
 1 

２１高度化－７ 

調査・研究報告書の要約 

     

書   名 平成２１年度グローバル展開における品種・ブランド戦略報告書 

発行機関名 社団法人 日本機械工業連合会・株式会社 東レ経営研究所 

発 行 年 月 平成２２年３月 頁 数 １２５頁 判 型 Ａ４ 

 

[目 次] 

序 （会長 伊藤 源嗣） 

はしがき（代表取締役社長 佐々木常夫） 

目次 

エグゼクティブサマリー 

調査研究の概要 

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・国内需要の減少見通し 

２．海外、とりわけ新興国市場の拡大見通し 

３．海外展開・海外市場獲得の必要性 

４．マーケティング戦略の必要性 

５．品種・ブランド戦略の企業戦略における位置づけ 

６．海外事業進出 

第２章 品種戦略(以下、製品戦略) 

１．参入する国・市場の選択 

２．製品戦略 

第３章 ブランド戦略 

１．ブランドとは 

２．ブランドの価値評価 

３．グローバル・ブランド戦略 

４．企業間取引(以下、Ｂ２Ｂ)のブランド 

５．グローバル化時代のブランド戦略 

６．製品とブランドの関係 

７．まとめ 



 2 

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 

２．個別企業の調査結果の総括 

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 

２．ターゲット市場（これからの機械工業企業の重視すべき顧客層） 

３．製品戦略 

４．ブランド戦略 

 

[要 約］ 

概要 

機械工業企業にとって、国内および米国をはじめとする先進国における需要の伸びに大

きく期待することはできないため、新興国や発展途上国の市場の獲得を目指す必要がある。 

我が国では、これまで新興国を資源供給国あるいは安価な労働力を提供する生産拠点と

見る傾向が強かったが、新興国での所得向上に伴い中間層が増加しつつあり、その購買力

は我が国機械工業企業にとっても無視できない存在となりつつある。新興国市場では欧米

企業、現地企業との競争が激しく、製品ニーズやブランドに対する嗜好対応など戦略的な

取り組みが求められている。本調査研究は、文献等調査の結果を踏まえ、国内外の主要な

機械工業企業に対し訪問ヒアリング調査等を実施したものであり、調査の結果は以下の通

り整理される。 

■品種（製品）戦略 

新たな市場で展開する製品は、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。各社各様に現地の需要に適合させるカスタマイ

ゼーションと効率化・コストダウンのための標準化のバランスをとった事業展開が必要で

ある。 

■ブランド戦略 

 調査した企業は全て企業ブランド重視であり、グローバル展開においては地域ごと、製

品ごとにブランドを作るのは、ブランド育成に費用、時間が掛かるばかりでなく、管理面

の煩雑さから却ってブランドイメージを傷付けやすいため、企業ブランドを中心とした展

開が有効との結論になった。 

 

エグゼクティブサマリー 
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 上記の概要の記述内容と重複するので、繰り返し記述は避けるが、調査結果を短く要約

すると、「グローバル化時代の我が国機械工業企業の品種・ブランド戦略は、海外の顧客の

需要を的確に捉え、かつ企業ブランドに恥じない製品をタイムリーに投入する」というシ

ンプルな調査結果となった。 

 

調査研究の概要 

１．背景と目的 

 我が国機械工業企業は事業のグローバル展開を強化して行かなければならない。その際

の品種やブランドの展開には戦略が求められている。国内外の先進企業の品種・ブランド

戦略を調査研究し、我が国機械工業企業の戦略立案に資することを目的とした。 

２．調査体制 

 世界的なブランド・コンサルティング会社であるインターブランド社との連携にもと、

東レ経営研究所内に「グローバル展開品種・ブランド戦略調査プロジェクトチーム」を設

け、調査を実施した。 

３．調査研究項目とスケジュール 

 平成 21 年 7 月から平成 22 年 3 月にかけて、機械工業の品種・ブランド戦略について文

献等調査、海外企業本社訪問調査、国内企業訪問調査等により、順次、調査を実施した。 

 

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 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 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
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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、 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 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 

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 
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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、 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 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。 

 

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
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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 

 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
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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、 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 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

ことが必要である。 
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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 

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 

利益重視。 

B2B では顧客セグメン

テーションはない。 

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。 

企業ブランドのみ。 

別ブランド展開はやらな

い。 

ボルボ 

目的は地域で異なる。

基本的に B2B である。

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。

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。

キャタピラ

ー 

市場でのリーダーシッ

プ(シェア重視)。 

市場は拡大期か否かで

分類 

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。 

Caterpillar、Cat が基本、

他 30 種。ブランド毎の使

用条件有り。 

シスコ 

システムズ 

利益を犠牲にしない。

 

顧客、市場本位。 

Cisco 自身がチェック。 

主要顧客は GO-TO-MARKET。

企業ブランド浸透が基本。

下位ブランドは作らない。

ノキア 

売上、利益、シェアは

バランス重視。 

市場は新興国重視。 

参入障壁のクリアーと顧

客対応、カスタマイズ。 

現地+本社で戦略立案。 

「NOKIA」が主力。 

企業買収後、即「NOKIA」

ブランド切り替え。 

サムスン電

子 

マスプロ前提で規模追

求。高級品から入って、

ボリュームへ展開。 

ユーザー本位の

differentiation。 

現地ニーズ把握の徹底。 

企業ブランド至上主義。 

 

国内企業 

ダイキン 

FUSION10 

売上高世界一が目標。

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。 

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

は日本一局生産。 

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。 

東芝 

(PC& ネット

ワーク社) 

日本は伸び悩むが欧米

は伸びる。 

 

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。 

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。 
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(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。 
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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

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、 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。 

 

  

        この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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