。
ｅ．新興地域（中南米・インド・ロシア）
各市場あわせて 1,000 億円。
ｆ．日本市場
圧倒的 No.1 ポジションの実現（PA 47%

RA 20%）により 5,000 億円。

③中国市場における顧客の設定：
ブランド戦略に密接に関連することであるが、中国市場の「安価乱売消耗戦」の世
界には絶対に入らないことを大前提に 1995 年ごろから中国に進出した。ダイキンの得
意とするマルチ空調機を高所得の個人家庭用及び時代の先端を行く事業者への業務用
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に売り込むべく、その市場を創造することから始めた。元々そのような市場が中国に
存在していたのではない。高級な商品を高価に売れる市場を中国に創造できるとのビ
ジョンを持って進出したのである。
なお、中国市場には空調機メーカーは数え切れぬほどあり「安価乱売消耗戦」をして
いる。
（３）商品戦略・品種戦略
中国市場への進出に際しての戦略は「安価乱売消耗戦」に入らない高級商品市場の創造
にあった。従って選ばれたエンドユーザに満足いただけるよう現地生産においても品質管
理に最重点を置き、販売面でも中国全体に 30 のダイキン直営の営業拠点を置き、その下に
直接現地小売店を置く（総代理店とか問屋を介することはしない）ことにより顧客の対応
品質（Before-Sales-Service から After-Sales-Service まで）もダイキンが管理できる体
制をつくり、寒冷地、温帯、亜熱帯とそれぞれの気候にあわせた品種の商品を製作し供給
した。
北米市場においては北米市場にはなかった省エネ商品であるダクトレス空調を従来から
のダクト空調方式と戦いながら拡販して行く。長い目で見ればダクトレス空調に変わって
行くはず。
欧州市場においては環境意識の高まりの機運あり、ヒートポンプ暖房機の拡販に努める。
商品が空調機であるため販売する地域の気候条件により、冷房主体から暖房主体までそ
れぞれの地域に合った品種を製作販売しているが、品質こそ日本メーカー製品の生命と考
えており、市場にあわせたスペックダウンは全く考えていない。
（４）ブランド戦略
①企業ブランドか製品ブランドか
「三角マーク＋DAIKIN」の企業ブランドを大切に使用している。1995 年中国市場に
進出する際、
「三角マーク＋DAIKIN」とだけ表示し国名も商品名も表示してない看板を
上海の目抜き通りに沢山掲げた。
「これなあに？」
「どこの会社？」
「何の会社？」と中
国人の関心を集めることからはじめて、企業ブランドを中国に持ち込んだ。そして高
品質の空調機を高級な顧客に販売することにより、「DAIKIN」とは高品質･高価格をイ
メージされるブランドとして定着させることができた。このブランド力が高収益を確
保させているのである。
今後もし別の顧客層に対しスペックダウンした商品を販売するようなことがある場
合は別のブランドを用意すべきであろう。
（５）グローバル戦略の決定責任
決定責任は最終的には本社にあるが、新しい市場に参入する際の企業に求められるのは、
変化に即断できる企業家精神旺盛な現地トップマネジメントの派遣である。
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１．９

コマツ

（登記社名：株式会社小松製作所 英文社名 Komatsu Ltd.）
1.9.1 企業の概況
（１）概要
業務内容：建設・鉱山機械、ユーティリティ（小型機械）や産業用機械などの事業
売上高（連結）：2008 年度
営業利益（連結）：2008 年度

20,217 億円
1,519 億円

海外子会社：149 社
NEWSWEEK グローバルベスト 2009

機械部門第 5 位

出典：2008 年度実績は日本経済新聞社『日経会社情報 2010 新春版』

図表 4.36

コマツのブランド展開状況

項目

内容

ブランドの由来、意味、 • 石川県小松市で設立、その発祥地名がブランド名の由来。
狙い
コーポレートブランド • 海外に展開する際、以下の 3 つのパターンで展開
① 「KOMATSU」→ 建設機械・車両
の展開状況
② 「KOMATSU＋業種」→ その他の機械や関連業種
③ 当該企業の名称を継承→ 買収企業や資本参加など
プロダクトブランドの • メイン事業である建設機械・車両は、全世界とも「KOMATSU」ブ
ランドで統一し、製品は「品番」表示が基本であり、各国の販売子
展開状況
会社及び販売代理店を通じて販売している。
• 海外の伝統ある優秀な企業を買収し、その企業が所有しているブ
ランドを継承して、海外市場の強化を目的に活用する場合もある。
例：Valmet
①製品：コーポレートブランド「KOMATSU」を国内、海外で統一し
ブランド表示の事例
て展開。
②Web site ：進出した主な国の言語で Web site を運営していると
同時に、コーポレートブランド「KOMATSU」を同様のレイアウト、
位置で表示させ一貫性のあるブランド展開を行っている。
ブランドについて戦略 • 「KOMATSU」を全面に出して、グローバルに展開する戦略をとっ
ている。
変更などの有無と結果
• 国内/海外を問わず、重要子会社として位置づけられた企業は、
や評価
「KOMATSU(コマツ)＋子会社名」で社名変更を行っている。
商品別、地域別の違いはなく、2009 年 3 月末の連結売上高の 77.6%は日本以外の市場
向けで、米州が 24.9%、欧州・CIS が 14.0%、中国が 11.7%、アジア（日本、中国を除く）
及びオセアニアが 16.6%、中近東及びアフリカが 10.4%となっている。
（２）産業機械
・NTC アメリカ(株) NTC AMERICA Corporation
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・日平トヤマヨーロッパ（有）
・キャブテックタイ（株）

NIPPEI TOYAMA EUROPE GmbH

CABTEC THAI Co.,Ltd

・コマツマーケティング・サポートインドネシア(株)

and Support Indonesia

[KMSI] PT Komatsu Marketing

[KMSI]

注：中国の社名については、「漢字表示」をメインとしている。

知名度の高い関連会社ブランドの扱い
①「日平トヤマ」から「コマツ NTC」への社名変更
コマツが産業機械事業を強化するためで、コマツグループの一員であることを明確化
するため、工作機械を開発・製造する子会社の「日平トヤマ」を 2008 年 10 月社名を「コ
マツ NTC」に変更した。ただし、製品については、従来からの高い技術とユーザーへの
知名度を生かして、従来からの“日平トヤマ”の略称で商標にも使用し、商品ブランド
ネームとしても当面は継続していく。
②「タカハシワークス」から「コマツキャブテック」への社名変更
建設機械の関連企業であった「タカハシワークス」は、2005 年に企業力を買われ、コ
マツから 100％の出資を受けた。社名も「コマツキャブテック」と変更してグローバル
展開を強化している。通称「キャブ」。
（３）プロダクトブランドの展開状況
建設機械・車両は、全世界とも「KOMATSU」ブランドであり、製品は「品番」表示で
各国の販売子会社及び販売代理店を通じて販売している。また産業機械も基本的に
「KOMATSU」ブランドである。
コマツのグローバル生産における基本方針は次のとおり
・本体組立ては需要の大きい地域で行う
・キーコンポーネント（エンジン、油圧機器など）は日本で一極集中生産
・マザー工場制による開発部門と生産部門の一体化および海外生産工場のレベル向上
外国為替の変動の影響を受けないよう、コマツグループではグローバルに生産拠点を配
置し、市場に近い所で生産を行うなど、リスクを軽減するよう努めている。
建機は国や地域ごとに製品の仕様が異なるため、海外工場は基本的に現地需要に対応す
る役割を担う。
ただ、市場環境の変化で現地需要が落ち込めば、工場稼働率が大きく低下する可能性も
あるため、コマツは製品仕様をできる限り世界共通にすることで、市場環境が変化しても
収益への影響を受けにくい体質を築いている。
（４）プロダクトブランドの展開状況：ガレオ
• 2001 年 5 月建設機械ブランドとして「GALEO(ガレオ)」を発表
「環境」「IT」「安全」の最新技術を織り込んだ新世代建機「GALEO」シリーズは、先
進的な IT 技術や環境適応性、細部にわたる安全設計などを網羅しており、コマツの品質
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と信頼性が顧客の感性にストレートに伝わるアイデンティティーを感じさせる。
（５）プロダクトブランドの展開状況：バルメット
• フィンランドのパルテックフォレスト社を 2004 年 2 月買収した際、買収先のブランド
「Valmet」を継承し、欧米を中心に展開している。
1.9.2 コマツ・訪問ヒアリング調査
（１）現下の経済状況への対処
リーマンショックで大きく影響をうけたのは日米欧市場であり、以前から重点市場とし
て力を入れてきたグレーターアジア市場（中国、東南アジア、インド、中近東、CIS を含
む広い意味でのアジア）は、回復が急であり、今後中長期的に成長がみこまれる。このよ
うな環境下、日本での生産ラインの集約、欧米での工場・ラインの統廃合、生産機種の絞
り込みを行う一方で、グレーターアジア市場においては、日米欧からの資源シフトを行い、
他社に先駆けた商品の導入、現地生産の拡大、販売・プロダクトサポート体制の一層の強
化を続ける。
（２）生産・販売のグローバル化
①建設機械の需要の推移を大きくみると、70 年代は米国の時代、80 年代は日本と欧州の
時代、90 年代は日米欧成熟の時代、00 年代は中国・アジアの時代であり、グローバル
化は今にはじまったことではない。
建設機械は、安定稼動が求められる生産財であり、製品品質や耐久性と同時に、納
入後の迅速な顧客サポート体制（部品供給、修理）が必要不可欠である。よって、グ
ローバルでの販売・サービス網の構築が必然となり、現在は 140 国以上に代理店を設
け、全世界の需要台数 99%の地域をカバーするに至っている。現地販売代理店の強化の
ためには、メーカからの速やかな部品供給体制や、代理店サービスマンの教育が欠か
せず、製品のみならず、この充実が競合メーカーに対する差別化につながると考えて
いる。
また、生産に関しても、グローバル化を進めており、その基本方針として、以下の
項目を掲げ、生産体制の充実を図ってきた。
・本体組立ては需要の大きい地域で行う
・キーコンポーネント（エンジン、油圧機器など）は日本で一極集中生産
・マザー工場制による海外生産工場のレベル向上
マザー工場：その商品を開発し担当する工場で、たとえ海外生産工場で生
産された製品でもその商品に品質等問題が発生した時はその
マザー工場長の責任で解決しなければならない。

111

②建設機械の市場は上記の如く既に中国を含め一部の新興国で急速に拡大しつつあり、
新たな市場開発ではなく、その拡大しつつある新興国市場の対応が当面の課題である。
③建設機械はその稼働率の低さから、顧客の財政規模等により日本市場では 60%がレン
タル市場に販売されているが、今拡大中のグレーターアジア市場の顧客の建設機械の
稼働率は非常に高くほとんどがユーザーに直接購買されている。国により、新車が多
い地域と中古車輸入が多い地域があるが、中古車輸入の多い地域に関しても、日本か
らの「循環ビジネス」と位置づけ、将来の新車顧客として取り込めるよう、取り組ん
でいる。
（３）商品戦略・品種戦略
建設機械は、市場によって要求仕様が異なることもあるが、費用対効果を考え、基本的
には市場にあわせて異なる品種を設計し製作・販売することはしていない。
日本、米国、欧州、グレーターアジア、その他のどの市場にも型式が同じなら同じ品種
の商品を納入しており、ある市場独特の品種の商品は原則としてない。こうすることによ
り部品供給、サービス体制の一元化、効率化だけでなく、需要変動や為替変動に対する生
産体制・製品供給の柔軟性が確保されている。
但し、建設機械には市場により異なる「排出ガス規制」の問題がある。
建設機械はディーゼルエンジンで駆動されるため、それぞれの市場で実施されている「排
出ガス規制」に従わなければならない。日米欧は現在最も厳しい３次規制段階にあり、近
い時期にもっと厳しい 4 次規制段階に入ることになっている。日米欧以外の市場はそれぞ
れの国の法規制事情に応じて１次あるいは２次規制段階にあり、その規制段階にあわせた
エンジンを搭載した商品を販売しなければならない。とはいえ、その為に新しいエンジン
を開発する必要はなく、日米欧も１次規制段階、2 次規制段階を経てきているので、その
当時のエンジンをそのまま搭載している。
例

20 トンショベル

２次規制対応 PC200-7 型

日米欧以外で販売中

３次規制対応

PC200-8 型

日米欧で販売中

４次規制対応

PC200-9 型

開発中

商品戦略として「ダントツ商品の開発」がある。
「排出ガス規制」とは別に地球温暖化対
応の CO2 排出量低減をキーワードとしたハイブリッド油圧ショベル PC200-8 ハイブリッド
を 2008 年に日本市場に 30 台限定導入した。平均 25％燃費改善され好評であり 2009 年 10
月から本格的に中国市場で 500 台、日本市場で 180 台など合計 700 台、2011 年には 3,000
台の販売を目標としているが、どの市場にも全く同じ製品を販売する。
（４）ブランド戦略
①企業ブランドか製品ブランドか
2001 年当時 新世代建機として製品ブランド「GAREO(ガレオ)」を発表したが、あ
まりその効果が認められず、その後は従来通り企業ブランドで通している。
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②M&A,提携先のブランド
基本的な考え方として、コマツの技術が使われていない場合は、
「コマツ」ブランド
を付けないことにしている。スウェーデンの林業機械メーカーを M&A したが、その製品
にも「コマツ」ブランドを付与していない。
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１．１０ 株式会社東芝 デジタルプロダクツ事業 PC&ネットワーク社
業務内容： デジタルプロダクツ、電子デバイス、社会インフラ、家庭電器、その他
売上高（連結）：2008 年度

66,545 億円

営業利益（連結）：2008 年度 ▲2,502 億円
海外子会社：55 社
NEWSWEEK グローバルベスト 2009：エレクトロニクス部門第 15 位
出典：2008 年度実績は日本経済新聞社『日経会社情報 2010 新春版』

1.10.1

文献等調査

世界有数のパソコンメーカとしてノート PC や IA サーバ等のコンピュータネットワーク
関連機器などを提供している。ノート PC に関しては、グローバルに市場を開拓するととも
に、最先端コア技術搭載や高性能化・薄型化など製品の進化を常にリードし、世界的なブ
ランド力を築いている。近年は、高画質・高音質ＡＶノート PC「Qosmio(コスミオ)」をは
じめ、SSD（Solid State Drive）搭載の薄型・軽量のモバイルタイプのほか、ネットブッ
クなど幅広いラインアップで市場ニーズに応えるべく製品を投入し事業を拡大している。
世界のパソコン市場と東芝のポシション（ヒアリングの前提情報）
①世界のパソコン市場は「パソコンの生産台数の推移」に示されるごとく順調に急激に
伸びてきている。当初はデスクトップ型であったが、1985 年東芝が初めてノート型（当
時は「ラップトップ」と呼ばれた）を発売して以来、各社の参入によりノート型は徐々
にそのシェアを上げ 2009 年にはデスクトップ型を上回った。今後もまだまだノート型
は伸びて行くとみられている。また 2008 年頃から各社より低価格のミニ･ノート型が
売り出され、今後新興市場などを中心にシェアを伸ばして行くと思われる。
②2008 年の世界の総生産台数は３億台程度であり、メーカ別台数シェアをおおまかに示
すと HP 社（米国）19%、Acer 社(台湾)13%、Dell 社(米国)13%、Lenovo 社（中国）7%、
東芝（日本）5%となり、これらの５社で世界の半分以上のパソコンを生産している。
またこれらのパソコンの約 90%が台湾の製造会社に OEM あるいは ODM されている。
③日本のパソコン市場の規模は 1300 万台/年で世界のほぼ４％に相当する（米国市場は
ほぼ 25%）。メーカ別台数シェアはおおまかに示すと NEC18%、富士通 18%、DELL13%、東
芝 12%、HP10%である。
④現在、東芝は、実質、ノート型の生産のみに特化している。現在の主要販売市場は、
欧州（旧東欧などを含む）、米国、日本であり、中国・インドなどの新興国の売上比率
はまだ小さく、これらの市場での販売増強を目指している。
1.10.2

訪問ヒアリング調査
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（１）現下の経済状況への対処
リーマンショックによりパソコン業界も影響を免れなかったものの現時点は概ね回復し
ていると言える。デスクトップ型、ノート型を問わず日本市場は低成長が続いているが、
海外市場ではノート型は台数ベースで依然として二桁の伸びを示しており、特に新興市場
はまだまだこれから大きく伸びていく市場と予想されている。ただ低価格のミニ･ノート型
の登場やパソコン全体の低価格化で、金額ベースでの伸びは台数ベースの伸びを下回って
いる。
東芝は高い伸長を続けているノート型パソコンのみの生産に特化しているが、多様なニ

ーズに応える新カテゴリー商品の開発や販売を強化していくため、2010 年 4 月に組織
変更を行ない、カンパニー名をそれまでの「PC&ネットワーク社」から「デジタルプロ
ダクツ＆ネットワーク社」に変更している。
（２）販売のグローバル化

東芝がグローバル展開の大きなメリットと考えている点の一つは、事業規模が確保でき
ることである。パソコンのようなコモディティ化の激しい製品では、ある規模の生産台数
が確保できないと生き残りは難しいと認識している。
パソコンの場合、日本では低伸長率が続いているが、欧米市場はまだまだ成長しており、
また新興市場は大きなポテンシャルを有していることから飽和状況にはないと認識してい
る。
（３）商品戦略・機種戦略
国内市場への対応としては、対象ユーザー別に製品ブランドを設定している。
dynabook : 個人顧客向け
Satellite : 企業向け
Qosmio : 個人顧客向け先進 AV 機能付き最高級機種
企業向けは実用性重視のデザインで、個人向けは筐体にカラー・バリエーションを採用
するなどユーザの嗜好に幅広く対応する工夫をしている。
DELL 社の如く個別顧客の要望に応じてカスタマイズし直接販売する方式ではなく、量販
店などを通して販売する方式が主流のため、各種の機能・仕様を網羅した製品のラインア
ップが必要で「dynabook」の次に「EX」「TX」「TV」等とつけることで個々のモデルのコン
セプトが謳いだせるようにしている。
小型の低価格機種としては、ネットノート「dynabook MX」、ネットブック「dynabook UX」、
高級機種としては世界最高レベルの薄さ、軽さ、堅牢性を誇る「dynabook SS RX2」などが
ある。
上記の如く、どのレベルの顧客のニーズにも適合する十分な機種を揃えたラインアップ
を用意し、量販店などを通じて拡販する販売方式が主流である。
今後も総合的な技術力を活かした技術開発を進めるとともに、新興市場を含めたさらな
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るグローバル展開とブランドの浸透を図る。
（５）ブランド戦略

国内において「dynabook」は製品ブランドとして知名度は高いが、国内有数の企業ブラ
ンド「TOSHIBA」との併用でユーザに更なる安心感を与えてようとしている。海外では
「Satellite」
「Satellite

Pro」 「Tecra」 「Portege」などの商品ブランドで販売され

ている。知名度は地域によって異なるが、これも「TOSHIBA」と併用することで日本メーカ
の高い品質イメージを創出し、ユーザに安心感を与えている。
なお、「dynabook」は海外では商標登録上の理由で使用されていない。
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１．１１
1.11.1

株式会社森精機製作所
企業の概況

業務内容：工作機械（マシニングセンタ、数値制御装置付旋盤及びその他の製品）の製造及び
販売
売上高（連結）：2008 年度 1,572 億円
営業利益（連結）：2008 年度 59 億円
海外拠点：35 社
出典：2008 年度実績は日本経済新聞社『日経会社情報 2010 新春版』

（１）概要
図表 4.37

森精機のブランド展開状況

項目

内容

ブランドの由来、意味、 • 企業名「森精機」をアルファベット「MORISEIKI」として展開
狙い
コーポレートブランド • 「森精機」＋「事業分野」→ 国内における社名展開
• 「MORI SEIKI」＋「国名や事業分野」→ 海外における社名展開
の展開状況
プロダクトブランドの • 基本的に、コーポレートブランドの「MORISEIKI」の表示のみ
• 2006 年 6 月、グローバル戦略機械としてデビューした Dura シリ
展開状況
ーズを発表

ブランド表示の事例

• グローバルと地域の大きく分けて 2 つの自社 Web site を展開し
ている。
①グローバルサイトでは、「ヨーロッパ：ドイツ語」、「アメリカ：
英語」
、
「アジア：中国語」
、
「日本：日本語」の 4 つの経済圏域と言
語に対応している。
②地域サイトは、ヨーロッパ市場をより細分化し、「フランス語」
、
「イタリア語」、「英語（UK）」、「ドイツ語」対応のサイトを構築し
ている。

ブランドについて戦略 • 中期経営計画「PQR555」によると、BRICs など新興国市場で年間
成長率 25％を目指しており、それに伴い、グローバルにおけるブラ
変更などの有無と結果
ンド戦略の変更などはないとしている。
や評価

お客様にとって一番の工作機械メーカーであること。
それが私達のグローバルワンです。
最高の技術とサービスを絶えず追求し、工作機械の新しい価値を、無限の可能性を、世界
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中のお客様へお届けしていきます。
社名の「森精機」を「MORI SEIKI」としてコーポレートブランド化。
企業理念として、下記の通り宣言しており、この理念をスローガンに表現している。
①独創的で、精度良く、頑丈で、故障しない機械を最善のサービスとコストでお客様に供
給することを通じて、旋盤、マシニングセンタ、複合加工機、研削盤で、グローバルワ
ンを目指す。
②最新、最高の開発技術、正確、緻密な生産技術、的確、迅速な、販売・サービスで、全
世界のお客様の生産性と効率性の向上の為に不断の努力を行う。
1.11.2

コーポレートブランドの展開状況

コーポレートブランドは、以下の 2 つを基本として展開している。
① 森精機＋事業分野
② 海外については、MORI SEIKI ＋国名や事業分野
例外として太陽工機は、ＮＣ旋盤の高技術を持つ企業である。2001 年森精機が資本参加
したもので、森精機の資本比率は 50%強であり、社名変更まで至っていない。
1.11.3

プロダクトブランドの展開状況

製品のブランドについては、基本的にコーポレートブランドの「MORISEIKI」の表示
のみである。
これは 200 機種以上の工作機械のラインアップの中から、顧客ごとに加工物や生産形態に
合った最適な 1 台または、セミオーダーメイドのシステム機を提供するという形であり、
プロダクトブランドは特に必要とされていない現状によるものと推測される。
グローバル展開用として、2006 年 6 月「Dura」シリーズをプロダクトブランドとして
発表した。
1.11.4 ブランドの表示の事例：企業名の表示状況及び Global Web site
言語圏に合わせグローバルサイトは、「英語」、「ドイツ語」、「中国語」、「日本語」の 4
つの言語に対応しており、地域では、「ドイツ語」、「フランス語」、「イタリア語」、「英語
（UK）」
、「英語（US）
」の 5 つに分けて対応している.
1.11.5

ブランドについて戦略変更などの有無と結果や評価

森 精機 では、 現在 世界不 況か らの脱 出に 向けて 、 2008 年 度か らの中 期経 営計画
「PQR555」の中で、大きな目標として「成長の持続」を掲げ、連結売上高 2,500 億円、
日本工作機械工業会シェア 15％の達成を目指している。
その中で、地域別には日本、欧州、米州など成熟した市場では安定成長を図る一方、急
速な成長を遂げている BRICs など新興国市場では年間成長率 25％を目指している。
また、産業分野対象では自動車関連が大きな割合を占めており、今後エネルギー関連、航
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空機、建設機械関連の各産業への需要増加を目指す。
特に、これまでの主力商品である「NT シリーズ」、
「NMV シリーズ」が中心となり、基
本的に“ブランド”変更などの計画はないという。
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２．個別企業の調査結果の総括
２．１

個別企業のブランド使用状況の文献等調査結果

国内企業３社、海外企業 3 社のブランド戦略展開状況を調査を行ったが、企業ブランド
を中心にした展開であった。
図表 4.38 ブランドの展開状況の文献等調査総括
企業ブランド

製品ブランド

ABB

①「ABB」→ABB 本社が直接管理
②「ABB＋国名」→地域の子会社を設立して展開
③ABB の社名は表記せず→古くから資本提携していたり、
最近合弁事業を興した企業の場合

Caterpillar

①「Caterpillar」→工場進出の地域
②「Caterpillar」＋「国名」→主要なディーラー
③「CAT＋社名」→主な関連事業
④「Caterpillar」または、
「CAT」表示せず→提携や資本
参加の場合
①「シーメンス」単独の表記
②「相手先企業」＋「シーメンス」→合弁/合併企業の場
合の組み合わせで併記

• 特定ブランドは存在
せず、品番で展開
• 製品によっては、合
併前のブランド「ASEA」
を使用する場合も
• 大型機械は
「Caterpillar」
• 中・小型機械、グッ
ズなどは「CAT」

シーメンス

• 特定ブランドは存在
せず、品番で展開

③子会社であるが、
「シーメンス」は表記せず

ダイキン

①「ダイキンインダストリーズ＋国名」→対象国に、工
場あり
②「ダイキンエアコンディシニング＋国名」→対象国に
おける販売が中心

• 国内では、
「うるると
さらら」、海外では
「Ururu Sarara」

③「ダイキン」表示せず→その他、部品やサービスなど

コマツ

森精機

①「KOMATSU」→建設機械・車両
②「KOMATSU+「業種」→その他の機械や関連業種
③買収企業や資本参加など著名であれば当該企業の名称
を継承
①「森精機」＋「事業分野」→国内における社名展開
②「MORI SEIKI」＋「国名や事業分野」→海外における
社名展開

• 「品番」表示が基本

• 基本的に、コーポレ
ートブランド
MORISEIKI」の表示のみ

２．２ 製品戦略･ブランド戦略のヒアリング結果
図表 4.39 の通り、ヒアリング調査の結果は、国や地域の需要に合致した製品を、企業ブ
ランドを中心に展開するということに集約された。
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図表 4.39

国内外グローバル企業のヒアリング結果の総括

販売戦略

商品戦略

利益重視、B2B で顧
客ｾｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝはな
い
目的は地域で異な
る
B2B で顧客ｾｸﾞﾒﾝﾃｰ
ｼｮﾝはない

ユニークな商品で
利益。各市場のニー
ズを自社で調査
地域ニーズ対応の
製品展開、現地生産
現地で調査後、本社
支援

ブランド戦略

戦略決定者

海外企業
シーメンス

ボルボ

キャタピラー

市場でのリーダー
シップ(シェア重
視)
市場拡大期か否か
で分類
利益を犠牲にしな
い

企業ブランドのみ。
別ブランド展開は
やらない
企業ブランドのみ。
サブは逆にマイナ
ス懸念
ブランド育成は長
期視野
現地ニーズ重視と
Caterpillar、Cat
コストダウン
が基本、他 30 種。
ディーラー、支社、 ブランド毎の使用
本社の順で立案
条件有り

本社の本部長。
現地事業を本社
が機能別に支援
本社が決定。
主要海外会社会
長は本社社長が
兼務する
本社の各事業本
部長

顧客、市場本位。
Cisco 自身がチェッ
ク
主要顧客は
GO-TO-MARKET
売上、利益、シェア 参入障壁のクリア
はバランス重視
ーと顧客対応、カス
市場は新興国重視
タマイズ
個客重視
現地+本社デザイ
ン、管理
マスプロ前提で規
ユーザー本位の
模追求。高級品から differentiation
入って、ボリューム 現地ニーズ把握の
へ展開
徹底

企業ブランド浸透
が基本
下位ブランドは作
らない

現地の声は聞く
が、最後は本社
決定

NOKIA が主力。
企業買収後、即
「NOKIA」ブランド
切り替え

現地情報を重視
で、本社が最終
決定

ダイキン

FUSION10 売上高世
界一

中国でも高級品ブ
ランドとして展開

コマツ

品質・信頼第一
現地生産
キーとなる部品は
日本一極生産

東芝(PC&ネッ

日本は伸び悩むが
欧米は伸びる

シスコシステ
ムズ

ノキア

サムスン電子

企業ブランド至上
グローバルなハ
主義。
ーモナイズ重視
上級市場から参入、 で、本社が決定
果敢な投資決断

国内企業

トワーク社)

安値乱売消耗戦は
やらない
地域にあった商品
提供
品質第一
世界に標準品を提
供
各国の環境規制に
あわせた商品展開

基本的に企業ブラ
ンド
買収先のブランド
が著名であれば使
用する
デルなどと違って
製品ブランドだけ
量販店経由で、顧客 では売れない
ニーズを吸い取り、 企業ブランドと製
ラインアップ
品ブランドの併用
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最終的には本社
だが、変化対応
即断が必要であ
れば現地

第５章

まとめ
図表 5.１

我が国企業のグローバル展開における課題
グローバル展開における品種・ブランド戦略の構図

１．日本の事情

２．ターゲット市場

人件費等コスト高
国内人口減少

世界戦略
(グローバル戦略）

需要の停滞

アジア等新興国市場

新興国発展

企業

工業化進展

消費者

所得増加

富裕層
生産人口の増加
中間層

マーケティング戦略
４．製品戦略

低所得層

新興国需要増大

５．ブランド戦略

標準化

企業ブランド

カスタマイズ

製品ブランド

現地のニーズ・需要への対応取り組み開始

３．ジャパン・ブランド(日本のイメージ）
プラスイメージ

マイナスイメージ

高機能・高品質

高価格

ジャパンクール

オーバースペック

ヘルシー

戦争体験

１．日本の事情
我が国の GDP、国内需要は長期にわたって停滞している。今後については少子高齢化によ
る人口減少が進むことから、需要は減少するものと覚悟しなければならない。
そのため海外、とりわけ発展拡大期にある新興国や発展途上国の市場の獲得を目指さざ
るを得ない。
２．ターゲット市場
これまで我が国製造業企業の多くにとっての市場は国内と米国中心の先進国市場であっ
た。我が国機械工業企業は発展途上国を資源提供国あるいは安い労務費を提供する生産拠
点としかみなしていなかったと言える。発展途上国は安い労務費を求める先進国企業の進
出が相次いだ結果、工業化が進み、所得も向上した結果、それらの国は製品の市場とみな
されるようになった。
新興国市場はこれまでの先進国市場とは違った特性を持っており、市場ごとに対応する
ことが求められている。今、我が国製造業企業は、生産・販売をグローバルに展開するた
めの世界戦略、中でも製品戦略、ブランド戦略を必要としている。
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ヒアリング調査した海外のグローバル企業は全て新興国市場を志向し、戦略的ターゲッ
ト市場として位置づけ、綿密な市場調査を行ったり、地域における商品開発センターを設
置したりしており、中にはシスコシステムズ社のように第２本社を設置する企業もあった。
新興国市場において我が国企業は欧米企業、現地企業との熾烈な競争状態にあるが、ア
ジア市場開拓にもっと積極的、かつ戦略的に取り組む必要があろう。
新興国市場、特に中国、インド市場は人口増が続き、中間所得層が増えつつある。
新興国市場の富裕層は引き続き重要なターゲットであり続けるが、新興国の工業化に伴
う中間層の購買力は我が国機械工業企業にとって無視できない存在となりつつあるといえ
る。
３．製品戦略
今、我が国製造業企業は、生産・販売をグローバルに展開するための世界戦略、中でも
製品戦略、ブランド戦略を必要としている。
どのような製品を作ればよいかであるが、高級品でも、普及品でも、現地の顧客が欲し
い、買いたいと考える製品でなければならない。日本国内の売れ筋は、必ずしも世界の、
あるいはアジアの売れ筋ではない。
我が国の製品は、「価格が高い」、「オーバースペック（余分なものがついている）で使い
こなせない」と受け取られていることが多い。携帯電話に限らず多くの製品において、多
機能化、自動化など差別化が進んでいるが、日本以外では必ずしも受け入れられないよう
である。
これまで我が国企業は、日本で販売している製品をほぼそのまま先進国あるいは発展途
上国の富裕層を相手に販売することが多かったが、今後はこうした対応では新興国、発展
途上国はおろか先進国市場でもシェアの拡大ができなくなるではないかと懸念される。
日本が先進諸国の製品を後追いし、その小型化、品質改良で輸出を伸ばしていたときは
問題はなかったが、今や日本で生産している製品は世界の先端を走っており、逆に追いか
けられる立場にある。携帯電話で言えば、新興国の市場をよく知るノキアやサムスンは必
要な機能に限定してシェアを伸ばしている。
製品の売れ筋を把握するには徹底した現地市場調査しかなく、調査した中では、サムス
ン電子の自社従業員の現地化を筆頭に各社各様に現地ニーズの把握に懸命に取り組んでい
た。ヒアリングした海外の企業は自社の現地スタッフが市場調査し、最後に本社が現地の
事情を確認、少なくとも本社と協議し戦略を決定している。現地と本社の協議を通じて、
標準化とカスタマイゼーションのバランスが図られている。
３．１

現地のニーズの把握

我が国製造業は、新興国市場において、従来の富裕層をターゲットとする「高付加価値
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化・高品質な製品・技術・サービスの投入」を維持しつつも、「現地仕様の製品・技術・サ
ービスの投入」など現地ニーズに対応した事業戦略を構築するよう努力すべきであろう。
３．２

売れ筋の開発

これまでは「低価格化・コストダウン」が重要な戦略と考えられたが、現在はさらに「現
地対応の製品・技術・サービスの投入」が求められている。どのような製品をつくるかに
ついては、現在の日本の製品から引き算でつくる行き方、発想を転換して基本機能に絞り
込んだ製品を創って足し算方式にする行き方などがあると考えられるが、現地の需要に対
して必要十分であることが条件となる。つまり、本来の目的のために、最低限の機能(例え
ば、自動車は人・ものを移動させる手段)を持った製品を作り、必要に応じて機能を追加を
追加していくことである。（例えば、アジア諸国で使う耕運機に自動制御装置は不要である
など）
■売れ筋開発の事例
・手の届く価格で（醤油は大瓶では売れなくても小分けにしたものなら売れる）
・ベトナムの単車（最低限の品質）
当初は日本のホンダ製が良く売れていたが、安値の中国の類似品が出回るようにな
り、ホンダの単車は売れなくなった。しかし、しばらくすると顧客は中国品に故障
が多いことからホンダ品に戻ってきた。一方、ホンダは類似品メーカーの中から、
最も優れたメーカーを買収、教育して生産させるようにし、安値、高品質を達成し
た。
発展途上国向けに低品質品を販売することがあってはならない。企業ブランドのイメー
ジを傷付けないよう、価格は安くても高品質で、何よりも安心安全でなければならない。
企業は「安心安全の製品を安く」造る技術を開発しなければならない。
要は市場が求める製品を、他社に先んじて開発、投入すること、企業が行うあらゆる活
動を通じてブランド価値を高めていくことが重要である。
■標準化とカスタマイズのバランス
新興国でのブランド構築には次の 2 つの方法がある。
①母国での商品を用いてそのまま海外展開を図る方法
②母国での商品にこだわらず、現地のニーズに即した商品を開発する方法
新興国においては、一方的な低価格化・コストダウンを図ればよいというものではない。
新興国において、我が国製造業の製品ブランドに対する評価は高く、このような高級感を
維持しながらも、中間層に手が届く値ごろ感を両立させる事業戦略が必要である。
我が国家電メーカーの最大の海外ライバル企業とされる韓国サムスン電子は、デザイン
の重視、巧みなマーケティング、ブランド構築によって高級感を維持したまま、価格的に
は手が届く範囲にする複合的な事業戦略を採用することで成功している。
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しかし、韓国メーカーによる現地化ニーズへの対応の徹底という事業戦略も成功モデル
の１つに過ぎない。企業は自社の業種特性、製品・サービス、ビジネスモデルとの相性を
十分に見極め、標準化移転と現地化による最適化を図ることが必要である。
４．ブランド戦略
調査した企業は全て、グローバル展開にけるブランド戦略は企業ブランドを主体として
いた。
我が国機械製造業の今後のグローバル展開を考えた場合、「地域ごと、製品ごとに別ブ
ランドを構築しようと考えるのは、管理面だけでなく、ブランド育成の費用、時間を考え
ると得策ではない」。また「サブブランド(別ブランドの子会社の設置を含めて)も同様であ
り、サブブランドまで使用しなければならない製品は、その企業にとって不必要な製品・
事業である」と言い切る企業もあった。同じ製品コンセプトで別ブランドを設けるべきで
なく、別ブランド設定はコンセプトが違う場合に限るべきである。
現地の評価の高いブランドを買収し、事業継続する場合を除いて、まずは企業ブランド
を第一義に考え、あらゆる機会を捉えて企業ブランドのイメージを強化することが重要で
ある。
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