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訪日外国人観光客を日本の地方に届けたい。編集

部では著書「パワー・ブランドの本質」をはじめ

ブランド論で知られる片平秀貴氏を訪ね、海外

でブランドを築くための心得を、ANA を題材に

してお話を伺いました。日本の地方がブランドを

育てて、それが海外に広まっていくためのヒン

トになることを願い、誌面で紹介します。

――片平さんが考えるブランドとはどういうも

のか。ブランドではないプロダクト（製品）やサービ

スがブランドになっていくプロセスはどのようなも

のか。そのあたりからお伺いしたいと思います。

片平：メルセデス・ベンツ、ネスレ、グッチなど

欧州の老舗企業の経営者は、昔からブランドと

いう言葉を非常に重く受け止めてきています。

一方、米国でブランドの議論が広まったのは意外

と最近で、1991年に出版されたデビッド・A・アー

カーの、そこの棚にありますけど『マネジング・ブ

ランド・エクイティ』1という本あたりからだと思

います。日本ではもう少し遅くて、だいたい1994

～95年からでしょうか。

じゃあブランドができると、どんないいことがあ

るか。ANA の名前を使わせてもらいますが、ANA ブ

ランドがまだ弱かったときは、「全日空です」とか、

「ANA です」とか言って、名刺を出しても相手は

「？？？」と戸惑うばかり。ところがブランドの存在

感が出てくると、「ああ ANA ですね」と目を輝か

せてくれます。安心感、信頼感、そしておそらく、

その人が抱く何とも言えない「ANA らしい香り」。

こういったものがその人の頭の中に瞬時に広

がり笑顔を生むんです。ブランドであることの

一番の強み、それは笑顔を生む力を持っている

ことですね。

それからもう一つは、ANA でいい体験をすると、

「やっぱりANA ね」と覚えていてくれる。悪い事を

やっても覚えられちゃうんですが。ブランドが出

来上がっていると、ANA がいい体験を提供したと

きに、それが受け手の頭の中できちんと貯金になり

ます。ですから、私はいつもブランドとは何かって

聞かれると、人々の頭の中にできる預金口座だと

言っているんです（図表1）。その口座がないとどう

なるかというと、いい体験を提供しても、後に何

も残らない。「アジアでサービスのいい航空会社に

乗ったけど、あれは何だったかな」ってなってしま

います。努力の成果が蓄積されないんですね。これ

がブランドという仕組みの強さであり怖さです。

ブランドの発信元である従業員は大事です。あそ

1. 翻訳版は『ブランド・エクイティ戦略』。

丸の内ブランドフォーラム  
代表

片平 秀貴

ブランドの輪をどうやって
地球上に広げる？

30 ていくおふ . No.144

要旨

・ブランドは人びとの頭の中にできる預金口座。
・ブランドを支える組織（人々）は、これを大切にしている

 という「芯」を持たなくてはいけない。
・海外に派遣された代表者はブランドの大使。

キーワード

頭の中にできる預金口座、ヘッドピンな人、信頼関係



図表 1　ブランドの仕組みとメリット
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こで働きたいと思わせるのもやっぱりブランドの

力ですね。ただ知名度が上がって人気企業にな

ると、単にいい会社に入りたいだけの頭が良くて

要領がいい輩が大量に受けに来る。やっぱりブラ

ンドがずっとブランドらしくあるためには、そう

いう人を間違って入れちゃっては駄目なんです。

多少は頭が悪くてもいいから、多少は要領が悪く

てもいいから、「どうしても空が好きだ」とか、「飛

行機が好きだ」とか、「旅行が好きだ」とか、そう

いう人を引きつけないと駄目。「ああいうカッコい

いビルで働きたい」とか、「あの名刺を持ちたい」

とか、きれいなところだけ見て受けにくる人は、

実際のつらい現場で泥にまみれて働けるかとい

うと、まったく駄目なんですね。「うちはこれだけは

大事にする」という認識を共有できる集団であり続

けることはすごく大変なんですが、ブランドにとっ

てはそれが決定的に重要なことなんです。従業員の

頭の中にブランドがちゃんとできていると、それが

お客様に伝わる。それがファンを引きつける。そし

てそのファンがさらに仲間に語ってくれる。こう

いう感じにならないと。

――ブランドが出来上がると優秀な人を引き寄せ、

さらにブランドが強くなると思うのは早計で、その

ブランドの構成員としてふさわしくない人まで引き

寄せてしまって、ブランドがブランドではなくなっ

ていく危険をはらんでいると？

片平：おっしゃる通り。頑張ったから、お客さまを

喜ばせているから、独自の魅力があるから、それで

成長して上場してカッコいい会社になるのですが、

そのカッコよさだけに注目して集まってくるような、

ぱっと見に優秀な人を人事がつい採っちゃう。私の

周りにも就活エリートみたいな学生が多いんで

すね。「いい会社に行きたい」とか、「いい人生

を歩みたい」とか、スケールの小さいつまらない

輩が多過ぎます。ところがそういう学生ほど何でこ

んなに内定を取ってくるんだろうと。官庁から、

マスコミから、広告から、モノづくりから、商社

アプローチ 記憶
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から。ということは、いかに人事の採り方が均質

で誤っているかっていうことですよ。

これ一筋っていう芯のある会社は、やっぱり

熱意のあるイモみたいなやつをずっと採り続けな

いと駄目なんです。頭のいい臆病者は「この提案

を実行すると、売り上げは確実にどのくらい増え

るのか？」みたいなことを言いだす。分かるわけ

ないじゃないですか。分からないからチャレンジす

るんです。そういうチャレンジ精神がなくなって

くると、先の見えるプロジェクトにはハンコをつく

けど、結果がよく見えない夢の試みにハンコをつ

くのはやめておこうよと。でも本当は、よく分から

ないものが将来を決めるんです。最初から結果が

読めるものなんて、ろくなプロジェクトじゃない。

自分たちが大切にしている芯みたいなもの、

それに沿って勇敢に新しい夢を追う。そこがブ

ランドの一番大切なところ。例えばハーレーダ

ビットソンの米国・ミルウォーキーにある本社に行

くと、取り巻く空気がもう半端じゃないです。俺は

これで生きているんだ、これが命なんだみたいな。

ミルウォーキーの田舎までわざわざ引っ越して

きて、たかが二輪に一生を託そうという、そうい

う連中ばっかりだからいい。このブランドの芯は

“Rebel（反逆）”。そのとおりなんですよね。やっぱり、

ニューヨークのエリートたちは、ちょっと条件が良

ければそっちに行っちゃうわけでしょう。もちろん

そういうビジネスをする人たちはそれでいいんで、

決して否定するわけじゃないですが、ブランドが

愛されて、人に笑顔を届けようというビジネスを

やる人たちじゃないと思う。

日本の地方に目を向けると、そこでも同じことが

言えます。北海道の東北部に下川町という所があ

ります。「森をつくり、未来を創る」を合言葉に環

境未来都市のモデルとして一部の専門家の間では

知られた町ですが、驚いたことにそこには環境工

学のプロ、広報のプロなどが東京から移り住んで

きているのです。もちろんもともと地元の方々も

熱い人が多く、皆が一体となって本気で「下川ブラ

ンド」を育てようとしています。ミルウォーキーの

ハーレーではありませんが、いつの日か素晴ら

しいブランドに育つ予感がします。

――コアな人間というか、本当に空が好きなんだ、

飛行機が好きなんだという人だけでやる方がブ

ランドになりやすいとすると、大きなサイズのビ

ジネスとブランドは相入れないということに？

片平：基本的にサイズはあまり関係ありません。

無理にサイズを追う会社ではいいブランドは育た

ないですが、自分たちは何を目指しているのかっ

ていうのをちゃんと発信しながら、じわじわと大

きくなるというのはありですね。そうじゃなくて、

ただうわべだけ社会のためとか、お客さまのた

めとか言っていると、銀行にしようか、商社にし

ようか、ANAにしようかみたいな不潔な輩が入っ

てきてブランドが薄まっていくんです。ANAの

東京にある本社オフィスですが、その昔、霞が

関から羽田に引っ越しましたね。今はお客さまを

見下ろす汐留の高層ビルで小奇麗に生きている。
ハーレーダビットソン・ユニバーシティ（米国・ミルウォーキー）
撮影：片平秀貴
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知らない（例えば）ニューヨークのビジネスマンが

たまたまANAに乗っていい思いをしても、よほど

でなければその痕跡は消えてしまいます。

そんなわけで ANA の名前も海外に行くと皆さ

んが思う以上に知られていない。日本でこれだけ

有名なんだからと思っても、がっかりするほど知

られていない。インドネシアの航空会社の役員の

人と話していたら「ANA って日本航空の子会社で

すか」なんていう発言まで出る始末なんです。いい

ことはしている。何とかというファイブスターを

取っている。世界で一番何々のエアラインって

いう。しかし、それだけでは駄目なんです。

――ではどうしたら ANA を知らない海外の人を

引き付けてファンにすることができるんでしょうか。

片平：二つの可能性があります。一つは、ずぬけ

た感動を届けることです。「今回のフライトは

別格だった。その航空会社は何というんだった

かな。えっANA？ そうなんだ。知らなかった」…

という体験です。ただ、これは大変です。これほど

のことが、そういつも起こるとは考えにくいです

よね。もう一つは、事前に「今回のフライトは最近

評判のANAという日本の会社」と思って乗っても

らうことです。そのためには「最近評判のANA」に

ならなくてはいけませんね。ここがポイントです。

評判がどう出来上がるのか、については残念な

がらそれほど多くは知られていません。ただ私

の体験と観察から、これだけは言えるのではな

いかという仮説が一つあります。それは、評判は

「ヘッドピンな人」から始まる、というものです。この

ヘッドピンはボーリングの1番ピンのことです。それ

を倒せば後ろの 9 本が倒れます（図表2）。この人

のテイストとか、目利き度とか、発信力とか、この

人が「すごく素敵だね」って言うと結構みんなが

これは私見ですが、どうもANAらしくない。ずっと

羽田にいるべきだったんだと思う。あそこの油

臭い、発着のエンジン音が響いてくる所で飛行機

野郎や飛行機女子が集う。それがカッコよくない

ですか。

――  預金口座が出来ていないと、いい事をやり

続けていてもブランドになっていかないというと

ころをもう少し。いいものを作っていればブランド

になる、逆に言えばブランドにならないのはプロダ

クトが良くないから、とそういうふうに考えてきまし

たが、そういう単純なものでもないんでしょうか。

提供しているプロダクトを磨き続けていくといず

れブランドになっていく。そういうものではないん

だと。お話を伺っていると、いいことだけやってい

ても砂に水を注ぐような、無駄が多い。そういうこ

となんでしょうか。

片平：いい質問ですね。もちろん、まず大前提と

してモノ（やサービス）が本当にいいモノでなく

てはいけませんね。そうだとしても、それだけで

はうまくいかないことが多いです。受け手の側に

名義のしっかりとした預金口座ができていないと

「良体験→記憶」という蓄積が起こらないから

です。ANAファンの頭の中には「ANA」という名義

の口座がしっかりとできていて、ANAがいい体験

を提供するとそれが貯金になります。でもANAを

北海道上川郡下川町　撮影：片平秀貴
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図表 2　ヘッドピン理論

ついてくる、そういう人です。どの分野でも、この

ピンを倒すとだいたい20 本倒れる。いやこのピ

ンを倒すと1万人が倒れるっていう人がいるは

ずです。いいブランドが、みんなから一目置かれる

ブランドになるときには、必ずと言っていいほど、

この「ヘッドピンな人」が絡んでいるんですね。

そしてそういう人たちと真剣にお付き合いをし

ていくと、自然とその人たちのカラーというか趣

がブランドの周りに出来上がります。いい意味の

「朱に交われば赤くなる」なんですね。

――「ヘッドピンな人」の具体例を紹介していた

だけますか。

片平：幾つか例を挙げてみましょう。まず国内の

例から。

夏目漱石と言えば知らない人がいない大家です

よね。その漱石が心酔した出版社があるんです。

それは何と、できて1年しか経っていない神田の古

本屋だったというのだから驚きです。その店主は

朝日新聞に当時連載中だった『こころ』を読んで感

動し、じかに漱石に会いに行って、涙ながらにその

出版への思いを訴えたと言います。二人は、明治

以来近代化を進め二つの戦争に勝って浮かれてい

る日本への危惧、これから日本はどこへ行くのか、

日本人はどう生きるべきなのか、などなどを熱く語

り合ったのではと想像がつきます。漱石は『吾輩は

猫である』『坊ちゃん』などで名声を確立した後で

したが、その店主と意気投合し、出版費用を自分で

負担しただけでなく、装丁も自分でしたというのだ

から、その入れ込みようが半端じゃなかったことが

うかがえます。その店主は岩波茂雄、その古本屋

は今の岩波書店です。岩波書店をブランドにした

「ヘッドピンな人」は夏目漱石だったんです。

ANA は国内では知らない人がいないブランドな

ので、海外で評判が生まれた例の方がいいかもし

れませんね。それではソニーの話を二題。

ソニーのウォークマンは1980年代初頭に生ま

れたすごいブランドですね。世界中で知られてい

ました。その発端は次のようなことでした。ソニー

PCL の元副社長で、自他共に「ウォークマン」の名

付け親と認める河野透さんにお聞きした話なので

間違いないと思います。
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ヘッドピンを倒すことで、より大きな効果が生まれる。
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ステレオカセットプレーヤー “ ウォークマン ”「TPS-L2」
写真提供：ソニーマーケティング

当時ソニーの社長をされていた盛田昭夫さん

（故人）の肝入りでソニーのオーディオ技術の粋を

小さなケースに込めた再生専用のポータブルオー

ディオプレイヤー「ウォークマン」が生まれま

した。1979年のことです。発売はしたものの売れ

行きはいまひとつで、多数の在庫が倉庫に眠って

いたそうです。河野さんはそれを知って、当時演奏

旅行で来日中だった盛田さんのご友人のボストン

交響楽団の団員たちにそれをプレゼントしたそ

うです。団員たちはその音のクオリティーに感

動し、米国に帰国後、音楽家の友人たちにその興

奮を語り、ボストンやニューヨークの街角に出る

ときは、ヘッドホンを着けてそれを聞きながら歩

き回ったそうです。そうこうするうちに東海岸でそ

の評判に火が付き、それが日本に逆輸入されて日

本でも人気が上昇した。そういうことのようです。

世界のウォークマンはボストン交響楽団から始

まった、というわけです。同じ数のウォークマンを

タイムズスクエアで一般の人に無料配布しても、

絶対に同じことは起こらなかったですよね。

それから「世界のソニー」を語る上で、避けて

通れないストーリーがあります。ソニーの草創期

に盛田さんが、米国のフォルクスワーゲン（ビー

トル）の広告に参ってしまって、「うちもこういう

広告をしたい」と。これは有名なシリーズ広告で、

その一つのコピーは「このフォルクスワーゲン

は船積みされませんでした」です。理由は小さな

傷が見つかったから。フォルクスワーゲンの最

終チェックはどんな傷も見逃しませんっていう、

しゃれた広告なんです。

これをつくったのは DDB2 っていうクリエイティ

ブ会社なんです。それで盛田さんがニューヨーク

の DDB のドアを叩いたら、「ソニー？ 聞いたこと

がない」って門前払い。その時に盛田さんがやっ

たことがすごい。DDB の社長は、ウィリアム・バー

ンバックっていう方なんですが、彼がどこに住ん

でいるか、子供がどこの小学校に通っているかを

調べて、わざわざ近所に引っ越して、自分の子供

を同じ小学校に通わせた。そうするともう同級生の

親同士だから、じっくり仲良くなってから、もう

一度「悪いけどね、仕事を頼みたいんだけど」って

やって、それで素晴らしい広告ができたっていう

話がある。それで一気にソニーが米国で注目され

ることになったんですね。

この二つの話には裏話があります。最初の話

の主人公、河野透さんはソニーのその米国の広

告を見て感動し、ソニーの入社試験を受けたそ

うです。盛田さんが引越ししなかったらソニーの

河野さんはなく、「ウォークマン」も「世界のソ

ニー」も生まれなかったかもしれません。

もう一つの例は、無印良品。海外では MUJI で

知られていますね。無印良品は、西武流通グループ

の総帥だった堤清二さん（故人）が始めたブラン

ドで、彼は自分で詩を書くくらいの文化人だったこ

ともあって、田中一光さん（故人）をはじめ、名だ

たるデザイナーたちが最初から応援していたんで

すね。杉本貴司さん（インテリア）、深澤直人さん

（インダストリアル）、原研哉さん（グラフィック）、

といった日本を代表するデザイナーたちがアドバ

2. 1947 年にニューヨークで設立された広告代理店。商品やサービスの特長を、写真と説明文で表現する現代の広告制作手法を生み出した。
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イザーをしていて、今でもそのうちの何人かは週

1回、良品計画の本社に集まって「MUJI とは何か」

を経営陣と語り合っているそうです。

この方々は海外のトップクラスのデザイナーと

友人関係にあります。その関係で MUJI は特に

欧州のデザイナーやクリエイティブ関係の人た

ちの間で人気が高いんです。著名なデザイナーが

「僕にも何かデザインさせて」と。ジャスパー・モ

リソンさんはインダストリアルデザインの世界的

巨匠ですが、彼のデザインしたカトラリーや椅子

が MUJI にはあります。そうすると彼の友人、お弟

子さん、彼のファンなどが MUJI のファンになり、

じわじわ MUJI の人気が欧州の感度の高い人た

ちの間で広まったのです。国内外のトップデザイ

ナーたちが MUJI の「ヘッドピンな人」になってい

たわけです。余談ですが、MUJI は欧州でも日本で

も料理人の間でも人気で、MUJI のレトルトカレー

などは日本の一流料理人のアドバイスを受けてい

るそうです。

――なるほど、お話はよく分かりました。では、どう

やって「ヘッドピンな人」たちを見つけて親しくなり、

評判をつくったらいいのでしょうか。

片平：ここは非常に微妙なところで、下手に誤解す

ると、とんでもないことになります。一番注意した

いのは、紹介したケースのどれも、ヘッド

ピンになる人が「商売狙い」ではない、

つまりビジネス目的で協力したのではな

いという点です。漱石は岩波茂雄の心意

気にほれました。ボストン交響楽団は友

人である盛田さんたちの仕事に感動し

ました。ウィリアム・バーンバックさんも

盛田さんの人柄にほれたんでしょう。

おそらくジャスパー・モリソンさんは友

人の深澤直人さんに一目を置き、MUJI

の哲学に強く共感したに違いありません。昨今、

バズマーケティングなどと称して「オピニオン

リーダー」なる輩にSNSなどで、場合によっては

お金を出して自分の商品を広めてもらう動きが目

立ちますが、そのようなお安い発想と混同しない

でください。人と人、人とブランドが本物の敬意

と信頼で結ばれなくては何も始まりません。

では、特に強いネットワークもない一従業員の

場合はどうしたらいいのか、という問いが出てきそ

うですね。残念ながら予定調和的にすっきりとし

た答えはありません。ただ一つだけはっきりと申し

上げられることがあります。それは、「自分がブラ

ンドの代表者だと胸を張りなさい。その上で、一人

の人間として当該領域、当該地域、当該文化を代

表するさまざまな人たちと一対一の親しい信頼関

係を築きなさい」ということです。

これは特に海外では重要で、日本発ブランドの

海外での弱さもこのことと無関係ではないと思っ

ています。一人の人間として、たった一人で現地

社会に入っていく人が少ないのです。ロンドンで

もパリでも日本人は日本人だけで会社を超えて固

まって、日本食レストランで酒盛りをしゴルフをし

ている。一方、海外で元気な MUJI や公文（公文教

育研究会）は、一つの国に日本人は原則一人だけ。

そして現地社会に入っていって良き友人を得るこ

ジャスパー・モリソン氏がデザインした MUJI のカトラリー

写真提供：良品計画

36 ていくおふ . No.144



片平 秀貴（かたひら・ほたか）
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助教授を経て、89 年から東京大学大学院経済学研究科教授。

ペンシルべニア大学ウオートン・スクール、カリフォルニア

大学バークレー校などで客員教授を歴任。現在は、丸の内ブ
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がある。
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とを当たり前のことと考えています。海外から日本

へという逆のケースでは、アウディ・ジャパンの数

代前の社長のドミニク・ペッシュさんの例があり

ます。単身だったこともありますが、平日の夕食は

すべて日本の各界のリーダーたちとのお付き合い

に使うとおっしゃっていました。日本ミシュランタ

イヤ会長のベルナール・デルマスさんも程度の

差こそあれ、しかりです。

海外に出たらその地域に派遣された代表者はブ

ランドの大使です。ANA も各地域に駐在する代表

者たちがその地域の代表的ビジネスリーダー、

音楽家、スポーツ選手、シェフ、メディア関係者

等々の方々と、一人の人間として付き合いをもっと

もっと深めてほしいですね。そうすれば、そこから

何かいい評判のタネが生まれてくるはずなんです。

この点については、ANA には素晴らしい先輩が

いるじゃないですか。第二代社長をされた岡崎嘉

平太さんです。記録によると岡崎さんは終戦後の

厳しい時期に日中関係正常化に尽力し、当時の周

恩来首相と一人の人間として信頼関係を築いたと

言われていますね。1972年に日中国交正常化の調

印式の2日前、周首相が岡崎氏お一人を北京に招い

て「中国には『水を飲むときには、その井戸を掘っ

てくれた人を忘れない』という言葉があります。

…その井戸を掘ったのは岡崎さん、あなたとあなた

の先輩方です」と言ったというのは有名な話です。

それ以来、ANA は中国政府にとっては特別な存

在になったと言われていますね。岡崎さんは、周恩

来という中国の大きな、大きなヘッドピンとつな

がった日本国というブランドの「大使」だったん

ですね。そしてもちろん ANA ブランドにとっても

力強い大使だったことは言うまでもありません。

岡崎さんのような先輩がいることは、ANA とい

う組織にとって何にも代えがたい財産です。国内

でも海外でも、ANA の従業員、役員、全員が第二、

第三の岡崎さんになって地球全体に ANA の輪を

広げていってほしいです。

今回は ANA ブランドを例にとりながらお話し

ましたが、まったく同じ議論が今、全国的に動き

のある地方のブランドづくりにも言えます。それ

ぞれの地方を愛し世界に通じる人間力のある「大

使」がどんどん海外に出て行って、各国のヘッド

ピンな方々とつながることを祈ります。

1987 年 4 月16日、中国への ANA 定期便 1番機で大連に到着した岡崎嘉平太
ANA 相談役（当時）  　　　　　　　　　　　　   写真提供；岡崎嘉平太記念館
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ブランドの輪をどうやって地球上に広げる？




