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Introduction

ブランド   生態調査
   新しいブラ   ンドの眺め方

　私は 1998 年に『パワー・ブランドの本質』（ダイヤモンド社）を著しその冒頭で、「ブ
ランドとは一体何なのか」という問いに対する自分なりの答として「ブランドは顧客
の頭の中の預金口座」であると述べました。自分の進歩のなさを白状するようで恥ず
かしいかぎりですが、この見解は２０年余り経った今でも大きく変わるところはあ
りません。
　そのブランドをよりマクロ的にみるとそれは植物に喩えられるのではと考えてい
ます。生活者の脳が土壌でその上に育つのがブランドです。特定の土壌にはそれに
合った植物が育つのと同じように、ブランドと生活者との間にも相性の良し悪しが
あるはずです。ブランドも植物と同じように「生態系」を形成しているのではないか、
というのが私の永年の仮説で、それを確認し測定しようというのが今回の調査の最
大の目的です。「ブランド生態調査」という名前もそこからきています。
　Instagram は 2010 年に米国で生まれ、2014 年に日本に上陸した新しいブランド
ですが、今はすっかり日本の土壌に根付きました。日本のどこに根付いたか。この調
査から面白いことが分かりました。日本国民の脳に一様にランダムに、ではありませ
ん。JAL、マクドナルド、無印良品、dyson、IKEA のファンの脳に色濃く根付いて
いるのです。これらのブランドのファンは平均より 2.5 倍から 3 倍 Instagram のファ
ンである率が高いのです。他の４つはなるほどですが、JAL が入っているのはちょっ
とした驚きかもしれません。でもこのようなことを見つけてくるのもこの調査なら
ではのところです。それはどんな人たちなのか、なぜこれらのブランドが似たファン
を共有しているのかはわれわれのデータを深掘りして行くとすぐに分かります。こ
のようなケーススタディは、Instagram のものではありませんが５つほど最後の「ブ
ランド研究」でご紹介してあります。
　ブランド生態調査には、もう一つ重要な役割があります。それはどこにいるか分か
らないブランドのファンを識別してその人がそのブランドのどこがどう好きかを聞
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き出すことです。ある阪急電鉄ファンは「補助で働いている人ですら礼儀正しい」と
言い、ある TOTO ファンは「世界のトイレ環境を整える活動を行なっているから」と
言っています。こんなところまで見ているのか、こんなことまで知られているのか、
と感心させられるコメントも多く、このような回答者のナマの声をリストアップし
てそのブランドの関係者にお見せすると大いに喜ばれます。ブランドの経営者、開発
者、その他の関係者を元気にするというのがもう一つの大きな役割なのです。
　このように純粋想起、自己記入型のデータなので、今まで定量調査で素通りしてき
た多くのことが姿を現してきます。とはいうもののブランドの調査というとブラン
ド力という定量的な指標も無視できません。これを概念的にどう規定しどう数値化
するかはそれ自体大変大きな問題です。でも、この調査ではそれは至ってシンプルで
す。冒頭の「ブランドは顧客の頭の中の預金口座」という概念に依拠するとこの問題
は大きく単純化されるからです。何人の人の頭の中にそのブランドの「預金口座」が
出来上がっているかを数えれば、それがそのままブランド力の指標になると考えた
のです。
　本号では、ブランド調査の常に倣ってまずブランド力の指標の値をご紹介します。
次に、今回の調査で大変興味深い結果が得られたパナソニックとウタマロの２ブラ
ンドの経営者のトップインタビューが続きます。そのあと、いままでのブランド調査
では決して提供されなかったいくつかの興味深い切り口とそこから得られた意外な
事実をご紹介します。さらに、さまざまな角度からブランドづくりに携わってきた４
人の達人たちの辛口のレビューが続き、最後にこのデータを使ったブランド研究を
５つご紹介します。どこから読んでいただいても構いません。いつもと少し色合いの
異なるブランド調査報告をお楽しみください。

本誌編集委員長  片平 秀貴
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　ブランド生態調査 BS2019（BS は Brand Seitai の頭文字）は、2019 年の 2 月 4 日から 2 月 6 日にかけ
て首都圏 1 都 3 県（東京・神奈川・埼玉・千葉）の 18 歳以上の男女 4459 名、関西圏 2 府 4 県（大阪・京都・兵庫・
滋賀・奈良・和歌山）の 18 歳以上の男女 2951 名に対して行われました。調査は、領域を指定して（例えば、

「食：食品 / 菓子；飲料 / 酒類；飲食店 / ファーストフード / カフェ；お弁当　など」）好感を持っている商品
や企業の名前を 3 つまで自由記入してもらうかたちで行われました。11 の領域を設定しましたが、挙がっ
た名前は名寄せ前で合計 19000 あまりになりました。以下のスコアは、全 11 の領域で名前が挙がった回数
を勘定し、100 人当りの数字に標準化したものを小数点以下切り捨てたものです。同じスコアの数字で順
位が違うのは小数点以下の差を反映しているからです。またスコア自体が同値なものは順位も同じになっ
ています。

表 1  総合ＢＳスコア トップ 50 表 2  総合ＢＳスコア 首都圏・関西圏

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  ディズニー 25 26  Apple 5
2  イオン 22 27  LIXIL 4
3  パナソニック 20 28  資生堂 4
4  ユニクロ 18 29  日産 4
5  Amazon 17 30  シャープ 4
6  Yahoo! 16 31  JAL 4
7  楽天 15 32  ＧＵ 4
8  USJ 14 33  高島屋 4
9  トヨタ 13 34  NTT ドコモ 3

10  マクドナルド 10 35  ライオン 3
11  ニトリ 9 36  東京ガス 3
12  TOTO 9 37  DHC 3
13  iPhone 8 38  ダイソー 3
14  無印良品 8 39  LINE 3
15  ソニー 7 40  大阪ガス 3
16 セブンイレブン 7 41  しまむら 3
17 スターバックス 7 42  ルイヴィトン 3
18  dyson 7 43  日本経済新聞 3
19  ららぽーと 6 44  朝日新聞 3
20  Honda 6 45  日立 3
21  花王 6 46  東芝 3
22  Google 5 47  関西電力 3
23 ヨドバシカメラ 5 48  読売新聞 3
24  ANA 5 49  Youtube 2
25  IKEA 5 50  ジョイ 2

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  ディズニー 26 1  イオン 27
2  パナソニック 20 2  ディズニー 22
3  ユニクロ 17 3  USJ 22
4  Amazon 16 4  パナソニック 20
5  Yahoo! 16 5  ユニクロ 18
6  イオン 14 6  Amazon 17
7  楽天 12 7  Yahoo! 16
8  トヨタ 12 8  楽天 15
9  マクドナルド 10 9  トヨタ 14

10  ニトリ 9 10  マクドナルド 11
11  TOTO 9 11  ニトリ 9
12  ららぽーと 9 12  無印良品 9
13  iPhone 8 13  iPhone 8
14  無印良品 8 14  大阪ガス 8
15  USJ 8 15  TOTO 8
16  ソニー 7 16  関西電力 8
17  dyson 7 17 スターバックス 7
18 セブンイレブン 7 18  ソニー 7
19 スターバックス 7 19  Honda 6
20  Honda 6 20  花王 6
21  ANA 6 21  阪急百貨店 6
22  東京ガス 6 22  dyson 6
23  花王 5 23 セブンイレブン 6
24 ヨドバシカメラ 5 24 ヨドバシカメラ 5
25  JAL 5 25  Apple 5
26  Google 5 26  IKEA 5
27  IKEA 5 27  Google 5
28  高島屋 4 28  資生堂 5
29  シャープ 4 29  大丸 4
30  LIXIL 4 30  阪急電鉄 4

  ブランド力ランキング

2 .首都圏対関西圏 総合 BSスコアと領域別 BS     
スコア
2.1 総合ＢＳスコア
　首都圏と関西圏それぞれの総合ＢＳスコア ト
ップ 30は表 2のとおりです。

1 .総合 BSスコア トップ 50
　全 11領域を横断し首都圏と関西圏を統合した
BSスコアのトップ5 0は表１のとおりです。なお、
その性質上「街」のデータは除外してあります。
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2.2 領域別 BSスコア
　各領域別の首都圏・関西圏それぞれのＢＳスコアは表 3－ 1から表 3－ 10のとおりです。

表 3-1  住まい  （実スコア 1.0 未満は削除）

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  TOTO 9 1  大阪ガス 8
2  ニトリ 6 2  TOTO 8
3  東京ガス 6 3  関西電力 8
4  LIXIL 4 4  ニトリ 5
5  IKEA 4 5  LIXIL 4
6  東京電力 3 6  IKEA 4
7  パナソニック 1 7  パナソニック 2
8  積水ハウス 1 8  積水ハウス 2
9  無印良品 1 9  住友林業 1

10  住友林業 1 10  大和ハウス 1

表 3-2  クルマ・交通

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1 トヨタ 12 1  トヨタ 14
2  Honda  6 2  Honda 6
3  ANA  6 3  阪急電鉄 4
4  JAL  4 4  日産 4
5  日産  4 5  ANA 3
6  JR  2 6  JAL 2
7  マツダ  2 7  スズキ 2
8  レクサス  2 8  マツダ 2
9  新幹線  2 8  JR 2

10 メルセデス・ベンツ 1 10 オートバックス 2

表 3-3  生活雑貨・日用品

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  花王 4 1  花王 4
2  無印良品 4 2  無印良品 4
3  dyson 3 3  ダイソー 3
4  ダイソー 2 4  dyson 3
5  キュキュット 2 5  ジョイ 3
6  ジョイ 2 6  キュキュット 2
7  ライオン 2 7  ニトリ 2
8  激落ちくん 2 8  ライオン 2
9  ニトリ 1 9  アタック 2

10  クイックル 1 10  ウタマロ 1

表 3-4 ファッション

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  ユニクロ 15 1  ユニクロ 16
2  GU 3 2  GU 4
3  しまむら 3 3  ルイヴィトン 3
4  ルイヴィトン 3 4  しまむら 2
5  COACH 2 5  セイコー 2
6  GUCCI 2 6  COACH 2
7  セイコー 1 7  ROLEX 1
8  ROLEX 1 8  GUCCI 1
9  NIKE 1 9  ワコール 1

10  バーバリー 1 10  NIKE 1

表 3-5  家電・通信

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  パナソニック 15 1  パナソニック 14
2  iPhone 8 2  iPhone 8
3  ソニー 7 3  ソニー 6
4  シャープ 4 4  Apple 4
5  NTT ドコモ 3 5  シャープ 3
6  Apple 3 6  NTT ドコモ 3
7  日立 3 7  東芝 3
7  東芝 3 8  dyson 2
9  dyson 3 9  日立 2

10  au 2 10  ヤマダ電機 2

表 3-6  美容・健康

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  DHC 3 1  資生堂 5
2  資生堂 3 2  DHC 3
3  ファンケル 3 3  花王 2
4  ニベア 2 4  SK- Ⅱ 1
5  サントリー 1 5  ニベア 1
6  オルビス 1 6  サントリー 1
7  花王 1 7  ライオン 1
8  ライザップ 1 7  サンスター 1
9  GUM 1 9  パナソニック 1
9  ちふれ 1 10  ファンケル 1
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表 3-7  情報・メディア

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  Yahoo! 10 1  Yahoo! 12
2  Google 4 2  Google 5
3  日本経済新聞 4 3  楽天 4
4  楽天 3 3  LINE 4
5  NHK 3 5  朝日新聞 3
6  Amazon 3 6  読売新聞 3
6  朝日新聞 3 7  YouTube 3
8  LINE 3 8  Amazon 3
9  読売新聞 2 9 スマートニュース 2

10  YouTube 2 9  日本経済新聞 2

表 3-9  レジャー・エンタメ

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  ディズニー 26 1  ディズニー 22
2  USJ 8 2  USJ 22
3  星野リゾート 1 3  劇団四季 1
4  任天堂 1 4  任天堂 1
5 富士急ハイランド 1 5  イオンシネマ 1
6 TOHO シネマズ 1 5  ボヘミアンラプソディ 1
7  劇団四季 1 5  星野リゾート 1
8 ボヘミアンラプソディ 1 8  阪急交通社 1

8  宝塚 1
8 ハウステンボス 1
8  白浜ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ 1

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  マクドナルド 9 1  マクドナルド 11
2 スターバックス 6 2 スターバックス 6
3  ドトール 3 3  モスバーガー 3
4  モスバーガー 2 4  明治 3
4  明治 2 5 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ 2
6  タリーズ 1 6  ドトール 2
6   サントリー 1 7  KIRIN 2
8  日清食品 1 7  サントリー 2
8  サイゼリヤ 1 9  カルビー 1

10  KIRIN 1 10  コメダ珈琲 1

表３-10  ショッピング先

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  イオン 13 1  イオン 25
2  Amazon 12 2  Amazon 14
3  楽天 9 3  楽天 10
4  ららぽーと 8 4  阪急百貨店 6
5 セブンイレブン 6 5 セブンイレブン 5
6  Yahoo! 5 6  大丸 4
7  高島屋 4 7 ヨドバシカメラ 4
8  伊勢丹 3 8  Yahoo! 4
9 ヨドバシカメラ 3 9  高島屋 2

10  ルミネ 2 10  ローソン 2

2.3 「街」領域のＢＳスコア
　街は一企業が提供する商品とは異なるので総合ＢＳスコアからは除外しました。その「街」のＢＳス
コアは表 4のとおりです。

表 4  街

【首都圏】 【関西圏】

ブランド BS
スコア ブランド BS

スコア
1  横浜 8 1  梅田 14
2  銀座 8 2  京都 11
3  新宿 7 3  神戸 11
4  吉祥寺 5 4  難波 7
5  渋谷 5 5  大阪 6
6  池袋 4 6  三宮 5
7  鎌倉 2 7  天王寺 2
8  みなとみらい 2 8  西宮 2
8  表参道 2 9  奈良 2

10  上野 2 10  心斎橋 2

表 3-8  食
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3 .調査概要
　調査概要は表 5、対象とした商品・サービス領
域は表 6のとおりです。

表 5  調査概要
▪期間：2019/02/04 ～ 2019/02/06 
▪対象：首都圏 1都 3県（東京・神奈川・埼玉・千葉）　
　の18歳以上の男女 4459名
　関西地区 2府 4県（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・
　和歌山）の18歳以上の男女 2951名
　性年齢で均等割付　東西合計 7410名
▪調査実施：インテージ
▪調査方法：インテージ社モニターによるインターネット
　調査
▪純粋想起法：提示した複数の領域で「好きなブランド」と
　「好きな理由」を自己記入してもらう
▪対象領域（テーマ）：表２参照

表 6a  固定領域（全回答者に提示）
 1.住まい：住宅 /マンション；電力 /ガス /水道；キッチ
　ン /浴室 /トイレ；家具 /インテリア など
 2.クルマ・交通：クルマ；バイク；自転車；タイヤ /カ
　ー用品 /ガソリン；レンタカー；飛行機 /鉄道 など
 3.生活雑貨・日用品：お洗濯／キッチン回りの清潔／食
　器洗い／お掃除 に関する 洗剤／用品／用具など；その
　他生活雑貨全般
4.街：ショッピングや食事、街歩きなどで訪れる街 /地域

表 6b  選択領域（直行配列で組み合わせる領域
3/7の回答者に提示 ）
 1.ファッション：アパレル（衣料）；バッグ /靴 /時計 /財
　布 /アクセサリー；メガネ；下着　など
 2.家電・通信：生活家電（洗濯機・冷蔵庫・炊飯器など）；
　情報家電（テレビ・オーディオなど）；美容家電；デジカ
　メ；PC；スマホ／携帯電話 など
 3.美容・健康：化粧品；オーラル（デンタル）ケア／ヘ
　アケア／手と体の清潔ケア；医薬品；健康食品／サプリ
　メント；ベビー用品；美容サロン /ジム  など
 4.情報・メディア：出版；新聞 /雑誌；テレビ /ラジオ；
　PC/スマホなどで利用するサイト /アプリ（ショッピン
　グを除く）  など
 5.レジャー・エンタメ：旅行 /ホテル；テーマパーク；
　スポーツ /アウトドア；玩具 /ゲーム；映画 /音楽 /演
　劇など
 6.食：食品 /菓子；飲料 /酒類；飲食店 /ファーストフー
　ド /カフェ；お弁当　など
 7.ショッピング先：百貨店；スーパー；コンビニ；専門店；
　ショッピングモール／ドラッグストア／ホームセンター／
　家電量販店；オンラインショッピング／ネットオークショ
　ン、など買物をする場所

この調査の詳細はJMAの公式サイトにあります。
ご参照ください。

4 .結果を読む
　今回は初めての試みでしたが、好きなブランド
とそれが好きな理由を自己記入で答えてもらうと
いう従来なかった方法論で生活者の頭の中を覗き
見ました。その結果、なるほどそうだったのか、
という新しい発見がいくつかありました。

（1）OnlineでもOffl  ineでも、自前の体験の場を持
っているブランドが強い：ディズニー、イオン、
Amazon･･･

（2）自分の活動領域を「モノ」で定義しないで、
顧客に寄り添って顧客の生活を領域横断的に豊か
にしようというブランドが強い：パナソニック、
無印良品、花王、ライオン ･･･

（3）「モノ」でも劇的感動を与える一点集中型
は記憶に残りやすい：ウタマロ、激落ちくん、
dyson･･･

（4）大阪ガス、関西電力、東京ガスなど地域性の
強いブランドを除くと総合スコアでは首都圏と関
西の差は大きくない。ただし領域別では、いくつ
かの特徴的なブランドが上位に垣間見られて興味
深い。例えば
▪首都圏：ライザップ（美容・健康）；サイゼリ
ア（食）；ららぽーと（ショッピング先）
▪関西圏：阪急電鉄（クルマ・交通）；サンスター（美
容・健康）；阪急百貨店（ショッピング先）

（5）最後にこれは調査結果自体ではありませんが、
すべて自己記入という冒険的な試みに対して回答
者の感想を取りました。悲観的だった予想に反し
て意外にも大変好意的な結果が得られています。
以下がそのグラフと実際のコメント抜粋です。プ
リコードなし、すべて自己記入という方法論にと
って大変明るい材料だと思います。
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ストレスなく回答できた
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図１  回答者の約 3/4がいい気分で回答

ストレスなく回答できた

はい どちらかというとはい どちらかというといいえ いいえ

回答者のコメント
質問）今回のアンケートについて、ご意見やお気づきの点などがございましたら、ご自由にお書きく
ださい。   
※特にない場合は空欄のままお進みください。

▪ライフスタイルに対する感性や価値観を把握することでは、更なるアンケートも楽しみにしてい
　ます。
▪端的で良かったです。ダラダラと何が聞きたいのかよく分からないアンケートが多い中、好感が
　持てるアンケートでした。
▪事前の説明が詳しく、見通しを持って快適に回答できた。
▪優しかった。わからない事なのにしつこく聞かれる問題もあるなか、わからなければスルーでき
　てよかった。
▪フリーキーワードでの自由回答は初めてだが、改めて身の回りのものを考える機会になり大変面白
　いと思った。  もう少し具体的な質問や思想信条に関するものだと、どんな回答が集まるのが興味
　深い。
▪自分の生活の  振り返りをするようで  楽しめました。
▪趣の変わったアンケートで、答えてて楽しさを感じた。
▪追加のアンケートも、OK。
▪好きなものをこたえるので楽しかった。
▪自分が惹かれているブランドについてより考え想像できたので楽しかったです。
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「パナソニック」を語る

「ブランド生態調査 Brand Seitai 2019」総合順位 3 位のパナソニック株式会
社。
純粋想起法だからこそ、他社とは異なるパナソニックブランドへの熱い想い
が伝わってきました。その強く人を惹きつける魅力はどのように作り出され
ているのでしょうか。パナソニック株式会社の中島幸男氏にお話を伺った。

Interview    

中島  幸男  氏
パナソニック株式会社 常務執行役員 /日本地域コンシューマーマーケティング部門長
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　今回のインタビューでは、中島さんがお部屋に
入ってくるなり「先生はラグビーをおやりになっ
ていたそうですね。実は僕は「パナソニック・ワイ
ルドナイツ（パナソニックのラグビーチーム）」の
顧問をしています」とおっしゃって、その話ですぐ
に盛り上がりました。その後、お互い「さん」で呼び
合う話になり、終始、大変リラックスした中で話が
進みました。テープ起こしを編集していていつも
のように「僕」を「私」に直したのですがどうも何か
響きがおかしいのです。というわけで異例ですが
今回は中島さんの発言も私のも「僕」、「僕ら」はそ
のままにしてあります。悪しからずご了承くださ
い。

─── 今回の調査は、首都圏と関西圏で 7410 人
を対象に行いました。今までよくある市場調査の
やり方を全部忘れて、例えば家電というカテゴ
リーだけを決めて、あなたの好きなものを、自由に
名前を挙げてくださいとお願いしました。調査全
体で 19000 個くらいの数の名前が挙がりました。
パナソニックとパナソニックの名前が付いた商品
は全部で 800 回近く挙がりました。パナソニック
さんは総合で 3 位、10000 当りに換算すると約
2000 人、全体の 2 割の人がどこかの領域で「パナ
ソニックが好き」と言っていることになります。家
電・通信の領域では断トツトップですが、驚くべき
ことに、その家電・通信領域を超えて、住まいや美
容・健康など全 11 領域中 6 つの領域で得票されて
いて、メーカーとして最上位の地位を獲得されま
した。
　今回は「好きな理由」もテキストマイニングして
いて、どのブランドはどのキーワードをどのくら
い獲得したかが分かるようになっています。キー
ワードを軸に領域を超えて比較できるのです。パ
ナソニックは「信頼」と「デザイン」で全ブランド中
１位を獲得しました。「使いやすい」で 3 位、「先
進的」で 5 位に入っています。これはスコアの順位

以上に大変なことだと思います。というわけで是
非お話をお聞きしたいと思い、お時間を頂戴した
次第です。

「小川商店」で鍛えられた

─── まず、中島さんのプロフィールと、今まで
社内でどのようなお仕事をご経験されてきたかを
お話しいただけますか。
中島 1978 年入社。40 年経ちます。最初は奈良県
にある電子レンジ事業部へ配属になりました。当
時は、テレビ事業部、エアコン事業部とか、様々な
事業部があり、それぞれ新入社員が配属になりま
した。事業部ごとに全部完結していましたので、松
下電器に入ったというよりも、電子レンジ会社に
入ったような感じです。当時の強烈な印象が、もう
亡くなられていますが、事業部長の小川さんです。
「商店経営」をしていたんです。営業部門も、小川商
店とか、中島商店とか商店の名前がついていて、自
主責任経営と言っていました。小川さんは、在庫、
すなわちキャッシュフローに厳しい方でした。そ
れから売りは実需だと。当時、松下電器は販売会社
に引き渡した時に売上になりました。しかし、商品
は販売会社から販売店に行って最終エンドユー
ザーに届きます。小川さんは、販売会社に渡った時
ではなく、お客様に渡った実需が売上だと言って
いました。営業だけでなく、技術、工場等も商店経
営で、それぞれに商店白書がありました。そういう
のを電子レンジ事業部で叩き込まれ、色々と仕事
も経験させてもらったのが僕自身の原点ですね。
─── その商店イズムは電子レンジ事業部で大
切にされていたのですね。
中島 そうです。
　創業者の松下幸之助は、経営理念で自主責任経
営とか社員稼業とか言っていますが、商店経営と
いう形で自主責任経営を行っていたんです。他の
事業部に行ったら、営業 1課、2課、3課とか、首
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「パナソニック」を語る

なかしま・ゆきお

パナソニック株式会社 常務執行役員
ＣＳ担当、アプライアンス社 上席副社長
コンシューマーマーケティング担当

（兼）日本地域コンシューマーマーケティング部門長

1954年福岡県生まれ。
1978年長崎大学 経済学部卒業。同年 松下電器産
業株式会社（現ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社）入社 電子レンジ
事業部。1997年 松下コンシューマーエレクトロニクス
株式会社 出向。2001年 松下電器産業株式会社 ナ
ショナルマーケティング本部 商務グループ 企画チーム 
チームリーダー。2010年 役員就任。2013年 常務
役員昇任。
2017年 6月より現職。

中島  幸男 

都圏営業課とか、中部営業課とかでしたね。うちは
名前で、しかも商店が付いている。僕もえらい所に
入ったなって思ったんですよ。けど、今になったら
凄かったなというのは、何となく分かりますね。
─── いいですね。大事ですもんね。職人さんも
職人だけでは駄目で、職商人。必ず作ったら使う人
と接する。
中島 そこで初めは、商品の物流担当で、トラック
手配から行い、その後、企画、ビジネスプランを作
る業務をしていました。それから販促を担当しま
した。20 代の時に、エプロン着けて全国の販売店
に行ってお料理教室やったんですよ。自らお客様
に売るという経験ができた。それを経験した後、営

業をしました。大阪の専門店、それから東京の量販
店。両方経験させてもらい、ほぼそれで仕事の全体
像のイメージができましたね。その後、営業企画や
商品企画の仕事をしました。
　1997 年には量販会社設立プロジェクトをやり
ました。当時、メインのお客様である街の電器屋さ
ん、パナソニックショップに加え、量販店も台頭し
てきていましたので、量販店専門の販売会社を作
りました。そのときに僕はそこに出向し商品部長
になりました。
　その後一番の転機が 2000 年。その当時の中村
社長が、このままでは松下は駄目だというので、
松下幸之助の経営理念以外、全部破壊する、選択
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と集中、破壊と創造と言っていたころです。当時、
マーケティングを体系だって担当している部門は
なく、宣伝部門も営業部門も物流部門も別にあり
ました。それまでの形を全部壊して、最適なマーケ
ティング本部を作ろうと、マーケティング本部設
立準備委員会が出来、そこに参画しました。1年
程準備をして、2001 年 4 月 1 日に大阪の京橋に、
黒物家電を担当するパナソニックマーケティング
本部と白物家電を担当するナショナルマーケティ
ング本部が発足しました。

2008 年、「パナソニック」で全社が一つに

─── そして 2008 年のパナソニックへの社名変
更ですね。
中島 はい。2008 年に、社名とブランドを統一し
ました。僕はパナソニックとナショナルのブラン
ド統一というのは、考えてみるととても素直なこ
とだと思いました。そして、創業者松下幸之助の名
前がついている松下電器という社名まで一気にパ
ナソニックに変えるというのは、当時の経営陣の
意志の強さを感じましたね。
　この思い切りが僕はむちゃくちゃ良かったと思
います。
　僕はナショナル分野で育ちましたから、ナショ
ナルがなくなる一抹の寂しさはあったけど、それ
よりも期待感のほうが大きかったです。
　当時パナソニックを担当していたメンバーに
とっては、「えっ、なんでお釜とかにパナソニック
ブランドを付けるの。」という思いもあったみたい
でしたが、もうやるんだというのがありました。
　会社名を変えるというのは物凄くいいなと思っ
て。例えば、知財で名前が出るのは、松下電器。また
野球部、バレー部などがあり、スポーツを頑張って
いましたから新聞とかいろいろなメディアには松
下電器というコーポレートブランドが出ました。
かたや商品ブランドではパナソニック、ナショナ

ルとあり、ちょっと分散していましたから。一つに
なって社名も変えるというのが、僕はミソだった
と思います。喜びに打ち震えてやりましたね。
─── そうですか。周りの皆さんも割とそういう
空気感。
中島 ありましたね。社名も変えるというのが
メッセージとなって、皆が「よし！」という感じに
なったと思いますね。
─── いいですね。なかなか日本の会社は社名を
全部無くす事ができなくて必ずなんかちょっと残
りますね。
中島 社名統一してからブランドをより深く考
え、何をやっていこうかとワクワクしながらやっ
ていって今があるという感じですかね。
─── じゃあ、そこから皆さん攻めに入った。
中島 そうですね。以前は、私たちの商品は、不特
定多数の方に、例えばご夫婦に子ども 2人ぐらい
の家庭に、ふわーっとしたメッセージを送って、ナ
ショナル商品をご活用ください、だったのが、パナ
ソニックに統一してからは、デモグラフィックを
きちっと見ながら、何歳の男性、何歳の女性にメッ
セージを送ろうと。そこに届いたら、その周りに
ぱーっと広がる。色々と新しいことをやってきた
という感じがありますね。
─── なるほど。今のお話をお聞きして、僕は内
部がどうだったのかなって思っていましたが、社
名統一がそこまで皆さんの士気を高めたんです
ね。お聞きできてこれは今日最大のお土産です。
中島 僕は当事者としてやりましたから、物凄く
思い出深いんですよね。
　もう一つだけ言うと、松下電器と松下電工とい
う会社があって。松下電工は、照明器具、理美容、配
線器具とかやっている会社で。松下電器は、テレ
ビ、エアコン、冷蔵庫とかの家電商品。それを一つ
にしたんですよね。
　それまでは、まさに競合メーカーでした。空気清
浄機とか、電気カーペットは、松下電工も松下電器
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もそれぞれ作っていましたし。いっしょになって
から、ブランド戦略も一つにしました。先生からも
お話があったように、理美容でもブランドが立ち、
住宅もある。それがトータルで我々の強みになっ
たと感じますね。
─── いいですね。すばらしいです。
　僕は、「ブランドは大体柿 8 年」って言ってま
して。正しいことをやってきたブランドは 8 年位
迄はぱっとしないが、それ以降は止まらなくなる。
やっぱり 2008 年でお変わりになって、2016 年ぐ
らいから実りが止まらなくなっている感じでしょ
うか。
　アンケートにはかなり積極的に、パナソニック
さんのナノイーのドライヤーがどうしてとかいう
相当突っ込んだことが書いてあるんです。さすが
やっぱり日本を代表する、もうとにかくあのメー
カーだっていうのとか、信頼に対するこのコメン
トもぼやっとしたものではなくて実感がある。高
いけど家電を選ぶときは必ず候補に挙がって、ス
マートな感じがするとかね。こういうコメントが、
もう続々出てきました。やっぱり凄い。今までのパ
ナソニックさんの色んなお仕事のされ方が、ここ
に一つ花咲き始めたんじゃないかと思っているん
ですよ。

存在感増しているデザイン

─── 京都にパナソニックさんの GO ON ×
Panasonic Design ってあるじゃないですか。僕
は縁あって GO ON の皆さんと仲良くしていて、
リーダー格の細尾真孝さん（西陣織「細尾」十四代
目；ＭＩＴメディアラボ フェロー）が、「片平さ
ん、GO ON とパナソニックの共同作業はいいで
すよ」って言うわけですね。そこでミラノサロー
ネに出展して色んなことを仕掛けたり、一緒に
やっていて気持ちいいと。パナソニックさんも昔
と違って凄く前向きだし、かっこいいと聞いてい

ます。
中島　そうそう。僕もミラノサローネ行きました。
いっときデザインを担当していたことがあって。
─── 多分もう少し経ったら感度の高い家庭で
使われている、ちょっと先取りした感じですよね。
中島　そう。デザインでも評価されています。
2002 年前まではデザイナーはテレビとかエアコ
ンのそれぞれ事業部に属していて、その事業部長
の指示の下、商品のデザインをしていましたので、
コストの観点で、デザインが決まることもありま
した。マーケティング本部発足の翌年にデザイン
の会社を作り、各事業部からデザイナーが集結し
ました。そこからマーケティングとデザインが連
携しながら事業部のモノ作りを先導していきまし
た。
　デザイナーがイメージや形を考え、僕らマーケ
ターがそれをどうアウトプットするか、マスコミ
への伝え方も踏まえお客様にどう価値を伝えるか
考えていった。事業部に一緒にやりたい人はいな
いか投げかけていったら、だんだん皆付いてきて
良くなっていきました。
　社名とブランド統一によりデザイナーもそれ
までの黒物、白物の垣根を越えて色んな新しいこ
とをしました。当時、年齢層の高い世代には、割と
ブランドイメージが高く、一方で、30 代が少し弱
いと認識していたので、そこに向けた商品を作ろ
うと、マーケターとデザイナーで、プロジェクトを
作ったことがあります。そこで凄く新しい商品も
発信していきました。白物商品も含め、ブラック
フェースな感じのナイトカラーシリーズ。東京、青
山のデザイナーズウィークで出展しました。プレ
ゼンテーションをするのは全員若手、黒い服装で。
商品に合わせて、黒い食べ物やワインも用意して
徹底しました。マスコミの方もパナソニックがこ
んなことをするのか。驚いていましたね。
─── それはいつ頃ですか。
中島　パナソニックに社名変更したのが 2008 年
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ですので、そこから企画が起きだして、実際の商品
が出ていったのは 2009 年冬。
　色んなエネルギーが渦巻いて、パナソニックに
なるぞというところで新しい事にチャレンジする
チャンスでした。会社側もやろうぜっていう応援
姿勢で。経営陣だけでなく若手もチャレンジして
いました。それが二つ目の転機です。　
　直近では京都にデザインラボを作って、草津、門
真、博多、それぞれの事業所、設計技術とかにいた
デザイナーを集結させたんです。
　それから、京都大学と連携して、建築学や心理学
などの知見を製品のデザインに生かしたり、京都
で新しいことにチャレンジしている人達とコラボ
しながらやろうと。海外にいた若いデザイナーや
他ブランドの経験のあるデザイナーも採用したり
して、新しく大きく変えようと。
─── 日本人で？
中島 日本人もそうですし、また、外国人も京都と
いうブランドだと受け入れやすいんですよね。
─── 今までお聞きしていると、「プロジェクト」
という言葉が何回も出てきたと思いますが全部成
功されている。普通、会社のプロジェクトって、僕
が横で見ていると、10 戦 2 勝くらいな感じであ
とは中途半端に終る事が多い。でもパナソニック
さんは今のお話だと全部形になって残っている。
中島 そうですね。

2001 年に始まった「さん」づけが文化を変
えた

─── あんまり、中島さん自身はその成功をそん
な不思議に思ってらっしゃらないんじゃないです
か。
中島 大きく僕らのマインドチェンジになったの
は、2000 年頃までは課長、部長、本部長など、階層
が一杯あり、重くて遅くて、ヒエラルキーの会社
だったところを、破壊と創造で全く新しい素地で

マーケティング本部を作ったタイミング。その時
からマーケティング本部でやったことは、ビジネ
スカジュアルと、社員全員「さん」付け。本部長も部
長も、新入社員も、「中島さん」と言うと。
　何故かと言えば、現場にいる人が一番お客様に
近くお客様の事を知っています。従来のままだと
部長、本部長の決裁を取るときにお伺いを立てる。
それをやめてどんどんスピーディーに進めようと
するためには、部長、本部長という言い方じゃなく
て、「さん」と。コトをどんどん運んでいこうと。画
期的に変わりましたね。
　当時のマーケティング本部長になった方が、ス
ティーブ佐藤とか、愛称もついているような海外
で活躍された方なので、マインドチェンジできま
した。「本部長」とか言うと怒るんですよ。「○○
さん」にしなさいと。
─── そうですか。
中島 僕ら自身も、物凄く変われたと思います。

生き続ける「小川商店」

中島 社名変更は結構大きなできごとでしたが、
パナソニックに統一以降に入社した人もかなり数
が増えています。パナソニックの新入社員ってい
うのは、入ってきたら、半年くらい研修です。僕も、
4月から 12 月に配属されるまで、ずっと研修でし
た。そこで基礎を学ぶと同時に、工場実習で自分で
実際に作る。それから販売店実習へ行って、エアコ
ン設置の補助をしたり色々お客様を回る。それを
した上で最終配属になります。そのときに、どうい
うことを感じるかですよね。だから当時は、事業部
の性質によっても、がらっと変わったと思うんで
すね。
─── そうか、商店かどうかでね。
中島 全然違いますね。
　小さな商品も取り組みはすごいですよね。その
最たるものが、電池ですね。店頭マーケティング
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「パナソニック」を語る

も、お客様の動線を見ながら、何処に並べて、どう
売るかと。僕、海外を回っていた時にブラジルのア
マゾン川に行きました。アマゾン川のピラニア釣
船の休憩場に色んなお土産の中にパナソニックの
電池がちゃんと置いてありました。それと都市に
行ったら、リアカーで売り歩いている所にも、パナ
ソニックの電池があった。それほど、電池を担当し
ている人間というのは、世界中隅々まで駆けずり
回ってやっている。
─── ここで欲しいだろうと。
中島　日本でも家電店はもちろんのこと、スー
パーからコンビニから何処に行ってもレジの近く
とかにあるんですよ。テレビ等大きな物は展示で
きる場所限られますから、そういう意味では、ブラ
ンディングにおける電池の役割は大きいですよ。
商品のサイズは小さいけれど、表面積のほとんど
がブランドロゴですしね。
─── 面白いですね。
中島　僕らは、エクスペリエンスを物凄く重要に
考えています。例えば家電店の店頭で、我々のイベ
ントスペースでお客様になるべく直に体感して頂
けるような顧客体験の場を強化する事をずっと続
けてきました。
─── エンターテインメントっていうか、テレビ
等色々と繋げて、生活全部任せてねみたいなのが
見えてくるんですけど。
中島　そうですね。中国ではもう IoT で繋がって
いる商品が多い。日本はまだそこまで行っていま
せんが、いずれにせよ IoTで繋がるとお客様の使
い方とか、色んなことをフィードバックできる。お
客様が商品を買った時が価値がマックスでその後
減衰するのではなく、買った後もずっと価値が上
がる。アップデートみたいなことを、今考えていま
す。
─── そうすると、本当の意味でお客様の声と繋
がる事を相当意識されている。
中島　そうです。もう一つ追加すると、北海道から

沖縄まで、街の電器屋さんのパナソニックショッ
プってあるんですね。そのお店を僕もしょっちゅ
う回っていますが、回っていると、いかにその地域
のお客様と繋がっているか、絆を物凄く感じます。
街の電器屋さんの強みは、お客様の家族構成が頭
に入っていて、それから家の間取りも分かるんで
すよね。そしてお客様の家に上がれて、そこで話を
する。トイレものぞける、お風呂もと。そういう部
分は、まさにお客様に買ってもらった後も、そのお
客様のために、どんどん使い方を提案したりして
いるから、パナソニックがやろうとしている「くら
しのアップデート」は、街の電器屋さんはもう既に
やっている。
　今回のアンケートされた東京、大阪は、割と量販
店が多いところですけど、東京、大阪にも街の電器
屋さんがあります。素晴らしいお店が脈々と続い
ている。
　僕らは、東京からの一極集中のマーケティング
じゃなくて、エリアマーケティングを重視してい
ます。日本で言うと、首都圏、中部、関西とか、中四
国とかいったら、やっぱり海外の小国ぐらいの
GDPがあって、エリアに合わせたことをやること
も可能ですし。
　今、実際にマーケティングでそういうことも
やっている。例えば、冷蔵庫を地域ごとに訴求する
のに、冷蔵庫に入れる食材を、その県で有名な肉や
魚、特産品にして、新聞広告をだすとか。
　炊飯器は、日本各地の産地と連携し、その土地土
地の銘柄米の作り手が理想とする味を引き出すソ
フトを開発しています。広告では、全国の銘柄米を
炊き分けられ、美味しく炊けますと宣伝していま
す。

ここまでの声は聞けなかった

─── 今回のアンケート調査の結果はいかがで
したか。
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中島 データ送ってもらって物凄く嬉しかったの
と、割と驚きもあったんですね。今まで色んなブラ
ンド調査をしても、ここまでの声というのは聞け
なかったですから。書いてくれるひとがこんなに
いらっしゃるんだ。実際にご本人が体験している
から、色々と言ってくれるなという感じがありま
した。
─── ありがとうございます。そうですね。スマ
ホで家中のパナソニック製品をつなげて暮らして
いる人って実際にいるんですね。そんなこと書い
ているのを読むともう驚いちゃいますよね。
中島 ナショナルとパナソニックがブランド統一
する時に、ナショナルは、便利、使いやすい、安心安
全というイメージで、パナソニックの商品は先進
的、デザインがスタイリッシュというイメージが
ありました。そのどちらも損なわないでやってい
きたいと思っていましたね。今回アンケートでそ
れが実証されているのは、やってきて良かったと
思います。
─── 今回は全部そういうキーワードで、両面で
トップクラスの結果なので、凄いなと思っていま
す。
中島 過去のブランドを大切にし、新しく 2008 年
からやってきたときに、それも意識しながらやっ
ていった。ある意味、お客様にも届いた部分もある
なというのは、感じました。
─── 多分、シナジーっていうか、相乗効果で
もっと強い感じになっているんでしょうね、きっ
とね。今、多分もう発展途上というか、こんなん
じゃ全然満足しないよっていうお気持ちだと思う
んですけど。この先、パナソニックさんが伸びてく
姿とか、アンケートを毎年やろうと思っています
が、こういう言葉を聞きたいねとか。何かその辺
り、ちょっと先を見た感じで、コメントいただけま
すか。
中島 僕らとして、今の財産を元に目指している
のは、一つは憧れ、それともう一つは共感。

　使っていただく、身近に置いていただいて共感
いただけるブランドを目指したいなという思いで
います。
─── なるほどね。
うちの家電全部パナソニックにしているとか、親
の代からずっと松下さんだとか、そういう人達が
いて、もうパナソニックさんがいき渡り過ぎてい
るけど、そこにまた上乗せして、新しいパナソニッ
クファンがぞくぞくと生まれる感じになって頂き
たいですね。
中島 ありがとうございます。
─── お聞きできてよかったです。実際はこうい
う姿なんだっていうのが、調査結果と照合して全
部通じる。調査で出てきたこの言葉とも通じるし、
あの言葉とも通じる。すごく来てよかったなと。あ
りがとうございました。

（インタビュアー ： 片平 秀貴 本誌編集委員長）

【中島幸男氏の選んだうれしかったコメント 5選】
（ブランド生態調査 2019データから）

★　製品としての品質が良いだけでなく、消費者の声
　　に常にこたえようとする精神に、親しみが持てる
　　から
★　リフォームした時にシステムキッチン、ユニット
　　バス、フローリング、エアコンをPanasonicに
　　して、使い勝手が良いし、ブランド的に安心感が
　　ある
★　少々お高いですが、長く使えて機能もデザインも
　　良いので
★　ビジョンを持ち、生活をより豊かにする家電を開
　　発しているから
★　このドライヤーを使うだけで、サラサラになるの
　　が不思議ですが、めっちゃええ
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「ウタマロ石けん」を語る

「ブランド生態調査 Brand Seitai 2019」では、ウタマロ石けんは「生活雑貨・
日用品」のスコア 14 位でした。
そこに書かれていたコメントは、ウタマロ石けんへの絶対的支持。
このブランドへの信頼関係と魅力はどのようにして作られているのか、株式
会社東邦の西本武司氏にお話を伺った。

Interview    

西本  武司  氏
株式会社東邦 代表取締役社長

ウタマロシリーズ
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私で 4 代目、4 代とも理系の経営者

─── はじめまして。私自身ウタマロ石けんの
ユーザーでもあり、またブランドを勉強する立場
からも以前から大いに注目しておりました。イン
ターネットなどで西本さんのインタビューを拝見
していると、お客様をよく勉強されてるなと思い
ました。
　西本社長は何代目ですか。今迄のご経歴も教え
てください。
西本 私で 4代目になります。弊社の歴史は 1920
年創業、来年で創業 100 年です。西本石鹸製造所と
いう石鹸製造メーカーとして、固形石鹸に拘りを
持って始まった会社です。初代社長から 4代目の
私まで、全員理系で研究職上がりの社長というの
は珍しいと思います。私も自然と得意分野で勉強
していたら理系になりました。
─── 創業 100 年前後の会社というと広島のマ
ツダ、石川県小松のコマツ、東京銀座から始まった
ヤマト運輸など今も頑張っているいいブランドが
目立ちます。御社の創業の経緯は。
西本　はい、創業当時はまだ戦争の混乱期で物資
が乏しく、品質が悪い商品でも高値で売れる時代
でした。父の話では、曾祖父は拘りの良質な石鹸
を届けたいという思いが強く、当時からすると変
わった人だったようです。曾祖父は若い時、丁稚奉
公のような形で石鹸会社に勤めていましたが、自
分が理想とする良質な商品作りを突き詰めた石鹸
会社に巡り合えなかったそうで、それなら自分で、
と一念発起で西本石鹸製造所を立ち上げました。
　今のウタマロ石けんは昔からの商品ですが、父
の仕事ぶりや代々受け継がれていること、商品や
文化を見ていると、初代の大事な想いが色んなと
ころに受け継がれていると思います。
─── 一本筋が通っている感じですね。それを受
け継がれて、今の理念「環境へのやさしさ、手肌へ
のやさしさ、使用感がいいこと」は、お父様の時代

からあったのでしょうか。
西本　そうですね、「使って楽しい」は私の代で掲
げたワードですが、使い心地に拘った三位一体の
モノ作りは初代社長から受け継がれたものだと思
います。
─── 「楽しい」は今の西本社長になって？
西本　そうですね、お客様からの声でした。「ウタ
マロを使っていて、家事が楽しくなった」と言うお
言葉を愛用者の方から沢山頂きました。こんなに
汚れが落ちたと評価されるのは嬉しいですが、そ
の先にある「使っていて楽しい」という言葉を聞い
た時に、汚れが落ちるよりも更にその先の価値を
提供できていたのか、というのは新しい発見でし
た。
─── アンケートに「頑固な汚れを落とす」とか
いう言葉が入っていなくて「楽しい」というのはど
ういうことかなと思っていましたが、そういうこ
となんですね。「汚れを落とす」のもっと上を行く。
　こちらに入社される前のお勤めは？
西本　京都大学の工学系大学院を終えて、大手化
粧品会社に入社し、研究職に付きました。3年間
色々な商品開発に携わり、東邦に入社しました。
─── お父様のお誘いですか？
西本　そうですね。父が戻って来て欲しいと。

東邦に入社してその旧さに驚く

─── 戻られてどうですか。
西本　大変でした。大企業と中企業の環境・文化の
差、全てが違う。全く別世界に放り込まれた。同じ
会社組織とは思えない程、差がありました。
─── それはポジティブですか？ネガティブで
すか？
西本　最初は正直に言いますと、ネガティブです。
─── 最初のお役目はなんでしたか？
西本　最初は平社員で製造現場に入りました。東
邦のモノ作りを経験して欲しいと。1年は経験し
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にしもと・たけし

株式会社東邦 代表取締役社長

1980年大阪府生まれ
2005年京都大学大学院 エネルギー科学研究科卒
業。同年 大手化粧品メーカーへ入社 研究部へ配属。
2008年 株式会社東邦入社。2009年 ゼネラルマネ
ージャーに就任、商品企画部を立ち上げる。2012年 
手肌へのやさしさと汚れ落ちの良さの両立を目指し、開
発に3年を要したウタマロ液体シリーズを発売。洗濯
石けんのみだったウタマロを、掃除や食器洗い、家事
全般をカバーする洗剤ブランドにリブランディング。同
時に会社のロゴなどCIを一新。常務取締役へ昇任。
2015年 専務取締役へ昇任。
2018年 6月より現職。

西本  武司 

て欲しかったようですが会社の将来を考えると
改革をしないといけない、のんびりしていられな
かったので、半年位で切り上げ、その後半年間、会
社全体を見ることに専念しました。そして翌年に
は今の商品企画部を立ち上げました。
─── 何故急がれたのですか？
西本　業績が良くなかったんです。将来性を何処
に計算できるのかというのも分からなかった。
─── それはいつ頃ですか？
西本　10 年前です。
─── その頃作られていたのはウタマロ石けん
だけですか？
西本　そのほかにOEMで化粧品を中心とした仕

事をしていました。売上だけで見れば昔も今も同
じ位の規模はありましたが、利益率が悪くて将来
性が無かったです。商品も老朽化していたし、社員
も古株の人が多く、新しい取り組みが出来ていな
かった。父と共に歩んできた商品と社員がメイン
になっていましたので、20 代 30 代が殆どいない。
色んな意味で世代交代を進めていかなければなら
ない状態でした。おかげさまで、今は大幅に若返っ
て 9割の社員は私が入ってから入社した人です。
─── 今迄いた方はどうされたんですか？
西本　定年退職プラス私の方針になかなか付いて
行けずに辞めていった方もいます。
─── ホームページに工場の方が自分の仕事に
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誇りを持って働いている姿がありますが、この方
達も後から入られた方ですか。
西本　工場の上のメンバーは父の代からですが、
大半が新しい方です。
─── お父様が社長時代に一緒に働いていた期
間は何年くらいですか。
西本　私が社長になったのは去年ですので、9年
位父の下で一緒に働きました。
─── 当時社長だったお父様からやり過ぎだと
かいわれませんでしたか。
西本　散々言われました。一生分喧嘩しましたね
( 笑 )。父は今、会長をしていてお互い丸くなりまし
たね。まだまだ課題はありますが、取り急ぎできる
改革は一つ形にはなりました。
─── 社内の体制は揃った。ウタマロ石けん以外
の製品は以前からお考えになっていたのでしょう
か。
西本　入社当初は考えていませんでした。恥ずか
しながら入社前はウタマロ石けんの存在自体知り
ませんでした。継ぐつもりが無かったので、別の
大手企業に入社したのですが、27 歳くらいの時
に父から継いでほしいとハッキリお願いされまし
た。それまで具体的に会社を継ぐ話はありません
でした。

若い社員がみな同じ方向を向いてチャレンジ

─── 皆さん新社長の下、上を目指すみたいな感
じですか。
西本　新しい取り組みにチャレンジしていこうと
いうメンバーが中心になっています。
─── 御社のホームページは非常に良くできて
いますね。コンパクトに整理されていて必要な情
報がきちんとあって。2000 ～ 2005 年にブランド
論から見たホームページの出来の良さみたいなも
のを日経 MJ で連載していましたが、多くの日本
企業のホームページは会社組織内の妥協と自己主

張の生き写しなんですよね。スカッと今大事なの
はこれだっていうのができない。その当時感動し
たのが TOTO のホームページです。凄く良くでき
ていてそれを思い出しました。日本国内のブラン
ドでは TOTO とカルビーがすっきりしていてい
い。理念があって、商品があって、お客様があると。
これがハッキリしていました。
　第 54 回 JAA 広告賞「消費者が選んだ広告コン
クール」の賞もお取りになりました。西本さんの
リーダーシップで皆さんが同じ方向を向いて燃え
よという感じになっていますね。
西本　全ての部署が同じ方向性を向く、それが一
番大事ですね。簡単に作れる訳でもないし今が一
番理想の形になっている訳でもないですが、各部
署の中核をなす幹部社員や、各部署の社員とどれ
だけ意思疎通が図れるかが重要と考えていますの
で、常に顔を合わせてのコミュニケーションを大
切にしています。会議以外の場所での何気ない会
話でも、世間話の中に夢を語ったりビジョンを共
有したり、そういう時間が大切です。
─── 西本さんはいつも社長室ですか。
西本　会長室はありますが、社長室はなく、私は商
品企画部内に席を置いてます。各部署のまとめ役
に対しては、ビジョンは共有しています。でもその
さらに下の部下は、その部門のまとめ役の人たち
が私に代わって、ビジョンを共有した方がまとめ
役にとっても勉強になると思い、私はあえて入ら
ないようにする時もあります。
─── 社長としての想いを全社員に語ったりと
いうことはされていますか。
西本　年に 2回、賞与 ( ボーナス ) の時に会社の業
績等を説明し、現状を共有して社員からの意見を
伺います。この時が私の考えていることを共有す
る場でもあります。
─── 大きな会社は、社長が大人しくしていて
ちょっと変わった元気なミドルが旗を振るケース
があります。こちらにも、ちょっと変わった、出る
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杭が打たれるような熱い人はいますか。
西本　変わったメンバーはいないかな。似ている
タイプが集まっているので団結しやすいんだと思
います。
─── 西本さんと取引先との関係はどうですか。
拘りは伝えていますか。
西本　販促や、ブランディングに関わる広告代理
店さん、制作会社さん等、面と向かってきちんとお
話し共感してもらえる会社さんにお願いしていま
す。仕事だけでは選びません。
─── かなりじっくりとお話になるんですね。
西本　そうですね。試しにお仕事させて頂いて違
和感があると、それが解消されないと取引はしま
せん。そういう選別はさせて頂いています。阿吽の
呼吸と言うように、商品写真 1枚にしても、思い描
いているイメージや想いを同じように持って私が
いなくても理解して動いてくれる。完成度が全然
違ってきますので、共感を大切にしています。逆に
全然違う考え方を持っている人と仕事をした方が
新たな可能性が見えてくる場合もあり、難しいと
ころなので見極めは凄く重要です。全く肌感覚が
違う人とは仕事をしませんね。

素直で謙虚、自然な笑顔の人を採る

─── 社員を採用する時、どのようにされていま
すか。
西本　極力素直な方。面接だけでは全ては分かり
ませんが、素直な人が一番伸びるかなと。現状のス
キルだけではない、経験を積んだ後にどれだけ伸
びるか伸びる可能性があるか。素直さや謙虚さ、そ
の辺りを見ますね。
─── 僕は 37 年間毎年 4 月にゼミ生採用の面接
をしています。累積 400 人以上になりますがやっ
ぱり難しいです。僕は不器用な奴を採りますとゼ
ミの採用基準で謳っています。笑顔と挨拶とか。要
領がいい輩も多いのでそういう人は分かった範囲

で採らないように。
西本　器用さは作れますが、不器用さはなかなか
作れないんですよね。
─── あと体育会でキャプテンした人を入れる。
それで間違った試しがないかもしれませんね。勉
強だけじゃない物を持っていて、そこで相当揉ま
れて、キャプテンというのは大変ですよね。自分の
記録も出さないといけない。僕自身が体育会系な
ので波長が合う。
西本　結果にシビアなのとマネジメント能力があ
るんでしょうね。
　採用面で言えば、面接中に、笑顔、自然と笑いが
起きる人は可能性を感じますね。中途採用もあり
ますよ。
─── 自然な笑顔は面接されるほうは難しいで
すが、それが出る人はすばらしいです。

直接足を運んでお客様からお話を聞く

─── 西本さんは末端のユーザーのことを相当
肌で理解されていると感じました。どんなことを
されていますか。
西本　いろいろなお客様のもとへ直接足を運んで
お話を伺います。人伝てでご愛用者様を紹介して
頂く場合もありますし、弊社が参加させていただ
いているいろんなイベントに出向いて直接お聞き
したり。ウタマロのホームページに出演いただい
ているのですが、いつも足袋を真っ白に保たなけ
ればいけない神職の方や日舞の先生など、家庭以
外にお仕事で使われているお客様もいて、気にな
る人がいらっしゃると人伝てやその他の手段で何
とかその人と連絡を取り、伺っています。
─── お一人で？
西本　私と商品企画部の社員が同行します。
─── SNS、Twitter や LINE で、ウタマロのこと
について書かれていることに触れる機会はありま
すか？
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西本　SNS に関しては基本放置しています。自
然体が一番いいかなと思いまして。企業が介入し
ないのがいいかなと。ウタマロは口コミで広がっ
ていった商品です。口コミは純度と鮮度が命だと
思っております。鮮度はリアルタイムであること、
純度は実感したその人の声が伝言ゲームになれば
なるほど、その純度は薄れていくと思っています。
特にそこに企業が介入すると大きく純度が薄れて
しまいます。口コミには批判的な意見もあります
が、批判的な意見を作為的に削除する為に企業が
介入してしまうと純粋な評価を頂いている口コミ
に対しても純度が薄くなるので 100％介入しない
ことが一番いいかなと考えています。
─── 今回の調査で特徴的だったのは、「好感を
持っている商品を書いてください」と聞いたとこ
ろ皆普通は実際使って体験した商品のことを書い
てきます。ウタマロだけはかなりの人が、「友達か
ら聞いて、今度使ってみたい」というこれからとい
うご意見も多かったです。これはブランドの勢い
だと思っています。今 ing しているな、凄くいい感
じになっています。
　総合何位ではなくて、中身が質的に濃い芯のあ
りそうなブランドではないか、ということで取材
にやって来ました。サイトもいいし、商品の出し方
も節度があるし、お客様もそれに見合ってきちん
としていて、こういうブランドはそうないです。先
ほどまだ色々と問題もあるとおっしゃっていまし
たが、どんなことでしょうか。
西本　知名度もブランド価値もまだまだなので、
販促費も膨大に持たれていていろいろと影響力が
大きい大手企業さんのブランド商品に対抗するに
はまだまだやらないといけないことがあります。

社員 30 人だからきちんと「引き算」ができ
る、それが強みか

─── そういうのは小気味いいですね。大手は研

究所、開発資源、営業どれをとっても凄いけど、ど
うしてウタマロは大手に引けを取らない支持を得
られているのでしょうか。
西本　私は、良いブランドを作るためには、足し算
よりも引き算の思考が大切と考えています。引き
算の方が、より本質を見極めることが出来、簡潔か
つ明瞭な、お客様に伝わりやすいブランドとなる
と考えているためです。ウタマロのホームページ
もその思考を元に作っています。最も参考にして
いる企業はスティーブ・ジョブスがいた頃のアッ
プルです。カルビーやTOTOも引き算の思考が上
手い企業かと思います。
　ただ、大企業は、まず発売する前に社内の多くの
部署や役員含めた上司を説得する必要があり、そ
のことからどうしても足し算の思考が強くなりが
ちです。（あれもこれも採用していかないと社内
の承認が得にくいため）そういう意味では、人も少
なく全ての部門を統括しやすい中小企業は引き算
の思考を働かせやすい環境にあると私は考えてい
ます。
　東邦では私が全ての統括者になりブランド全体
において引き算の思考を張り巡らせています。本
当に大切なものは何か、それだけを考えて不要な
ものはどんどん引き算しています。それが今のウ
タマロに現れてきていると思います。
─── 今社員数は何名ですか。
西本　今正社員 30 名くらいです。
─── 凄い。大阪の人に伺うと、ウタマロ石けん
が置いてないお店がないと言います。東京も有名
なドラッグチェーンには置いてある。ウタマロ石
けん以外はどうですか。
西本　ウタマロ石けん以外でも柱は作っていかな
いといけません。ウタマロの液体シリーズは 2012
年に新たに作りましたが、今後は化粧品の方でも
新たなブランドを作りたいですね。なかなか売れ
る商品を作るのは難しいですが、チャレンジして
いきたいと思っています。
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　弊社のウタマロ石けんは古き良き石鹸作りの技
術がベースにあります。最先端の技術が開発され
ている中でも変わらず愛される古き良き技術が絶
対あるんです。もちろん、時代に合わせて改良はし
ますが、根幹部分はなかなかいじれない。弊社も過
去の研究者が作った処方がありますが、シンプル
で完成度が高い。昔の人は凄いです。
　基本ずっと考えているのはたった一つだけで、
「本質を見極める」それを追求するだけです。例え
ばお客様のニーズの本質。アンケートではどうし
てもフィルターがかかり、本音が聞けない。ですか
らお客様のニーズを聞くとしても聞き方で大分変
わる。ではどうしたら本音が聞ける聞き方になる
のか一番聞ける確率が高くなるのか、手を変え品
を変え試しています。真摯な姿勢でこちらが聞く
と向こうも真摯な姿勢で本音を言ってくれる。で、
あまり利害関係がないところでとると本音が出て
くる。それが楽しいです。
　今回のブランド生態調査のウタマロに好感を持
つ理由もうれしかったですね。まったく何の利害
関係もないところで自分から「ウタマロ」と言っ
てくれて好感を持つ理由まで細かく書いてくださ
り、大いに励みになりますね。
　私たちはまだまだです。30 人の元気な仲間と
挑戦を続けていきたいと思っています。
─── ありがとうございました。

【インタビューを終えて】
「ウタマロ石けん」というエメラルドグリーンの不
思議な固形石鹸。これが白いシャツについたコー
ヒーのシミもあっという間に落としてしまう。誰
が作っているのかと見ると「東邦」という聞いた
ことのない大阪の会社。取材を申し込んでもなか
なかお返事をいただけない。やはり石鹸と同様に
不思議な会社なのかと思っていると 2週間経って
「お受けします」というお返事（実際は社長が海外
出張中で連絡が遅れていたことを後に知る）。大喜

びで大阪に飛びました。お会いしてみて 3つのサ
プライズが。
・サプライズその 1.
　関西の地場の会社の経営者の典型を想像して行
きましたが、西本社長にお目にかかってその格好
いい若社長ぶりにびっくり。39 歳、京大の工学系
大学院ご出身と聞いてまた「！」。論理的で熱く、背
筋がしゃきっと伸びたすばらしい社長に脱帽。
・サプライズその 2．
　社内がピッカピカに綺麗。廊下も壁も輝いてい
てさすが綺麗を提供するブランドの社内空間だと
また脱帽。
・サプライズその 3.
　社員の数が 30 人と聞いて「？」。たったの 30 人
とは。さらに驚いたのは、同席されたお三方の女性
がともにグラフィックデザイナーとは。30 人中
3人がデザイナー？どおりでパッケージもホーム
ページも名刺も一貫していて無駄のない美しさに
さらに脱帽。

　ウタマロ・ブランドのさらなる飛躍をお祈りい
たします。

（インタビュアー ： 片平 秀貴 本誌編集委員長）

【西本武司氏の選んだうれしかったコメント 5選】
（ブランド生態調査 2019データから）

★　インスタグラムでみんなが使ってるから、自分も
　　気になる。
★　友人に勧めるほど万能だから。
★　ほんとにすごい汚れが落ちる。
★　低刺激でいろんなものを綺麗にしてくれてとても
　　助かっています。冬は特にこちらがなければ生活
　　が成り立ちません。
★　諦めていた衣服の汚れが取れる。
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　一般にブランド調査というと、ブランドが持つ
力、強さ、価値などを定量的に測定し、それを順序
付けて発表するのを常としています。ブランド生
態調査は、それに加えてそれ以上に重要な定性的
情報を提供します。
　巻頭言で述べた「特定の土壌にはそれに合った
植物が育つのと同じように、ブランドと生活者と
の間にも相性の良し悪しがあるはずです」という
のがこの調査の基本理念で、明らかにしたい仮説
でもあります。この調査では、回答者は合計 11 の
領域からバランスをとって選ばれた 7 つの領域で
自分の好きなブランドを３つまで挙げるよう求め
られます。何のヒントもないので、そこで名前が挙
がるということはその人の脳に相当深い記憶の痕
跡があることになります。それらは回答者の脳の
奥底から湧き上がってくる名前なので、それを「好
きな理由」と一緒に並べて横並びに見るとその人
の生活スタイルだけでなく、多くの場合その奥の
生活信条にまで遡ることができます。
　１つだけ例を示しましょう。なお、ブランド名の
表記はそのブランドの公式ホームページの表記に

従うという本調査のルールによっているので、ト
ヨタ、Honda などローマ字とカタカナ、漢字など
が入り混じっています（表１）。
　この回答者が日ごろどんなことを考えてどんな生
活をしているか、まさに垣間見ることができます。
　この表１のようなデータが今回の調査の基本情
報ですが、これらを直に、または多少の細工をして
眺めることによりブランド担当者にとって有用な
情報を得ることができます。その代表的なものは以
下の４つですが順次ご紹介していくことにします。

1. ナマの声：好きな理由、未加工のテキスト
2. ブランド親近度：当該ブランドとファンが重複
　する他のブランドと重複の程度
3. ブランド・キーワード：好きな理由のキーワード
4. ブランドファン・キーワード：当該ブランドの
　ファンが全領域で使っているキーワード

１．ナマの声：好きな理由のテキスト

　これが、今回のデータの一番重要な部分です。

ショッピング先
高島屋
IKEA
ユニクロ

カードのポイントが貯まりやすい。
他に類を見ない独自性がある。特に買うものがなくても楽しい。
品質もデザインも良く、値段以上の価値あり。安いので惜しげもなく着られる。

クルマ・交通
都営地下鉄
JR
JAL

季節毎のホリデーパスがお得。通年でやってほしい。
絶対的な信頼感を持っている。
家族全員がグローバル会員、特に主人がダイヤモンド会員で特典があるのが
嬉しい。

住まい
野村不動産
MOKUBA
積水ハウス

マンションを買ったので、希望的観測も含む。
一枚板のテーブルが気に入ってずいぶん見て回った。
シャーウッド、いいですね。

生活雑貨・日用品 ダイソー
無印良品

便利。安かろう、悪かろうのものもあるけれど。
シンプルで定番が多い。ちょっと高いけれど、長く使える。

街
吉祥寺
恵比寿
銀座

2 度行って、２度とも時間がなく用事だけで終わった。面白そうな街なので時
間をかけて探訪したい。
恵比寿ではなく、南青山に訂正。南青山好きです。歩いているだけでも気分が
上がる。児童相談所は出来ても OK.
好きな店が幾つもある。

ファッション
COS
群言堂
ユニクロ

H&M は好きではないけれど、その姉ブランドの COS は好き。ラインが綺麗。
手洗いできるものがほとんどなのも良い。
流行に流されず、古くならない。天然素材が多く、シックな色合いが良い。
コスパ良すぎでしょう！

回答後の感想
他のアンケートによっては回答できない（選択型の回答で該当するものがない、など）ためにイ
ラッとすることがあるけれど、それはなかった。「あと少しお付き合いください」とか入るのも良
かった。

表１  ローデータ  59 歳 主婦 首都圏在住 世帯年収 2000 万円以上

Test  片平 秀貴
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7410 人分のデータですが個別のブランドに落と
すと多くても数百です。ぜひ直に読むことをお薦
めします。よく企業の方に「ああ、OA（オープン
アンサー）なんですね」と言われます。この調査は
ＯＡを軸にしてはいますがＯＡであることが売り
なのではありません。通常のブランド関係の調査
は「～（ブランド名）についてお尋ねします」で始
まるので回答者は最初から「～」を前提に頭をひ
ねります。われわれの調査では「食」、「住まい」な
ど領域だけを指定して唐突に「お好きなブランド
は？」と聞かれてあまたある中から瞬時に「パナソ
ニック」と答え、そのあと十分な心の準備もなく好
きな理由を答えるのです。この突発性、無作為性が
ポイントで、そんな状況でかなりの人が自社のブ
ランド名を挙げ、うれしいコメントをくれたとい
う事実がブランド関係者にとって大きな励みにな
るのだと思います。
　図１はブランドが育って行くスパイラルです。
ここで一番問題なのが顧客の笑顔がブランドの現
場に十分還流しないことです。一生懸命仕事をし
たその先で、いったいユーザーは喜んでくれてい
るのかどうか、大いに気がかりなところですが、そ
れをそっと横から覗く仕掛けは意外と見当たりま
せん。いいレストランにはシェフが、お客様に気づ
かれないように食事の様子を覗く小窓があります
が、マス向けの消費財メーカーにはそのような仕
掛けはありません。この調査はお客様の自然な笑
顔を横から覗き見る「レストランの小窓」なのです

（図１）。

　今回インタビューさせていただいたパナソニッ
クの中島幸男様、ウタマロ石けんの西本武司様に
は「もしうれしかったコメントがあったら５つ選
んでいただけますか」とお願いしたところ、すぐに
ご快諾いただき上の記事中に載せさせていただき
ました。それをここに再掲します。

【パナソニック 中島幸男様】
1. 製品としての品質が良いだけでなく、消費者の
　声に常にこたえようとする精神に、親しみが持
　てるから
2. リフォームした時にシステムキッチン、ユニッ
　トバス、フローリング、エアコンを Panasonic に
　して、使い勝手が良いし、ブランド的に安心感が
　ある 
3. 少々お高いですが、長く使えて機能もデザイン
　も良いので
4. ビジョンを持ち、生活をより豊かにする家電を
　開発しているから
5. このドライヤーを使うだけで、サラサラになる
　のが不思議ですが、めっちゃええ 

【ウタマロ石けん 西本武司様】
1. インスタグラムでみんなが使ってるから、自分
　も気になる。
2. 友人に勧めるほど万能だから
3. ほんとにすごい汚れが落ちる
4. 低刺激でいろんなものを綺麗にしてくれてとて
　も助かっています。冬は特にこちらがなければ
　生活が成り立ちません。
5. 諦めていた衣服の汚れが取れる

　中島様は社内の大きな会合で今回の調査結果を
ご紹介くださり「パナソニックブランドはお客様
にご支持頂いている＝活動に自信を！」とお話を
されたようで、西本様も「全てありがたいコメント
で５つに絞るのは難しい」とメールをくださいま
した。このようなユーザーのナマの声は通常の調
査では得がたいものです。

図１  笑顔の循環
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２．ブランド親近度とブランド生態図

　世間では何となく「ANA のファンはクルマだ
と BMW が好き」、「スターバックスのファンはニ
トリより IKEA が好き」、「P&G のファンは楽天
より Amazon」といったことが何の証拠もなく語
られることがあります。われわれのデータはこれ
を事実ベースで確認することができます。どれも
もっともらしいですが、結果を先取りして申し上
げると正しいのは２番目だけでした。ANA ファ
ンは取り立てて好きなクルマのブランドはなし、
P&G ファンは Amazon、楽天ともにファンではあ
りませんでした。
　ブランド親近度という指標は、あるブランドの
ファンが平均以上に特定のほかのブランドのファ
ンであるかどうかを判定する指標です。具体的に
はつぎのように規定されます。

ブランド親近度＝ [ ブランドＡファンの中のブラ
ンドＸファンの比率 ] ÷ [ 全回答者の中のブラン
ドＸファンの比率 ] × 100
　親近度 100 というのは、ブランドＡファンの中
のブランドＸファン比率は平均のブランドＸファ
ン比率と同じということでとりわけ親近的ではな
いことになります。どのブランドも特に特定のブ
ランドに対して親近的ではない場合にはすべての
ブランド・ペアについて親近度は 100 となります。
土壌に差がなくすべての植物は均等に全面に散
らばっている状態です。今回は親近度 200 以上を

「親近」と判定しました。計算してみると、実際には
200 以上が多数見受けられ、親近度が 1000 を超え
る、すなわち、平均の 10 倍以上になるケースもか
なりの数ありました。「ブランドは群生する」とい
う当初の仮説は成立しているようです。以下では、
いくつかのブランドについて算出された親近度に

《スターバックス》 《無印良品》 《IKEA》 《Francfranc》 《Seria》
1 タリーズ ユナイテッドアローズ Peach ロフト キャンドゥ
2 ドトール 東急ハンズ 東京インテリア ZOZOTOWN ダイソー
3 ライザップ カルディコーヒーファーム ルクア 資生堂 しまむら
4 ケンタッキーフライドチキン アクタス ルミネ スターバックス GU
5 ミスタードーナツ 毎日新聞 コストコ ららぽーと ニトリ
6 丸井 タリーズ ニトリ Seria Francfranc
7 マクドナルド ケンタッキーフライドチキン ZARA IKEA 無印良品
8 モスバーガー SK- Ⅱ 三井アウトレットパーク ニトリ ヨドバシカメラ
9 Francfranc ロフト H&M ダイソー 新幹線

10 ルミネ Seria ケイトスペード 激落ちくん 日産
11 Magica ちふれ 任天堂 無印良品 ららぽーと
12 ファブリーズ オキシクリーン ちふれ ジョイ マツダ
13 アウディ Instagram ZOZOTOWN ソニー IKEA
14 ファミリーマート イトーヨーカドー Francfranc マツダ スターバックス
15 新幹線 セキスイハイム ライフ ディズニー
16 IKEA rancfranc 京王電鉄 
17 ルイヴィトン 京王電鉄 Magica
18 メルセデス・ベンツ 阪急電鉄 フォルクスワーゲン 
19 dyson IKEA オルビス
20 ルンバ NIKE GU
ー 無印良品 スターバックス 無印良品
ー Seria スターバックス
ー Seria

表２：親近表の一例 親近度順
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図２  無印山脈

図 3  メルセデス山脈

よるランキングを示します（表２）。
　これを見ると、スターバックス、無印良品、
IKEA、Francfranc、Seria の５ブランドがすべて
のペアでお互いに親近で「完全親近グループ（以下

「完全グループ」と呼びます）」を形成していること
が分かります。これを図に表したものが図２で、こ
のような図を「ブランド生態図」と呼ぶことにしま
す。今回の調査で挙がった多数のブランド群は日
本列島に横たわる山脈のようにいくつかの山を形
成しているのが分かってきました。以下では各グ
ループを山になぞらえて「～山脈」と呼ぶことにし
ます。
　このグループは５つのブランドの中の代表選手
の名前を取って「無印山脈」と呼ぶことにします。
なお図２～図４では、赤線の円は５つ以上、緑の線
の円は４つの完全親近な核ブランドを持つグルー
プを表しています。赤い箱は核のブランド、無色の
箱は核の大半と親近なブランドです。また図２で
吹き出しの箱の中にあるのは吹き出し元のブラン
ドとだけ親近なブランドのリストです（図２）。
　以下ではさらに２つの生態図をご紹介します。
図３はメルセデス・ベンツ、BMW、レクサスな
どの高級車ブランドを核とするグループで、この
３者が互いに親近しているのはもちろんですが、
そこに住友林業と積水ハウスという住宅ブラン
ドも加わって完全グループを形成しているのは
興味深いです。また、dyson は比較的新しい家電
ブランドですが、メルセデス・ベンツ、レクサス、
ROLEX、ルイヴィトンと完全グループをつくり、
BMW、ポルシェとも親近性が高いという特異な位
置を占めています。これは「メルセデス山脈」と呼
びましょう（図３）。
　図４は花王、ライオン、P&G を核とするグルー
プです。これらの３つと親近性の高いブランドを
挙げて相互の親近性を確認していくと、日本の代
表的消費財ブランドの多くが吸収されて大きな

「日本代表」のようなグループが出来上がりまし
た。これは日本のブランド群のど真ん中という意
味で「中央山脈」と呼ぶことにします。

図 4  中央山脈
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　親近度をよく見ていくと、まったく意外な発明
がいくつかあります。以下にてその 4 つをご紹介
します。

【発見その１：意外な親近ペアがある】
■ dysonとメルセデス・ベンツ、ＢＭＷ、ポルシェ、
　ライザップ
■ Instagram と JAL
■ ニトリと COACH、ZARA、Instagram、原宿
　東京電力とボールド、ジョイ、アリエール（P&G
　の商品）
　などなど。これらを意外だと思っているのは筆
者だけかもしれませんが。

  楽天
  メルカリ   
  ユナイテッドアローズ  
  YouTube   
  イトーヨーカドー  
  Yahoo!   
  京阪電鉄   
  ドン・キホーテ   
  adidas   
  サンドラッグ   
  大塚家具   
  ローソン   
  アリオ   
  東急ハンズ   
  ZOZOTOWN   
  Google   
  ヨドバシカメラ   
  ロフト   
  京王電鉄   
  アサヒ   
  ルミネ   
 小田急電鉄   

表３  Amazon と親近なブランド

 Twitter
 LINE
 YouTube
 JAL
 マクドナルド
 無印良品
 dyson
 IKEA
 ニトリ

表４：Instagrm と親近なブランド

【 発 見 そ の ２： 図 ４ の 中 央 山 脈 の フ ァ ン に
Amazon ファンはいない】
　Amazon に親近なブランドリストを表３に示し
ます。図４のブランドが一つも入っていません（表
３）。

【 発 見 そ の ３：Instagram フ ァ ン は Twitter、
LINE、YouTube は好きでも Yahoo!、Google、
Amazon などのオンライン・サービスはやらな
い？】
　Instagram に親近なブランドを表４に示しま
す。同じオンライン・ブランドでもリアルを前提に
外とコミュニケーションする Instagram グループ
とネットで完結する Yahoo! グループとはファン
が重複しないのかもしれません（表４）。

【発見その４：（これが一番ショッキングです）ほと
んどの業界１位、２位ブランドは実は同じファン
を共有している】
■ ANA と JAL
■ Yahoo! と Google
■ Amazon と楽天
■ スターバックス、ドトール、タリーズ
■ アサヒ、KIRIN、サントリー
■ セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート
■ 明治と森永製菓
　これらは当事者からも世間からも「ライバル関
係」にあって激しく競争していると見られていま
す。ところがデータでは、親近度が低いどころか、
皆お互いに、領域を超えた全ブランド中最も親近
度が高いブランドになっているのです。表５に
ANA、JAL、Yahoo!、Google の親近表を示しま
す。すべてがライバルの親近度ランキングの１位
になっています。ショッキングではありませんか。
なぜなのか。好きな理由のテキストの比較分析を
進めていますがこちらは追って発表することにし
ます（表５）。
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３．ブランド・キーワード

　表１にあるような「好きな理由」を主要 300 余ブ
ランドについてテキストマイニングして 100 余の
キーワードを検出しました。それからブランドご
とに出現数を数えて 300 × 100 のブランド‐キー
ワード行列を作りました。ブランドがどんなキー
ワードを持っているかを考えるのは普通の発想で
すが、この行列からはキーワードを決めてそれを
どのブランドがどのくらい持っているかが確認で
きます。「逆引き」ができるのです。ここでは紙幅
の都合から、図２の「無印山脈」に注目し、この山脈
のブランドがどのキーワードを取っているかだけ
例示します。この山脈は「オシャレ」の上位４位ま
でと９位（Seria）を取っていて「オシャレ山脈」と
呼んでもいいかもしれません。「可愛い」もスター
バックスと無印良品がやや下位（22 位と 23 位）で
す が Francfranc、Seria、IKEA が 3 位、4 位、5
位に入っていてこの山脈を表すもう一つのキー
ワードになっています。そのほか、「楽しい」、「デ
ザイン」、「シンプル」も全てではありませんがこ
のグループに関連するキーワードです。特に「シン
プル」は全出現回数の半分以上を無印良品が占め
ていて驚かされます。
　このように、親近度から構成される山脈にキー
ワードをかぶせてみると、なぜこのような山脈が
出来上がっているのかがよく分かります。

《ANA》 《JAL》 《Yahoo!》 《Google》
JAL 親近度＝ 510 ANA 親近度＝ 510 Google 親近度＝ 710 Yahoo! 親近度＝ 710
シチズン タリーズ ニッポンレンタカー YouTube
東急電鉄 日本テレビ カリモク家具 ローソン
トップ　ナノックス 三井不動産 楽天トラベル ハイター
セキスイハイム COACH 京王電鉄 ヨドバシカメラ
東京ガス アイリスオーヤマ SUUMO 住友林業
伊勢丹 伊勢丹 楽天 JR
東京電力 星野リゾート テレビ東京 東京ガス
大塚家具 カルディコーヒーファーム セキスイハイム シャープ
ルミネ 東急電鉄 日本テレビ アタック

表５  ANA、JAL、Yahoo!、Google の親近表

４．ブランドファン・キーワード

　いま見てきた「ブランド・キーワード」は回答者
が当該ブランドについて述べた好きな理由なの
で、そのブランドがファンからどう見られている
かが分かります。それに対して、「ブランドファ
ン・キーワード」はそのブランドのファンが全領
域でどんな言葉を使って好きな理由を述べてい
るかなので、そのブランドのファンがどのような
考えの人たちなのかを教えてくれます。この情報
は生活者の価値観を理解するうえでライフスタ
イル分析などよりはるかに正確で有効な方法論
になるのではと考えています。その意味でじっく
りご紹介したいところですが、紙幅の関係で以下
のコメントをご紹介するにとどめ、詳細は別の機
会に譲りたいと思います。以下のコメントは、こ
の枠組みを Amazon ファン、楽天ファンに適用し
た権敏敬のブランド研究（本号 40 ～ 41 頁掲載）
からの抜粋です。
　「ショッピング先領域以外の各領域で Amazon
ファン、楽天ファンが記入した好感理由をテキス
トマイニングすると、相対的に Amazon で多くあ
がっているのが「使う」「利用」、「サービス」、楽
天で多く上がっているのが「使える」「楽しめる」

「昔」という言葉だ。ここから、Amazon ファンは
実際に使って見て好きになる傾向、現実的で”快
適に使える”を重視する傾向にあるのではと予想
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した。楽天ファンは楽しさ、お得感、愛着を重視す
る傾向にあるのではないだろうか。」

５．まとめ

　巻頭言で述べたように、ブランド生態調査は単
なる定量的なブランド力測定の道具に留まってい
ません。この記事ではそれ以外にどんな興味深い
ことができるかをご紹介しました。まだまだもっ
と十分な分析が必要ですが、いまの段階でも「ほと
んどの業界１位、２位ブランドは実は同じファン
を共有している」など面白い知見が得られていま
す。データとの会話をさらに深めて行くことによ
りさまざまな驚きに出会えるのではないかという
ことが予想できます。
　近く 2020 年度版の準備を開始します。この結果
が得られると経年比較が可能になりより豊かな発
見が得られるのではと思います。このあたりの進
捗は順次 JMA の公式サイトの連載でご紹介して
いきますのでご期待ください。
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や矛盾の発見は、自分を再認識する新たな機会に
なるのは間違いない。そしてなにより仮説を大い
に刺激し妄想を逞しくさせる嘗てない自分認識資
源になるだろう。
　一方で、人体に例えると、生活の毛細管から発生
した「なぜ」の因子を脳まで運ぶことのできる血流
とも思える。だから、ボーっと見ていると所見を誤
り脳が混乱し麻痺するかもしれない。この血脈（調
査）からブランドの「血筋」（芯）をぶらさず探り当
て、自分とは何かを診断し、対処する名執刀者が登
場することを期待している。近い将来、高度な AI
とのジョイントで、３D・４D 的な解析を進めると
どうなるかとか、そんな思いで敢えて私は「ブラン
ド（ブラッド）生体調査」と位置付けたい。
　ブランド政策に関わる方々（私も含めて）は、
様々な調査を通して自前ブランドについて確認
を取ってきたと思う。それはややもすると自分に
とって都合のいい材料を探し、集めることで最大
公約数としてのブランド要素を求めてきたと思
う。調査に応じてくれた人々は我々が求めやすい
条件や設問項目によって、微妙なニュアンスが削
がれた内容や、誘導された方法に不発感持ち、中庸
な反応を示さざるを得なかったことは、俗に言う
世論調査を見てもよく分かる。本調査が多層的に
分析され、活用され、独自の見解を求める発想を見
出し、人々の本音に迫るものにして欲しいと願い、
様々な分野の開発行為に繋がって、顧客の喜びの
枝葉を伸ばしていくことを大いに期待している。

　私がソニーで仕事をしていた時、いつも気にし
ていたのは、顧客はソニーだけで生きているわけ
ではないと言う事実。衣食住といった視点で見る
だけで無く、ライフスタイルといった面からも
我々の関りは極々一部であり、他の大部分の関り
はどうなっているのだろうか？と、何を食べて、何
を纏い、どんな車で移動し、どんな音楽を聴き、ど
んな人とどんな街で自分らしい暮らしを求めてい
るのか？等々、人とブランドを取り巻く相関関係
を知りたいということだった。それは、同じ考えの
顧客を囲い込むということではなく、多様な生活
の中で、「なぜ」我々を選んでくれているのか？
その意識や評価の源や水脈を探りたかった。あた
かも蒸留器を通して純度の高いエッセンス、スピ
リットを醸し出す行為に似た、ブランドの本質

（芯）を自覚するものになるのではないか、と。なん
となく考えていたが、残念ながら在任中にはトラ
イできなかった。
　そんな思いを持ち続けてきた私にとって、「ブ
ランド生態調査」は、樹木は自分で居場所を変える
ことが出来ないが、自らの居場所を確保し、大地に
しっかり根を下ろし、枝葉を伸ばして幹を太くし
て成長していく植物の生態に投影されたブランド
構造概念だと言う。このブランドの根幹を成す発
想は大変待ち遠しいものでした。成長を促す枝葉
ともいえる、顧客の生き方や主張の多様性が複雑
に絡み合って、個人を形成しモノが消費されてい
る今、人々の「なぜ」を浮かび上がらせる本調査は、
間違いなく光合成を起こし幹に養分を送り込む師
管に注がれ大樹になる酸素と言える。その流れは
ネット社会に浸透しているビッグデータ的な行
動パターンでは計れない因果関係を見つけたり、
予想外の結果に考え込んだり、興味は尽きない。
マーケティングは仮説の産物だとすると、モノ（欲
望？）と意識（行動）のシナプス的相関関係の視点

ブランド生態調査から気付いたこと
実は自分のことを一番わかっていないのがブランド自身かもしれない

河野  透  （こうの  とおる）
元ソニーマーケティング 執行役員常務
㈱グリーンドック 取締役副社長
1968 年ソニー入社以来、ソニーの商品コミュニケーション戦略、商品ブランド
戦略、コーポレートブランド戦略を手がける。実践的な広告宣伝戦略から、CI，グ
ローバルブランドマネジメントまでを統括。
ウォークマンの開発メンバー、ネーミングは自身によるもの。
現在は、山梨の豊かな森林資源を活用し、心身の健康に効果を生む、ヘルス
ケアリゾート施設、保健農園ホテルフフ山梨の運営に取り組んでいる。
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生活者の「笑顔」と調査対象者の「楽しさ」の関係
　調査対象者の感想をもう少し見てみよう。
　「面白い。頭の中が元気になった」「いろんなジャ
ンルの質問で面白いと感じた」「自分の言葉で回
答できて楽しかったです (^^)」「〇〇に対して厳
しい意見を述べてしまった」「自分では気付かな
かった新しい発見ができた」「興味深かった。面白
いアンケートでさらに自分の存在を見つめてし
まった」「なかなか難しい質問ではあったが、考え
ることを楽しめた」「自分の生活の振り返りをす
るようで楽しめました」「自分が惹かれているブ
ランドについてより考え想像できたので楽しかっ
た」
　ブランドとの経験は、生活者の中に笑顔のエピ
ソード記憶を創る。それらは累積しブランドの意
味記憶となり、マーケターにとっては資産となる。
生活者の中でブランド記憶は「経験－エピソード
－意味」と階層化し、生活意識の広がりの中で留ま
ることなく変化していく。
　生活者の中から、その笑顔、感動のブランド記
憶、生態を自然と生活者の言葉、連想で引き出す作
業が、つまりはあるべき調査ではないだろうか。生
活者にそれが正しく行われれば、上記の調査対象
者の感想の通り「楽しく、自分を知る」プロセスに
なる。それこそがマーケターにとって有用な生活
者からの言葉、ブランドの意味であり共創ではな
いだろうか。

今後の検証、活用の事例研究に期待
　この調査方法の特徴は、定性×定量、ナマ声×生
活横断、そして、笑顔のブランド記憶を生活者自身
が楽しく紐解くことにあると私は思う。それでは
実際、この調査方法と従来の調査方法の結果、ま
たその活用価値の違いはどうであろうか。この特
集で片平秀貴氏他 MBF のスタッフが紹介してい

「アスキング」調査をダメにしているのは誰か
　近年、調査業界では生活者のナマ声を全部ま
るっと集めて分析できないか、と問われてきた。
マーケターからも「アスキング」調査では生活者の
理解、新しいヒントは得られないのではないかと
疑問を呈されるようになった。しかしながら実際
のネット調査では、関心領域だけを切り取り一方
的な選択肢で謝礼も不十分な、パターン化された
調査が繰り返されてきた。訪問・郵送調査時代から
変わらない調査票をそのままスマホ画面に押し込
んで済ませてきたのである。
　今回開発されたブランド生態調査では調査対象
者に、調査方法、内容についてもきちんと感想を聴
いている。いくつか挙げてみたい。
　「自由記述式は面倒だがこのアンケートは自由
度が高く比較的答えやすくてよかった」「無回答
で次へ進めるのが非常に良い」「無理やり何か入
力しないといけないのはストレス」「( 他調査では )
適当に入力することもあった」「なかなかうまく
出来ている質問の仕方だと思った」「回答者への
気遣いが感じられて有難いと思いました」「つま
らないアンケートが多い中、とても好感の持てる
アンケートだった」「またアンケートに答えたい」
現在のネット調査では、「対象者全員に構成され
た質問の選択肢から選ばせる、回答しないと先に
進めない」が常識になっている。そうしないと対象
の母集団を定量的、構造的、時系列的に把握でき
ない、という思い込みも一因となって対象者を白
けさせ、回答をコモディティ化させてきたのでは
ないだろうか。このブランド生態調査の設計には、
本来あるべき「アスキング」へのこだわりが徹底さ
れ、その結果が上記の調査対象者の感想で実証さ
れたのではないかと思う。

「こういうアンケートは楽しい」
ネット調査の新しいかたち
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る通りであり、実際に、従来の調査では出てこな
かった新しい発見が報告されているが、今後、より
検証、活用事例の研究が望まれる。例えば、従来の
イメージ、ベンチマーク調査に比べて、得られる情
報の質量、広がり・深さの違い、新しさ、関与度によ
るカテゴリー、ブランドの傾向、安定性、時系列、因
果関係、戦略や施策へのヒント、活用性について、
しっかりと比較検証を行いたい。また定性調査、
ソーシャルデータとの違い、有用性はどうであろ
うか。コストとの関係になるが、サンプル数、頻度、
調査項目の改善、オプション・関連調査の企画の可
能性も検討を期待したい。
　今回の調査対象者の感想にもあった「アンケー
トの結果を役に立てて欲しいです」「自分の意見
が反映されるのがうれしい」という声に応えてい
きたい。

マーケティングとは話題の誕生と循環の活性化
　モノ ( 物・者 ) の流れ、カネ ( 電子化 ) の流れ、デー
タ ( 価値化 ) の流れ。モノとカネの流れを可視化、
最適化、活性化させるために、いよいよデータの活
用、流通が問われ、モノ、カネの流れを先導する役
割が期待されている。
　マーケティングは、売れ続ける仕組みづくり、
選ばれ続ける関係づくりと言われてきたが、話題
が生まれ循環し続けるエコシステム作りの段階
に入って来ているように思われる。ブランドの話
題やその生態はデジタル化、グローバル化で既に
広く深く繋がり、企業と生活者の境界も変わって
きている。この変化は一企業や個人、行政が個別
でコントロールできるものではないだろう。例え
GAFA であっても独占するのは難しいはずであ
る。
　生活者の脳細胞の中で、また脳細胞同士で情報、
感動は様々な形で循環し共有される。自然界の水
が地球という生態系の中で、その土地の養分や時
には毒を循環させ、成長させたり衰退させたり生
まれ変わらせたりするように、ブランド生態の世
界でも同様なことが起きているのではと私は想像
してしまう。その生態の実態、そこに循環している

水、そしてその成分と影響を理解し共生していく
新たなリサーチ、マーケティングを期待し、私も少
しでも貢献出来ればと願っている。

村上 清幸  （むらかみ  きよゆき）
株式会社インテージ　常務取締役 CMO 兼 CDO
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査結果で総合スコアトップがディズニーであること
が示すように、消費者の体験が大きく潜在意識の中に
そのブランドを刷り込むということである。
　そして、もっとも重要な示唆は、そのブランド・
メッセージをいかに社会に示していけるかが、今後
のマーケティングの主戦場になるということだ。経
済成熟期を迎え、人口減少が現実化していくこれか
らの日本において、各企業は自身のブランド・メッ
セージを確立することとそれを顧客に体験化して
もらうこと無しには、これからの SNS 社会では生
き残れないということである。
　なぜなら調査に出た消費者のブランドへの意識
は、そのままリアルな形で、SNS を通じて社会に
ダダ洩れていくからだ。同好の志や共感の和のエ
ンパワーメントは、プラスやマイナスに大きく働
き、社会がそのブランドの敵か、味方に、さらには、
一番始末に悪いまったくひっかからない無視とい
う態度を形成することになるからだ。
　SNS 時代におけるマーケティングの厄介さは、
そのブランドに対する消費者の気持ちや思いがそ
のまま、社会にダダ洩れしてしまうことに因る。そ
んな観点から、本調査結果から見て取れる SNS 時
代のブランド・アイデンティティの在り方へのヒ
ントをいくつか指摘してみたい。

「らしい」とかのうわさを誘発できる
　「ウタマロ」という石鹸の好感理由に表れる「未
体験だけど、そうらしい」ので好感という調査結果
の恐ろしさは衝撃的だった。こんな記述がある。

「様々な掃除やスニーカー、上履き洗いに活躍して
いると聞いて買いたくなった」「汚れが良く取れ、
手に優しいという噂があるから」「汚れ落としの
すごさを実感したい」という具合である。
　勿論、実際に使ってみての良い評価や「インスタ
グラムで使用者の投稿を見て、効果があると目に

　「ブランド生態調査～首都圏・関西 7000 人のブ
ランド生態系」の結果が興味深い。好きなブランド
を「純粋想起」で、その理由を「自己記入」で尋ねる
この調査は、各ブランドに対する純粋な消費者の
生声の集積とも言える。
　一人につき固定領域４つ（住まい、クルマ・交通、
街、生活雑貨・日用品）と選択領域（ファッション、
家電・通信、美容・健康、情報メディア、レジャー・エ
ンタメ、食品、ショッピング先）の中から 3 つの計
7 つの領域について調査が行われているので、そ
れぞれの消費者の生活スタイルが網羅的に色濃く
あぶり出されることになる。生々しいデータのオ
ンパレードだ。そこから見えてきたことは、消費者
の頭の中にあるブランドは、その重ねられた体験
時間の長さや質により蓄積されていくことや生活
の中での関わり方の深さにより、強く刷り込まれ
ていくことである。
　本調査だからこその結果から得られた興味深い
知見としては、領域を超えてブランドの好みが相
関しているということ。例えば、「メルセデス愛好
者は家電領域では回答者全体より突出してダイソ
ンが好き」などの例だ。
　人の心の中を覗く調査であることから、消費者
が同様な指向性でグループを構成することがはっ
きりした。つまり、ブランドのクロスマーケティン
グが可能になるということである。それは単に、ダ
イソンがメルセデスのブランドを借りてプロモー
ションすればいいというような短絡的な話ではな
く、ダイソン・ブランドの本質的な価値とメルセデ
スの本質的な価値が呼応して消費者がブランド・
メッセージを受け取っていると見るべきで、まさ
にブランド・アイデンティティの活用によるマー
ケティングが必須であることを示している。
　また、個的なブランド体験がいかに大きく消費に影
響を与えているかということも明確に確認できた。調

SNS 時代に問われる
ブランドのアイデンティティ
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したから」というような SNS 上の情報の間接的な
体験での好感も記されてはいるが、噂がまことし
やかに語られて、それによるブランドの疑似体験
が起こっていることの記述量の多さは、驚きの結
果だ。「ウタマロ」では、これがプラスに働き強い
味方となっている。このように、当然プロダクトや
サービスの優秀さが前提であれば、その優秀さを
いかに画像や動画などの見た目のわかりやすさで
SNS での拡散を促せるか、また、促すために消費
者に対しての抵抗のないリーディングができるか
が企業には問われることになる。ブランド体験予
備軍のうわさを味方につけるような「らしい」誘発
マーケティングに知恵を働かせることが必要だ。

企業姿勢はちゃんと伝わっている
　「水と生きる」を掲げるサントリーへの記述で
は、「水を全面に出している会社のコンセプトが
いい」「環境活動も凄く取り組んでいて好感が持
てます」とあり、花王では、「消費者を一番に考え
てくれると思わせる企業の姿勢に惹かれる」「商
品開発力がすごいと思う　過剰広告ではない」、ラ
イオンの「真面目に取り組んでいる」「視覚障害者
にも商品説明等が丁寧に行われているため」「自
然環境保護に取り組んでいる」など、その企業ブラ
ンドの姿勢そのものにきちんと消費者は反応して
いることがわかる。マーケティング 3.0 時代は、確
実に日本にも訪れているとも言える。
　ともすると企業は、商品マーケティングがメイ
ンになりがちではあるが、恐ろしいほど、社会に対
する企業の姿勢が問われてくる今後を予感する。
私が東日本大震災直後の SNS 調査をした際に、そ
の動きが顕著であったことを鑑みると、SDGs が
言葉としては定着しつつある現在、日本の経済発
展成熟期を背景として、モノの価値からココロや
存在の価値に重きを置く消費者が確実に増えてき
ていると実感する。そこにブランドへの好感が直
結することがいよいよ明らかになった。

「体験化」と「見た目」が重要
　調査の「情報・メディア」のスコアトップ 20 を

見ると、新聞を抑えて、第 1 位は、Yahoo! 、2 位
は、Google であり、NHK を抑えて、7 位が You 
Tube、8 位が LINE とあり、さらには、民放 TV 局
の上位に、12 位に Twitter、13 位に Instagram
とある。また、キーワード毎の出現頻度「楽しい」
のランキングでは、ディズニーやイオンなどの体
験型ブランドに交じって、You Tube が 10 位、
Instagram が 15 位と入って来るに及んで、いかに
SNS が一般消費者に浸透しているのかが分かる。
このような時代だからこそ、各ブランドは SNS 時
代をどう生き抜くかを考えなければならない。
　SNS 時代のブランドの在り方としては、愛され
るブランドであることが必須である。それを獲得
するカギは、「体験化」と「見た目」（動画・画像に
アピールがある）である。
　「体験化」は、SNS 時代では必須のマーケティ
ング課題だ。どんな関りでもいいから、使ってもら
う、試してもらう、触れてもらう、手に取ってもら
うは、巧みな知恵と共にマーケティング予算の投
入先として欠かせない。
　「見た目」ということでは、益々あらゆるものの
デザインが重要になる。パッと見た時にいかにイ
ンパクトとメッセージが感じられるかが勝負だか
らである。現在の日本のデザイン教育がどの程度
海外と比べて進んでいるかは定かでないが、マツ
ダに見るようなデザインに対するアート的な姿勢
が、今後ますます企業ブランドの優位性に利いて
くるのではないかと予想できる。

　以上のように、さまざまな切り口でブランドの
可能性を考えさせてくれる本調査は、今後も定点
観測的に行われるということなので、時代の移り
変わりも同時に実感できるとともに、マーケター
の強い味方になってくれるに違いない。

吉田  就彦  （よしだ  なりひこ）
デジタルハリウッド大学大学院教授 / ㈱ヒットコンテンツ研究所代表取締役社長
自ら「チェッカーズ」「だんご 3 兄弟」などのヒット作りに関わり、ネットベンチャー
経営者を経て現職。「ヒット学」を提唱しヒットの研究を行っている。木の文化が
これからの日本の再生には必要との観点から、「一般社団法人木暮人倶楽部」
の理事長にも就任。現在は、ASEAN 各国に Heroを誕生させる「ワールドミラ
イガープロジェクト」に没頭中。著書に「ヒット学～コンテンツ・ビジネスに学ぶ６つ
のヒット法則」、共著で「大ヒットの方程式～ソーシャルメディアのクチコミ効果を
数式化する」などがある。
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その強弱すらも「感じる」ことができるアプローチ
だ。当たり前に管理していたことから解放され、次
の一手を探すために非常に有用だと考えられる。
　ルーヴル美術館に行った際に、なぜ「ミロの
ヴィーナス」「ニケ」はこんなにも人気なのだろう
と考えたことがある。もちろん美しい像である、と
いうことだとは思うが、美しい像なら完璧に残存し
ているもので他にもあることに疑問を持った。そ
の自分なりの答えは、「不完全」であることだと考
えた。「不完全」は人間に想像の余地を与えてくれ
る。「ヴィーナスの腕はどうなっていたのだろう？」

「ニケの首から上はどうだったのか？」。二つの像の
「不完全性」が人間の想像力を惹きつけている。すで
にコードされている、見えていることの外に、人間
のクリエイティビティは果てしなく広がっている
とも考えられる。そう考えると、決まったプリコー
ドの中だけで考えることが、人間のクリエイティビ
ティを束縛しているとも言えるだろう。
　プリコードで管理することをいきなりやめるこ
とができないことはわかる。ただ、このイノベー
ションの時代において、その洗脳から解き放たれ、
マーケターがクリエイティビティを発揮する必要
があることも確かだろう。その際に、どストレート
にブランドに対する想像力を抽出したこのブラン
ド生態調査は、ブランドがどの方向性に向かって
行ったらいいのかを考える材料としてとても価値
を持つだろう。
　クリエイティブディレクターとしてブランドビ
ルディングや広告を担当する中で、KPI とだけ戦
う毎日に囚われてはいけない。そこから自らを解
放する必要がある。このことをブランド生態調査
というアプローチそのもの、そしてその結果が教
えてくれた。

　KPI（Key Performance Indicators）という概念
であり言葉でありプロセスが、ビジネスの現場でと
にかく聞かれるようになった。KPI は、目標達成に
向かってプロセスが適切に実行されているかをは
かる役割をもち、広告コミュニケーションやブラン
ドの領域では、イメージ項目だったり、サイト訪問
数だったり、様々な設定がされることがある。
　KPI は、ステークホルダーが納得しながら進
める手段としては、とても有効であるようにも思
える。ただ、KPI だけに頼ってしまっていいのだ
ろうか、という疑念がある。それが、マーケティン
グにおける「プリコードという洗脳」である。プリ
コードとは、調査においてあらかじめ選択肢を用
意して答えてもらう方法である。プリコードは、管
理するために向いている。管理するためには、時系
列で計らなければいけないからだ。しかし、これだ
け世の中のイノベーションスピードが高まる中
で、固定した項目で聴取することの危険性もある
のではないかと思う。KPI で管理することばかり
考えていると、プリコードされた項目で聴取する
ことに疑うことはしなくなる。自分たちが決めた
項目を疑うことなく、監視することだけに縛られ
てしまう可能性があるからだ。まさに、決めたプリ
コードを当たり前だと疑わなくなる「洗脳」状態に
陥っているとも言える。
　そんな時代に、このブランド生態調査はとても
興味深いアプローチをとっている。全てをフリー
アンサー（プリコードの対概念）で答えさせるこ
とで、人の脳の中を直接掘り下げようという挑戦。
複雑なことはない。人の頭に記憶されているもの
を全て抽出することでブランドを形作ろうという
意図である。全てがストレートでダイレクトでシ
ンプルだ。この挑戦がもたらした結果の一つに、

「プリコードという洗脳からの解放」があるので
はないかと考える。人の頭の中で認識されている
ことは、プリコードで管理されているものではな
い。だからこそ新しくコードすべき因子が発見さ
れる。また、プリコードでとればそれはオンオフで
しかわからないが、生の声を分析することにより、

プリコードという洗脳からの解放

橋田  和明  （はしだ  かずあき）
HASHI inc. クリエイティブディレクター PR ディレクター
東京大学経済学部卒業後、博報堂に入社。ストラテジックプランニング局・博報
堂ケトルを経て、2018 年 10 月、HASHI inc.を立ち上げ、PR 視点で統合キャ
ンペーンをつくるクリエイティブディレクターとして幅広い業務に従事。
主な仕事に、Yahoo! JAPAN「ちょうどこの高さ。」など。ADC、クリエイター・オブ・
ザ・イヤー・メダリスト、CANNES LIONS などを受賞。
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好感理由から見えてくるもの

　代表的ファストファッション 6 ブランドに対し
て、好感理由の集計を行なった。（図 1 参照）

1 .ユニクロ ＜安心の高品質＞
　好感想起数において、他のファッションブラン
ドに圧倒的な差をつけて優位に立っている。理由
として高品質であることや、「極暖ヒートテック」
のような個別商品名が多く挙がったことが特徴
だ。一つの商品の強烈な着用記憶が刻印されたた
めに、ブランド想起に至った可能性が考えられる。
さらには「上下一式を（ユニクロで）揃えている」
と回答した人数が、他ブランドより著しく多かっ

ブランド生態調査 BS2019 を使った

Research1  ●  Fast Fashion    大熊  遥  東京大学大学院経済学研究科

ファストファッション ６ブランドを比較する
ファストファッションとは「流行を素早く採り入れた新商品を、手頃な価格で大量に販売する」衣料品業態である。
Business Insider Japan*1 は、日本の衣料品ビジネスに 10 年スパンの大きな潮流が存在し、① 1990 年代後半～：
SPA による低価格・品質向上、② 2000 年代後半～：ファストファッションブームの時代だった、と述べている。そして
ファストファッションブームが終焉しつつある今、その分野の各ブランドは重要な岐路に立たされている。本研究では主
に消費者の好感理由の自由回答データをもとにブランドごとの特性を洗い出し、今後取るべき方策について考える。

た。また、「日本を代表する企業」や「新素材に
よる革命」といったような、企業自体の好印象を
述べるコメントが見られたのも独特であった。

2 .GU ＜流行を気軽にお試し＞
　ブランドを好きな理由として「安い」とだけ記
入した人数が、6ブランド中で最も多かった。価
格以外では、「流行」と「可愛い」がキーワード
となっていた。主に若年層から、安価で気軽にト
レンド商品を試せるブランドとして支持を得てい
ることが伺えた。ファッション領域でGUを想起
した人の内、半数以上が他のファストファッショ
ンブランドも同時に想起しており、ファストファ
ッションのヘビーユーザー的な顧客像がイメージ
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ブランド研究
ブランド生態調査はブランド力という定量的指標を測定、算出しそ
の大小、強弱を知らしめるのが唯一の目的ではありません。この調査
には各ブランドがどのような人たちにどのような理由で好かれてい
るのか、その人たちは他にどのようなブランドを好んでいるのか。そ
の人たちが好んで使う言葉にはどんなものがあるのか。などなど、豊
かな定性的情報が満載です。

これらを駆使することにより、通常の調査からは見えなかったことがいろいろと分かってきます。以下で
は、具体的なブランドに対してそのような掘り下げを行った小レポートを５つご紹介します。これらは
皆、丸の内ブランドフォーラム（MBF）のブランド生態研究チームの学生メンバー（東京大学の学生・院
生）が行ったもので、フルレポートを 1500 字～ 2000 字に圧縮し片平が添削したものです。われわれ
の調査データからどのようなインサイトが得られるか、その一端を味わってください。

Research Report



できる。

3 .しまむら ＜掘り出し物にワクワク＞
　店舗での購買経験について言及された割合が、
他ブランドより高かった。特に多く観察されたキ
ーワードは「掘り出し物」である。しまむらは在
庫回転スピードが速く、店内面積も広いので、顧
客は店舗に足を運ぶ度に宝探しをするかのように
購買体験を楽しんでいるのだろう。実際、主婦を
中心に「しまパト（しまむらパトロールの略称）」
という概念が広く浸透しており、Instagramでも

「#しまパト」と検索すると自らの戦利品の写真
を投稿するユーザーが数多く発見できる。

4 .無印良品＜シンプルで長く愛用＞ 
　商品のシンプルさ、品質、耐久性が評価されて
おり、値段のみが魅力だと回答した人の割合が6
ブランドの中で最も低かった。また、ルイ・ヴィ
トンやGUCCIといったラグジュアリーブランド
が同時に想起された割合は2%で、こちらも6ブ
ランド中で最低だった。これらのデータから、無
印良品のファンは堅実で、物持ちが良いというイ
メージが浮かんで来る。

5 .H&M＜サイズ豊富で子供服も人気＞
　婦人用の大きいサイズが多く展開されている点
と、子供服が可愛い点について多く言及されてい
た。ニッチ商品を充実させることで、一部の層か
ら「他では簡単に買えない製品が、ここなら絶対
に手に入る」と厚く支持され、ファンがついてい
く構造が見て取れる。その他のスタンダード商品
については、流行を取り入れたデザインが評価さ
れる傾向にあった。

6 .ZARA＜個性的なデザインが魅力＞
　商品のデザインについて述べた人の割合が著
しく高かった（65%）。さらに、ラグジュアリー
ブランドが同時に想起された割合が13%で、2位
のユニクロ (7%)と大きく差をつけて高かった。
ZARAのファンはファッション感度が高く、価格

より独自のデザイン性に魅力に感じてファストフ
ァッションを利用する傾向が強いと考えられる。

親近度と顧客像

　各ブランド間の親近度を以下の表でまとめた。
(表 2参照 )
　まず特記すべきは、H&MとZARAの驚くべき
親近度の高さである。海外風のデザインを好む顧
客が両ブランドを併用していると考えられる。次
に、これら2つのブランドとGUとの親近度もそ
れぞれ高く、共通点としてはデザインに対する高
評価が挙げられる。さらに、ユニクロとGUの親
近度の高さにも注目したい。ユニクロは品質や機
能で評価されているのに対して、GUは流行を取
り入れたデザインが支持されている。このデータ
から、ファーストリテイリングが両ブランドを補
完的に位置付け、TPOに応じた使い分けを促し
たことで、ファンを囲い込み総合的な企業成長を
達成していることが読み取れる。他方、無印良品
はユニクロ以外どのブランドとも親近性が低く、
H&MとZARAにいたってはファンが一人もいな
いことは注目に値する。

まとめ

　ファストファッション業界では、価格以外の付
加価値という観点においてブランドごとの特徴が
数多く存在することが分かった。今後、①実店舗
の不保持によりコスト削減できるECの発達、②
メルカリなど中古市場の拡大による留保価格の低
下といった理由から、ただ「安い」だけでは勝ち
残れなくなる時代が到来すると考えられる。各企
業は、自らのファンの購買行動や価値観を正確に
理解した上で、ファンから自分のブランドがどう
見られているのかを再確認してより好まれるブラ
ンドへの道を拓いていってほしい。

【参考文献】
※ 1 https://www.businessinsider.jp/post-174617
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実数 率

ユニクロ 503 16％

GU 117 4％

しまむら 99 3％

無印良品 42 1％

H ＆ M 29 1％

ZARA 31 1％
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図 1 ファストファッション研究

表 1 各ブランドの好感想起数・好感想起率

ユニクロ GU しまむら 無印良品 H ＆ M ZARA

ユニクロ N/A 275 229 255 152 81

GU 275 N/A 274 129 374 262

しまむら 229 274 N/A 152 221 103

無印良品 255 129 152 N/A 0 0

H ＆ M 152 374 221 0 N/A 1412

ZARA 81 262 103 0 1412 N/A

表 2 ブランド間親近度

値段のみが
魅力

品質・機能
が高い

おしゃれで
流行の商品
がある

シンプルで
無難

店 舗 や EC
の利便性が
高い

店舗での購
買体験が良
い

実用性が高
い

サイズ展開
が豊富

品揃え・カ
ラー展開が
豊富

特定の製品
カテゴリが
好み

ユニクロ 16% 34% 4% 7% 4% 0% 10% 1% 6% 7%

GU 35% 17% 22% 6% 2% 0% 6% 0% 3% 1%

しまむら 29% 16% 5% 1% 4% 7% 3% 8% 17% 1%

無印良品 2% 25% 5% 45% 2% 2% 2% 0% 0% 5%

H&M 24% 7% 24% 3% 3% 0% 7% 14% 0% 14%

ZARA 10% 6% 65% 6% 0% 0% 0% 3% 3% 3%



ファンの属性と選好の理由

　Amazonで は10代・20代 の 若 者 が 全 体 の 約
28%を占め、世代別では最も多い。楽天の10代・
20代の割合は約 16%である。また楽天は30代・
40代の女性が全体の約 29%で最大、Amazonで
は約 18%である。男女比はAmazonで55 :45、楽
天で47 :53だ。他の観点では、Amazonが楽天に
比べ独身率がやや高く、年収 500万円未満が全体
の半分以上を占める。その職業は割合の多い順に
会社員（正社員）、パート・アルバイト、学生で、
楽天は会社員（正社員）、専業主婦・主夫、パート・
アルバイトと並ぶ。
　そのブランドが好きな理由については、回答者
が自由に、自分で表現した言葉が得られている。
Amazonが好きな理由 1位は品揃えの豊富さにつ
いてで、回答の約３割を占める。２位はすぐ届く
ことで、翌日届くのが魅力的だという回答が多い。
３位は安さ、４位に探しやすい、サイトが見やす
い、簡単で楽に買えるという理由が挙がっている。
比べて楽天はAmazonにはない「ポイント」が圧
倒的だ。貯まりやすい、還元率が良い、他で使える、
などの理由が約５割を占める。２位は品揃え、３
位安さ、４位使いやすさとなっているが、「使い
やすい」についてはあげた比率自体はAmazonの
半分である。
　他の理由で特徴的なのは、Amazonは役立つレ
ビューに加え、プライム会員についてである。プ
ライム会員で送料無料、ビデオや音楽が楽しめる

Research2  ●  Electronic Commerce    権  敏敬  東京大学経済学部

Amazon と楽天
今回の調査で、ショッピング先として最も多くの人が「好き」と挙げたブランドはイオン。それに続く２位と３位は、らら
ぽーとやセブンイレブンを押さえて Amazon と楽天が入った。また、全領域を横断した総合スコアでも Amazon が５位、
楽天が９位にランクインしている。ショッピング先としても、それ以外のブランドと並んでも、Amazon と楽天が人気ブ
ランドであることは確実だ。そしてその中でも Amazon が楽天より優位にたっている。この２つの、店舗を持たないお店
たちは、なぜ人々の心を掴むのだろうか？
　楽天がネットショッピングの楽天市場を開始したのは 1997 年で、Amazon の日本語サイトができたのは 2000 年
である。そこから 20 年ほど経った今、日本の EC 市場における市場シェア (JETRO) は Amazon が 20.2% で１位、楽
天が 20.1% で２位と拮抗しており、日本事業の売上高 (2018 年 ) は Amazon 約 1.5 兆円、楽天約 1.1 兆円だ。遅れて
登場した Amazon が楽天を少しでも上回っているのはなぜだろうか。ブランド生態調査から見えてくるファンの属性と、
ファンの実際の声から探ってみる。

など便利なサービスが利用できることがあげられ
ている。またキャンセルなど問い合わせへの対応
が良く、サービスが親切という声も見受けられた。
対して楽天は、お得なイベントやキャンペーンが
魅力的だという回答や、サイト上での買い物が「楽
しい」という声が印象的である。
　実際、Amazonのポイントは特定の商品にしか
つかないが、楽天は全ての商品につく。Amazon
プライム会員へのサービスはお急ぎ便（翌日届く）
の送料無料、Prime Video、Prime Musicの利用、
Prime Nowでの最短２時間の配送など多岐にわ
たる。楽天に関しては支払った配送料がポイント
で戻ってきたり、楽天ブックス、Rakuten TVで
ポイントが２倍になったりと、ポイントに関する
コメントが圧倒している。

AmazonはGoogle、楽天はYahoo!と
仲良し

　人々がAmazonや楽天を好む理由は見えてき
た。ブランド生態調査ではシッピング先のほかに
クルマ・交通、家電通信、情報メディアなど11
の領域で調査を行なっているため、ショッピング
先でAmazonや楽天と書いた人が他の領域ではど
のようなブランドをあげているか調べることがで
きる。ここで全体でのあるブランドの好感想起率
と、Amazonもしくは楽天ファンの中でのそのブ
ランドの好感想起率の比率である親近度について
注目する。
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に使って見て好きになる傾向、現実的で”快適に
使える”を重視する傾向にあるのではと予想した。
楽天ファンは楽しさ、お得感、愛着を重視する傾
向にあるのではないだろうか。
　このように考えるとファンたちがそれぞれ
Amazon、楽天を選ぶ理由につながっていく。
Amazonの企業理念は「地球上で最もお客様を
大切にする企業」「地球上で最も豊富な品揃え」
で、そのロゴには２つの思いが込められている。
a→ zはあらゆる商品が揃っていること、矢印の
形はユーザーに満足して笑顔になってほしいとい
う思いだ。Amazonファンの好きな理由１位は豊
富な品数で、プライム会員に関する回答も多かっ
たのが思い出される。ユーザーにとって嬉しいサ
ービスを考えた結果のプライム会員である。つま
り、Amazonの企業理念は顧客にしっかりと伝わ
っていて、それが日本でのシェア１位を達成させ
ているのではないだろうかと考えられるのだ。

　情報・メディア領域において、この親近度に
興味深い結果を得られた。この領域全体での好
感想起数は１位がYahoo!、２位がGoogleである
が、対してAmazonファンの中での想起数１位
はGoogle、２位にYahoo!である。Googleとの親
近度は272とやや高い。また、楽天ファンの中
での想起数１位はYahoo!、２位がGoogleである。
Yahoo!との親近度は209だ。つまり、「Amazon
フ ァ ン はGoogleを 好 き が ち 」「 楽 天 フ ァ ン は
Yahoo!を好きがち」と言えるのである。Google
をあげた理由としては「シンプルで使いやすい」

「なんでもすぐ検索できる」との回答が見られた。
Yahoo!が好きな理由としては「幅広い情報」「ニ
ュースや災害情報がわかる」との回答である。ど
ちらもAmazon、楽天との共通点が見えてくる。
　これらは実際にサイトを開いてみると明白であ
る。Amazonで商品を検索して出てきたものをク
リックすると、その商品のページがすぐ開き、割
引やポイントの情報は最低限で、いつまでに注
文すればいつ届くのかがぱっと見てわかるよう
になっている。値段や製品情報もわかりやすい。
Googleのトップページもまさにシンプルである。
一方、楽天で商品を検索すると、その商品を扱っ
ているお店のページが開きポイントや割引など
の情報が続く。下にスクロールしていくとやっと
商品が出てくるので、製品情報や値段はぱっと見
ただけではわからない。カラフルでいろいろなと
ころに目がひかれるようなページになっている。
Yahoo!のトップページにニュースなどの情報が多
いのと似たスタイルだ。

Amazonファン、楽天ファンの好きな言葉
「使いやすさ」対「お得」

　ショッピング先領域以外の各領域でAmazonフ
ァン、楽天ファンが記入した好感理由をテキスト
マイニングすると、相対的にAmazonで多くあが
っているのが「使う」「利用」「サービス」、楽天
で多く上がっているのが「使える」「楽しめる」「昔」
という言葉だ。ここから、Amazonファンは実際



ファンの属性

　飲料メーカー３社（KIRIN、サントリー、アサヒ）
に共通しているのは、好感想起で挙がってくる名
前が、企業レベルの名前だけでなく、企業の名前
なしに「金麦」とか「一番搾り」という商品名だ
けで挙がってくることが比較的多いことだ。他の
領域よりも相対的に商品への愛着が企業への愛着
よりも強いことによるのかもしれない。
　とは言うものの、企業名だけ、または企業名＋
商品名であがってくるものももちろん少なくな
く、今回はそのケースに絞ってデータを見てゆく
ことにする。まず、ファンの属性は図 1のとおり。
　２社を選んだ人々の年収を比較してみるとほぼグ
ラフの形に差が見られなかった。若干 KIRINの方が
尖度が小さいという特徴が見られるが、明確な差は

Research3  ●  Beverage Company     倉西  輝英  東京大学経済学部

サントリーと KIRIN：ブランド理念の浸透
この研究ではサントリーと KIRIN のブランド・メッセージがどの程度、そしてどのような形で消費者に伝わっているのか
を検証する。調査データをみる前に、サントリーと KIRIN の（コーポレート）ブランド・メッセージを確認する。
KIRIN は今年から、「よろこびがつなぐ世界へ」というメッセージを発信し始めた。一方のサントリーは、2005 年から
企業全体のメッセージとして「水と生きる」を策定し「水へのこだわり」を明確に発信している。

表れなかった。性別ではKIRINを答えた男性の割合
が14ポイントほど高くなっている。

好感理由

　好感理由の自由回答データをテキストマイニン
グして、「お酒が美味しい」「飲み物全般が美味し
い」「いつも飲むから」「健康にいいから」「安い」

「企業 (ブランド )やその取り組みが好き」の６つ
の要素を抽出した。そのなかで大きく差が現れ
たのは「企業 (ブランド )やその取り組みが好き」
という要素で、KIRINは2人 (2 .5％ )だったのに
対しサントリーは14人 (16 .5％ )確認できた。そ
の中で見受けられた回答として、「水を全面に出
している会社のコンセプトがいい」(60歳以上 男
性 )や、「水にこだわった感じが良い」(60歳以上 

42       MH  July   2019

男性 女性

KIRIN 75％ 25％

サントリー 60％ 40％

図 1 年収・性別比較



男性 )のようにサントリーのコーポレートメッセ
ージそのものを理由に挙げていたり、「文化やス
ポーツへの支援等、利益を得るだけでなく、それ
を社会に還元している姿勢に好感を覚えるから」
(15 -29歳 男性 )と企業そのものを強く愛好してい
る人もいた。こういった回答はKIRINには見受け
られず、サントリーの企業イメージが強く根付い
ている消費者が一定数存在することが示された。

まとめ

　サントリーは15年余りにわたるブランドの発
信が実を結んでいる。われわれが日常生活で清
涼飲料やお酒を飲むとき、「この商品は水がいい」
などと意識することは多くないので、「サントリ
ーが水にこだわっている」ということを知った上
での回答であるはずだ。しかしそれは当たり前の
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図 2 ブランドを選んだ理由の比較

ことではなく、企業名の好感想起率が他の領域と
比べて低い中その企業の名を挙げ、かつその取り
組みのキーワードまでコメントに記すことはただ
ごとではない。「水と生きる」というブランド・
メッセージが15年という年月を経て着実にファ
ンの脳内にも刻印されてきていることが分かる。
　一方のKIRINは、企業メッセージへの明確な反
応はなかったものの健康志向に関するコメントは
サントリーよりも多かった。KIRINはトクホのコ
ーラを最初に発売した企業であるし、企業のコー
ポレートメッセージこそまだ浸透してはいないも
のの、企業として力を入れている領域に関しては
消費者も認知している。KIRINが新たに定めたコ
ーポレートメッセージ「よろこびがつなぐ世界へ」
がどのように消費者に認知され、KIRINのブラン
ドを形作っていくかを見守っていきたい。



TDR( 東 ) TDR( 西 ) USJ( 東 )  USJ( 西 )

未体験率 (%) 15 14 42 19

TDR USJ

全国 (%) 25     14

関東 (%) 26 8

関西 (%) 22 22

Research4  ●  Amusement Park    山本  聖馬  東京大学経済学部

ディズニーと USJ：東西比較
ブランド生態調査のレジャー・エンタメ領域で好感想起率が１位、２位であったディズニー（以下では、より正確に東京
ディズニーリゾート＝「TDR」と呼ぶ）と USJ の２つのブランドに注目する。表１から分かるように、特に首都圏で両者の
好感想起率の差が顕著に現れている。どうしてこのような違いが出るのか、いくつかの視点で考えていきたい。

44       MH  July   2019

の人がUSJに「好きだけどまだ行っていない」こ
とを説明するためには別の視点が必要になる。

泊まってでも行きたいか

　宿泊という視点が興味深い。TDRの好感理由
には「泊まってみたい/人生に一度でいいので泊
まってみたい」という言葉が見られた一方、USJ
にはそういった語句は全く見られなかった。こ
のことからUSJよりもTDRの方が宿泊を伴って
訪問したい傾向にあり、１泊以上のツアーを想定
すると関西圏からも人気があるのは不思議ではな
い、ということが言えそうだ。なるほど確かに
TDRと言えばホテル・ミラコスタやディズニー
ランドホテルを連想する人は多そうだが、USJに
関連する宿泊施設をスラスラ挙げられる人は少な
い。
　さらに、それぞれのテーマパークがどれほど地
域性が強いかということについて考えてみる。す
ると、USJの好感理由では「大阪のテーマパーク
といえばUSJ/関西で遊ぶとしたらUSJ」など「大
阪」や「関西」というワードが多く見られた。一方、
TDRに関しては「東京・千葉」や「関東」とい
った地域を表す言葉は一つも見られなかった。こ
のことからTDRよりもUSJの方が地域性と結び
付けられやすいということが分かる。一方、そう
いった言葉が見られなかったTDRは、USJより

首都圏で「好感 but 未体験」が多いUSJ

　アンケートでは想起したブランドについて実際
に体験したことがあるかどうかについても回答を
得た。その結果から未体験率を導くと表 2のよう
になる。見るとすぐわかるように、首都圏のUSJ
未体験率が圧倒的に高い。TDRが首都圏でも関
西圏でも「行ったことがあってまた行きたい」フ
ァンがほとんどなのに対してUSJは、首都圏では

「まだ行ったことがないけど行ってみたい」ファ
ンがかなりいることになる。これはUSJにとって
未開拓需要が大きくいい話のようにも見えるが、
一方、「行ってみたいとは言うものの実際にはな
かなか行かない」人が多いと見ることもできる。
　好感想起した理由の自由記述からそれぞれのテ
ーマパークで特徴的なキーワードを出すと、TDR
では「夢の国 /かわいい/非日常」などが、USJ
では「アトラクション /イベント /ハリーポッタ
ー」などが見られた。TDRには非現実を表す言
葉が多く、USJには体験や驚きを表す言葉が多い
が、確かに両テーマパークのイメージカラーや戦
略がお客に伝わっているようだ。しかし、後者の
USJの特徴が首都圏の人にインパクトが弱いとい
うのは少し考えにくい。SNSや情報メデイアが発
達している現在では、首都圏と関西圏のそのよう
な好みの違いは決して大きくはないと考えたから
である。したがってこのように仮定すると首都圏

表 1 好感想起率 表 2 未体験率
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も本質的な価値・魅力がお客に伝わっており、そ
れに惹かれてTDRに行く人が多いと思われる。
　したがって、遠方からそれぞれのテーマパーク
に行く際に、TDRの場合は「泊まってでもTDR
に行きたい」という感情が湧く一方、USJの場合
はそこまで強い感情にはならず「大阪旅行のつい
でに行こうか」程度のモチベーションになるので
はないかと推察される。これはTDRとUSJとの
間で顕著な差であると言え、両テーマパークの遠
方からの集客率の違いの原因の一つになっている
と考えられる。

まとめ

　以上みてきたように、好感理由を分析するこ
とによりTDRとUSJのそれぞれに特徴的なキー
ワードを探り出すことができた。「非現実を味わ

えるTDR」に対して、「驚きやイベント性のある
USJ」というある程度納得できる結果が得られた
が、これにより「首都圏→ USJ」の既体験者の数
が圧倒的に少ないことを説明するのには限界があ
る。一方、宿泊に関する言葉と地域性に結びつく
言葉に注目することで、USJよりもTDRの方が
遠方からでも人を惹きつけられるような絶対的な
価値・魅力が高く、だからこそUSJと比べてTDR
は首都圏・関西圏問わずに人気があるということ
が分かった。USJには首都圏の未体験ファンに「あ
と一歩」の肩を押すアクションが求められる。

電通
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Research5  ●  Coffeehouse    立山  ひかる   東京大学法学部

スターバックス コーヒーとドトール
　ブランド生態調査の【食品領域】（食品 / 菓子 / 飲料 / 酒類 / 飲食店 / ファーストフード / カフェ / お弁当など）におけ
るトップ３は、１位「マクドナルド」、２位「スターバックス コーヒー（以下「スターバックス」と略す）、３位「ドトール」で
あった。その中でも、２位、３位にランクインしたスターバックスとドトールについて、同じコーヒーチェーン店という土
俵でそれぞれのファンの消費における志向性はどのように異なっているのか、検討する。

ファン属性、好感理由および親近度

 　本調査において「スターバックス」が好きと答
えた人数は211人、「ドトール」は87人であった。
まずその属性を見てみると、平均年齢はスターバ
ックスファンが38 .5歳、ドトールファンが42 .7
歳であった。また性別について、スターバックス
の場合は女性ファンが７割以上にのぼり（特に
15 ～ 29歳女性が26 .5%と全体の1/4以上を占め
る）、ドトールの場合は男性ファンが多い（図１
を参照）。
　次にそれぞれの「好きな理由」について特徴的
だったものを見てみると、スターバックスは「お
しゃれ」（13%）、「新作が楽しみ」（12%）、「高級
感がある」（9%）など、ドトールは「安い」（37%）、

「落ち着く、ゆっくりできる」（18%）、さらに「気
楽」などが挙げられた。
　他の部門における親近度を計算してみると、ス
ターバックスの場合【美容・健康領域】の「ライ
ザップ」が親近度 774（スターバックスファンは
本調査の回答者全体と比べてライザップファンが
7.74倍多い）。ドトールの場合は、【ショッピング
先領域】の「ヨドバシカメラ」との親近度が552
となった。その他の高親近度ブランドは表１・２
に示す通りである。
　この表を見ると、スターバックスファンは人気・
評判のものが好きなようだ。この傾向は「好きな
理由」からも伺える。例えば高親近度だった「ラ
イザップ」の「好きな理由」を原文のまま示すと、

「話題だから」、「効き目ありそう」、「舞祭組も利
用してた」等が挙げられ、「ルイ・ヴィトン」で
は「もっているとステータスになる」、「一流」等
の理由が見られた。一方ドトールファンは暮らし
に根付いた生活必需ブランドとの親近度が高いこ

とが分かる。高親近度の「ヨドバシカメラ」を好
きな理由としては「ポイント還元が強い」、「送料
無料」、「配達が早い」、「商品数が多い」という趣
旨の回答が全てで、「クイックル」は「しっかり
掃除できる」、「お掃除に便利」というように、ド
トールファンは合理的で堅実なイメージも浮かび
上がってくる。

好きなブランドの数と深さ

 　以上のようなスターバックスファンとドトール
ファンの志向性の違いに加え、さらに興味深い点
がある。それは、「好きなもの」の「量」と「深
さ」の違いである。スターバックスファンとドト
ールファン各々が全領域において回答した好きな
ブランドの総数は、スターバックスファンの方が
ドトールファンよりも1.24倍多く、スターバック
スファンは好きなブランドをより多く持っている
ことが分かった。しかし回答したブランド名に対
して「好きな理由」を付記した割合を比べてみる
と、ドトールファンは92 .7%、スターバックスフ
ァンは66 .1%で後者が目立って低い。ドトールフ
ァンは「好きな理由」の空欄率がより低く、「好
きだ」と言ったものについてしっかりとその理由
を語っている。ドトールファンのほうが真面目な
のだろうか。年代間に見られる消費への態度は志
向性だけでなく、その熱の量と深さにも少し違い
があるようだ。
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表 1 スターバックスの高親近度ブランド 表 2 ドトールの高親近度ブランド

ショッピング先
1 ファミリーマート
2 ヨドバシカメラ
3 ららぽーと

住まい
1 IKEA
2 ニトリ

家電
1 NTT ドコモ

生活雑貨・日用品
1 無印良品
2 dyson

食品
1 タリーズ
2 ドトール
3 ケンタッキーフライドチキン
4 マクドナルド

ファッション
1 ルイ・ヴィトン
2 GU

美容・健康
1 ライザップ

ショッピング先
1 ヨドバシカメラ
2 楽天

住まい
1 ニトリ
2 LIXIL

家電
1 シャープ

生活雑貨・日用品
1 クイックル
2 ニトリ
3 ダイソー
4 ジョイ

食品
1 タリーズ
2 スターバックス

情報メディア
1 日本経済新聞

図 1 属性比較
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編集後記

今回は特に多くの方にお世話になりました。トップ
インタビューで実りの多いお話をしてくださった
パナソニックの中島幸男様、東邦の西本武司様、《識
者の声》をご執筆くださった河野透様、村上清幸様、
橋田和明様。お力添えに心から感謝いたします。ま
た、本誌編集委員の皆さま、特に、本誌にご執筆い
ただけただけでなくほかのメディアでもご紹介の
記事を書いてくださった吉田（就彦）さん、プロジェ
クト中に貴重なアドバイスをくださったツノダさ
ん、ありがとうございました。また、いつもは謝辞も

なく失礼している発行者ＪＭＡの鈴木さん、松熊さ
ん、石川さん、橋爪さんには今回はとりわけ大変な
編集作業をお願いしました。心から感謝します。
この方法論の最大のノウハウは、実は純粋想起でも
自己記入でもなく、回答者に快適に（できれば楽し
く）回答してもらう工夫です。そこにたどり着くま
でに行った何回もの予備調査にご協力くださった
皆さまと本調査の匿名の回答者の皆さまには感謝
してもしきれません。
出来上がってみると、この枠組みは単なるブランド
力調査の域を超えて、市場で行動する生活者の脳内
を俯瞰する基本的方法論になっているような気が
しています。デビュー戦の初ポテンヒットだけで
3000 本安打を語るようで図々しいですが、この枠組
みが 20 年、30 年に留まらず時代を超えて永く使
われてほしいと願っています。私が 2001 年に立ち
上げに携わったブランドジャパンのときもそうで
したが 2 年目、3 年目が生き残るための正念場です。
どうぞよろしく応援のほどお願いいたします。

（片平 秀貴）

いつもは世相を斬る的
なテーマが多い中、今号
はおそらく最近では初
めての方法論の号だっ
たのではないかと思い
ます。やや硬い内容で
したが読者の皆さんに
とってどこか一部分で
も参考になるものがあ
ることを祈ります。
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