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ブランドは生態系 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ブランド生態調査

《理念》

 

• ブランドは、人々の脳細胞を「土壌」としてその上に育つ「樹

木」のようなもの

• 樹木とその他の生物が自らに合った土壌に群生するように、

ブランドと生活者もその相性に応じて群生する

• この調査は、そのさまざまに群生する生態系の実態を調査、

分析する
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■基本的考え方

　

 

「ブランドは生態系に生かされている生き物」
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方法論

多数（今回は11）の領域（食、住い、etc.）について、

好きなブランドを「純粋想起」で

さらに

その好きな理由も「自己記入」で

尋ねる

片平が発案。第１回を２０１９年２月に実施

今回は第２回、２０２０年１月に実施



調査期間 2021年11月12日～11月24日

調査対象 

首都圏1都3県（東京・神奈川・埼玉・千葉）の18歳以上の男女4070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

3080名

性年齢で均等割付　東西合計7150名（昨年度は7379名）

調査方法：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）：次頁参照

 

　BS2022調査概要
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【食品・飲料：加工食品（レトルト/冷凍食品/インスタント食品などを含む）；菓

子；調味料；飲料；酒類；健康食品/健康飲料；生鮮品　など】 

好感をお持ちのもの，ちょっと気になっているもの（商品、サービス、企業などの名

前）を思いつくままに3つまで、思いつかないときはそのまま先へ

1. 　

2. 　

3. 　

 

好感をお持ちの理由（思いつかないときはそのまま先へ）

1. 　

2. 　

3. 　

ここに何人が「〇〇〇〇」と記入し

てくれたか？

調査票設問（例）

その理由は？
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一人の回答者が、領域を横断してどのようなブランド群のファンか、が把握でき
る。その結果、 
 
■ キャンメイクのファンは、Twitterのファンであることが多い（16頁　　　　　　　　　　

参照） 
■ スターバックスコーヒーのファンは、Mercedes-Benzのファンであ　　　　　　　

ことが多い 
■ 花王のファンは、（競争相手と見なされている）P&Gとライオンのファンである

ことが多い 
■ Panasonicのファンは、IKEAのファンであることが多い（10頁参照） 
 
のような知見が得られている  

　前頁のような設問が12領域あるので・・・
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「ブランドの森」のしくみ  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2.
7
%

全サンプル

例：PanasonicとIKEAのブランド親近度

親近度＝275
IKEAファンの中のPanasonicファンの濃度はサンプル全体の3倍弱濃い

「IKEA」
が好きなサンプル

7.3%

パナソニック

が好き

「Panasonic」
が好き
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ブランド親近度行列（一部表示）⇒ ネットワーク分析
BS2021のデータ
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「ブランドの森」

ファンを共有するブランド群が茂る森。その根っこを

掘るとファンたちが語るキーワードが現れます

多数（例:262個）のブランドが散らばるPC画面上で、対象ブランド名に

カーソルを合わせるとそのブランドとファンを共有する（＝「親近度が高

い」）ブランドだけが浮かび上がり、そのそれぞれのブランドのファンの

《性年齢分布》＋《好感理由のワードクラウド》

《好感理由の全テキスト》

《好感キーワード出現頻度のブランド間比較》：「シンプル」（例）はど

のブランドにどの程度出現するか

などに即アクセスできます。
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ブランドの森:全景（全12領域；262ブランド）
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“A man is known by the company he keeps.“

友を見ればその人が分かる
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「Twitterの森」
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1. キャンメイク_be 688
2. 河合塾_ec 570
3. Facebook_in 565
4. Instagram_in 563
5. ローソン_sh 340
6. 無印良品_fd 331
7. 鼻セレブ_ho 324
8. バーガーキング_ea 310
9. ワークマン_fa 308

10. YouTube_in 287
11. JINS_fa 285
12. グリコ_fd 279
13. 無印良品_be 269
14. 自由が丘_ci 266
15. 東京大学_ec 263
16. セブンイレブン_sh 263
17. コカ・コーラ_fd 253
18. ファミリーマート_sh 250
19. サンドラッグ_sh 250
20. ビオレ_be 248

21. ミスタードーナツ_ea246
22. モスバーガー_ea 244
23. コメダ珈琲店_ea 232
24. Radiko_in 231
25. 丸亀製麺_ea 228
26. iPHONE_el 221
27. 吉祥寺_ci 216
28. 無印良品_fa 212
29. サイゼリヤ_ea 212
30. Apple_el 207
31. LINE_in 206
32. Amazon_sh 203
33. GU_fa 201
34. 浅草_ci 201

親近度、200以上をリスト
太字は、275以上

「Twitterの森」：34ブランド　数字は親近度
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・・・_el 家電

・・・_fa ファッション

・・・_be 美容健康

・・・_ho 日用品

・・・_fd 食品

・・・_sh ショッピング

・・・_ea 外食

・・・_in 情報メディア

・・・_tr 交通

・・・_ci 街

・・・_ec 教育文化

・・・_re 住まい

註：ブランド名に付く接尾辞と12の領域
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「ブランドの森」を歩く  



Brand Forest サイトについて

Y. Saito 2022/01/28
H. Katahira 2022/0606 revised
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注意事項

サーバーはHerokuというクラウドサービスを利用しています。

無料枠での利用をしていますので、一定時間のアクセスがない時にサー
バーは自動停止しています。

アクセス時にサーバーが自動起動します。

このため、アクセスに時間がかかる場合がありますが、異常ではありませ
ん。
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アクセス方法（パスワード入力が必要です）

http://brandeco.herokuapp.com/

ID:
brand

password:

personality
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http://brandeco.herokuapp.com/
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ここをクリックして森（次頁）へ

トップページ

散策の出発点
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【森の入口】
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degree 12 ＝ 親近なブランドの数
注意：親近度＞200ではなく275

4849 = 親近なブランドのファンの合計
92 156 = ファンの男：女の実数

563 = 親近度

Instagramファンとの重複は通常の5.6

倍

クリックすると次のページの情報へ
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「YouTube」のファン 「Twitter」×「YouTube」のファン

「Twitter」のファン 「Twitterの森」のすべてのファン

「Twitter」のワードクラウド

「YouTube」のワードクラウド

クリックする
と「ナマの
声」（次頁）へ
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「Twitter」ファンの

ナマの声

249人
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ナマの声249人分を、別
のソフトでマイニング

⇒　「情報」、「便利」、
「面白い」に注目！
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ここをクリッ
クすると次
頁画面へ

「情報」　⇒　好感理由に「情報」を含むブランドは？

その中で「Twitter」の位置づけは？
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「ナマの声」ページ

に戻って「情報」の

使われ方を確認
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ある日（2022/07/18）のMSNニュースのトップページ

7つの見出しのうち2つに「ツイッター」の文字
が

「ツイッター」が空気のようにいつも回り
に！



34

丸の内ブランドフォーラム　片平秀貴

〒100-0005

千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4F

℡03-5288-7400; Mobile: 070-5367-9192

URL: www.mbforum.jp 

E-mail: katahira@mbforum.jp 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