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ブランディング新時代

ブランディングの変遷と今後の新潮流を探る—

—

対 談

片平 秀貴 × 亀井 昭宏

丸の内ブランドフォーラム 代表

早稲田大学 商学学術院教授

21世紀に入り、
企業経営を取り巻くマーケティング環境は激変。経済のグローバル化、
生産、流通、
メディア、
そして、
消費者の意識・行動・価値観の転換による大きな地殻変動が起きている。
今回は、
ブランドづくりの研究・実践のエキスパートである
丸の内ブランドフォーラムの片平秀貴代表をお迎えし、
わが国における広告研究の第一人者であり当財団の理事でもある亀井昭宏教授と
ブランド戦略の変遷を踏まえながら、
ブランディング／ブランドコミュニケーションの問題点や課題、
今後の方向性などについてお話しいただいた。

ブランド・メンタリティとは何か
亀井 まず、ブランドに関連する環境の変化について、
特に先生が強く感じておられることは何かについてお
話しいただけますか。
片平 ブランドというコンセプトを取り巻く研究の歴史
はそんなに古くありません。カリフォルニア大学のＤ・Ａ・
アーカー教授（当時）が『ブランド・エクイティ戦略』
と
いう著書できちんと体系化したのが1991年です。
もちろ
ん、実務的には100年、200年前からブランドという考え
方とそれに基づく商いはありましたが、大学やビジネス
スクールで教えるような形で概念化したというのは非常
に新しいことです。
日本の場合、例えば虎屋は480年ほどの歴史をもっ
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ていますから、ブランドの教科書そのものといえますし、
京都を中心にした昔からの老舗のメーカーや商店は、
プラクティスとしてブランドを意識してきたはずです。
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一方、CMなどで知名度の高い多くのメーカーはや
っと今、
ブランドの大事さに気がついてきているという感
じを受けています。企業では2000年前後にブランド戦
略室などをつくり、コーポレートブランドを育てようという
動きがありましたが、そのほとんどが失敗しています。
少し地に足のついたブランドづくりを考えようという企業
が目立つようになったのは、ここ、２、３年のことではな
いでしょうか。
例えば、その代表格の一つがサントリーで、
「水と生
きる」という、本当の意味でのコーポレートブランドづく
りに取り組んできています。日本ではこれから、特に大

1

企業レベルでブランドの議論が展開される本物の時代
が来たというような感じですね。

は相容れない方向性に向いてきました。
大型の百貨店やスーパーの中間管理職は顧客と

亀井 私は1970年代末に当時の西ドイツに行って感
じたことがあります。株式市場に上場している企業は
東京市場とくらべたらかなり少なく、有限会社、個人経

上司の板ばさみになることがよくあります。
そのとき上司
を取ったら顧客を無視したことになりますね。本人も奥
さんも家庭では最終ユーザーですから、顧客を無視

営が多いということです。
片平 イタリアやスイスなんかもそうですね。
亀井 しかも、会社や企業にはあまりこだわっていま

することは「私」の自分を裏切ることになります。会社に
もっと日常の「私」の心を持ち込まないと本当のブランド
はつくれないし、流通もこうした方向にどんどん変わると

せん。例えば、直系の跡継ぎがいないとか、完全に任
せられる有能なスタッフが自分の周囲にいない場合に
は会社をそっくり売って、あとはその大金を握ってアカ
プルコなどで晩年を過ごしたりします。

思いますね。
例えば、ＥC（電子商取引）で成功している企業は
顧客と接点を持とうと懸命に努力しています。例えば、
価格 .com（日本最大級の価格比較サイト）
の上位にい

会社を売るということは、つまり、
コーポレートブランド
として最高の値をつけてもらうために経営をしていると
いうことです。スイスの時計もそうです。日本とくらべた
ら企業規模が小さいのですが、最高の技術を有してい
ますから高い評価を受けています。企業規模が大きけ
ればいいということではなく、企業経営学のなかに最適
規模論という考えかたをもっています。
メルセデス・ベンツもそうです。ポピュラーな車種は
大きな需要があるにもかかわらず、生産力が小さいた
め、何カ月も待たないと新車が手に入らないのが当たり
前の状態でした。日本なら、おそらく工場を数倍にして
生産を増やそうということになるでしょうが、日本のブラ
ンドマネジメントとは違うということを実感して帰ってきま
した。
片平 ヨーロッパのブランドに対する考え方には根深

つも出てくるＥC カレント（ストリームが運営するネット
通販ショップ）
は、電話の問い合わせとそこでの徹底し
たおもてなしを奨励しています。
その結果、ある調査で、
全カテゴリーを通した顧客満足度ランキングが東京デ
ィズニーリゾートについで２位になりました。フェース・
トゥ・フェースではない分だけ肉声で人と人とをつなげ
て信頼の芽を植え付けています。
それは、オンラインで
あろうとオフラインであろうと関係ないと思いますね。
亀井 通販企業でも純然たる通販からスタートして店
舗展開し、ロイヤルなお客を確保していくという傾向も
顕著になりつつあります。やはり、最終的には人と人と
の直接的なコミュニケーションや口コミが重要になっ
ているのでしょうか。
片平 今まではブランドというと、まず商品や会社が頭
に浮かびますが、
やはりポイントは人だと思います。ヤマ

いものがあります。彼らが考えているブランドは、自分た
ちの会社のものではなく顧客の頭の中に存在するもの

ト運輸は社是として「ヤマトは我なり」を掲げています。
「私はヤマト運輸の社員です」ではなく、私＝ヤマトとい

で、それを大事に育てるのが経営者の役割だと思って
います。会社はいつ消えるかはわかりませんが、ブラン
ドは一旦できると永遠ですから、愛をこめて大事に育て、
自分たちはたんにバトンを渡すリレー走者にすぎないと

うことですから、顧客の要求にはその場ですべてに応
えられなければいけないということです。
ブランドのエッセンスは人です。顧客を驚かせて感
銘を与え、また戻ってきてもらうことを本気で意識して

考えているようです。
このメンタリティというか、ブランド
に対する理解の深さは日本とは全然違いますね。

いかないと、あっという間に崩れ去ってしまう怖い時代
であるともいえます。
亀井 期せずして結論が出てきたようですね（笑）。

ブランドのエッセンスは人間
亀井 実務的な変化について、流通分野で感じられ
ることはありますか。

ブランドづくりのポイント
亀井 ところで、グローバルという点ではどうですか。

片平 コミュニケーション・チャネルとディストリビュ
ーション・チャネルが大きく変わっていることです。在
来型のチャネルでは、企業が立派になりすぎてホワイト

片平 グローバルなブランドづくりには3つの条件が必
要です。例えば、
イギリスにある日本の子会社のボスが
日本人であろうと、英国人であろうと、まずブランドを愛

カラー化し、商人魂がなくなっていますから、ブランドと

していること。要するに自分がこのブランドを好きでたま
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らないということが 1つ。
もう１つは日本の本社を向いて
いるのではなく、現地の方を向いているということです。

亀井
か。

それと、
現地の社員とお客さまのために本社とけんかで
きる人がいること。
この3つがないと駄目ですね。
亀井 30年くらい前に、東南アジアやヨーロッパに進

片平 いや、20年前とくらべたらむしろ後退していると
思いますね。
まだ、あのころは景気がよかったので、銀
行なんかは10人単位で社員を欧米のＭＢＡに出して

出した日本企業の成功事例を調べるため現地を回りま
した。
たしかに3つの条件については思い当たりますが、
日本の企業の場合は、それがあまりないような気がしま

いました。
亀井 授業料が高いのに、スイスのビジネススクール
なんかに派遣していましたが、
なぜヨーロッパかというと、

国際感覚が浸透してくると、少しは変わります

す。
片平 それに当てはまる日本のブランドがあります。そ
れはアルカンターラ（ALCANTARA）
という東レの人
工皮革で、家具のカッシーナや高級車ＢＭW、アウデ
ィの特別限定のシート生地などに使われています。
それは、小林元さんという人が現地ミラノのプロと一
緒にゼロからつくり上げたブランドです。最初はコート
やアパレルの素材でしたが、家具に進出しようと思い、
世界最大のデザイン見本市ミラノサローネでプレゼン
テーションしたら71社から引き合いがあったそうです。
そのとき小林さんは、2社にしか売らず、あとは全部断り
ました。本社の上司は、2社にしか売らないとは何たる
ことかと烈火のごとく怒ったそうです。
ところがその結果、みんなが一気に注目して、アルカ
ンターラに対するレスペクトが生まれブランド力が高ま
ったのです。要するに、いつもこちらが主導権を握り、
相手がたのみ込んでくるような立場にならないと駄目な
んだということですね。
亀井 日本人には、ビジネスマンとしてのキャリアを現
地の市場に全て注ぎ込む人はこれまで少なかったよう
な気がしますが、中国の人は違いますよね。
片平 中国人と韓国人は頭が世界を向いているから、
これからはどんどんいいブランドができてくるでしょうね。
なぜ、現地に溶け込むことが大事かというと、現地人の
ネットワークが重要になってくるからです。オーディオ
とかクルマだったら評論家、一般の商材だったらマス
コミです。
それから、地方自治体、政府、そういったとこ
ろに「公」
と「私」の中間くらいの友達がいないと、特に

そこに来ているのは超一流企業のオーナーの子弟や

ヨーロッパでは仕事が進みません。
亀井 ヨーロッパは階層社会で層が違ったら絶対交
流しません。日本は平等だから、それがなかなか理解

王族で、卒業した後に大きな人脈をつくることができる
からですね。
それ以外に何か、お気づきになることはあ
りませんか。

できませんね。
片平 イギリスに社員を派遣するならラグビーをやれ
る人にしたほうがいいですよ。ロンドンでラグビークラブ

片平 今、TwitterやＳＮＳ、ソーシャルメディアには、
先生がいないから自分の頭で考えて瞬時に行動しな
ければなりません。
そこでは、自分の姿も丸見えです。

に入れば、地元のトップクラスとつながります（笑）。

逆に言えば、本当に人としての良さが伝わる時代にな
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ってきたと言えます。ブランドにとっては真価が問われ
る時代になっているのです。

っています。Ｂｔ
ｏＣとＢｔ
ｏＢは違うとか、このカテゴリー
だけは特別だとか、
価格が高価格帯と低価格帯とは違

亀井 たしかに、ブログやTwitterにしろ、書くのは人
間ですから、人柄から何から全部出てしまいますね。
片平 そうです。
やはり、人なんです。

うといった議論になりがちですが、基本はいかにユー
ザーに愛されるか、ユーザーにとっていかに大事な
存在になるかに尽きると考えています。

ブランド研究の大きな変化
亀井 ブランド研究におけるこの10年の変化について

亀井 例えば、人間を要素分解しても、その背後にあ
る意志や脳の作用、全体的な関連性が説明できなけ
れば、総合的な理解にはつながりません。
片平 なぜイチローはあんなにヒットが打てるのかを
生理学的に分析したところで、みんながイチローにな
れるわけではありません。イチローみたいになりたいと
思ったらイチローのそばに行って、イチローと一緒に
暮らして何かを学ぶ―みたいなことがブランドにも言え
るような気がしています。
亀井 ブランドの本質を論ずる研究がもっと出てきても
いいですよね。
片平 やはり、論者や研究者は、論じる対象の現場を
体験することが大事です。現場体験がないと、データ
を読むことはできないし、説得力も希薄なものになって
しまいます。ブランドでもマーケティングでも同じことで
はないでしょうか。
亀井 学問が成熟すると、現実から遊離して抽象化、
一般化がどんどん進んでしまう傾向があります。
たしか
に、原則や法則めいたことが浮き上がるかもしれません
が、それが実務にどう活かせるのか、周囲の条件によ
ってはあてはまらないことが多くなります。
もっと本質的
なところに迫る方法論が求められていると思います。ブ
ランドやマーケティングの研究分野でも、
いみじくも同じ
ような状況になっているのではないでしょうか。

世阿弥から学んだこと
亀井 私は先生を、マーケティング・サイエンス的な
視点からブランドを究明するトップ研究者とばかり思っ

はどう見ていますか。
いわゆる、分析的、解剖学的な手

ていたのですが、
『世阿弥に学ぶ100年ブランドの本質』
（2009年ソフトバンク クリエイティブ刊）
という本を出さ
れました。私は腰を抜かすほど驚きましたが、なぜ、下

法が 2005年ぐらいまで続きました。例えば、ブランドの
要素が、諸条件のなかでどのような機能を発揮するか
を掘り下げていくわけですが、その方向が行きすぎてよ

掛宝生流の能楽師、安田登師にお話を聞こうと思われ
たのですか。
片平 安田さんを知ったのは本当に偶然です。
たまた

く見えないところまでいったため、いわゆる統合的な視
点からのブランド論が登場し、今や、その両方の論議
が並立しているような気がします。

ま知人からおもしろい人がいるということで、講演にお
招きしました。安田さんの他にも老荘思想的経営論の
専門家である田口佳史さんにも刺激を受けました。3年

片平

くらい前に日本発の世界ブランドをつくろうと、誇大妄想

僕はブランドづくりというのは意外と単純だと思
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的な勉強会をやったのですが、そのときは芭蕉や千利
休、世阿弥や老子・荘子について議論をしていました。

片平 1世代が 30年とすると、100年でほぼ 3代になる
からです。2代目は創業者と一緒にいますから原体験

その後、世阿弥の『風姿花伝』
を偶然読み始めたので
すが、勉強会のときとは違い、自分で読み始めると俄然
おもしろくなりました。
これこそブランドやマーケティング

をもとに後を継げるんですが、3代目になると、創業者に
関しては伝言ゲームになるわけです。創業者の熱い
思いについての原体験がないので何かとぶれて問題

に通じるのではないかと感じ、
ゼミ生とみんなで読むこと
にしたんです。
亀井 たまたま私は、梅若流の能をやっていました。

が起こりやすいのですが、それを乗り切れれば永続の
ための仕組みやルールができあがるのではないでしょ
うか。

『風姿花伝』や『花鏡』も読み、世阿弥の主張はやっ
ぱりすごいと思いましたが、これをブランドやマーケティ
ングと結びつけるという発想は全然ありませんでしたよ

100年に１回は危機に遭うというのも年代を区切っ
た理由です。例えば虎屋では戦争で工場が焼けたり
社員が戦争に駆り出されて半分以上亡くなったり、原

（笑）
。
片平 全然関係がないと思っていたものが、パッと結
びつく瞬間が何かあるんですね。世阿弥から学んだこ
とは、今までのブランド論に欠けていた「時」とか「運」
といったものとどうつき合うかということと、人の命の短
さと能の「永遠性」ということですが、それはブランドを
考えるうえでも大きなヒントになりました。
「ものまね（物
学）
」、
「工夫」
といった概念も大切です。
まずは体験か
ら何かを感じ取り、頭をグチャグチャにして、何かを取
り出しなさいということです。
亀井 私も謡を習い始めて何年間かは先生の完全口
写しのものまねでした。
ところが、声帯や器官の形状も
違いますから、あるレベルまでいくと、声の出し方にもそ
の人独特の、体型に合うものがあることに気づいて距
離が生まれます。
それをさらに積み重ねると、あるとき一

料がまったく入らないことがありましたが、そのときには
喫茶店までおやりになっています。
それでも、店主はそ
のうち絶対にいい時期が来るから、おいしいお菓子を
供給できるような腕は忘れるなと言っていたそうです。
亀井 日本には、100年ブランドがたくさんありますよね。
片平 京漆器の伝統を受け継いで300年以上になる
象彦を取材したことがありますが、このお店には、
「何
代にもわたると経営にあまり熱心ではない当主が出てく
るかもしれない。会社より祇園に熱心な経営者が出て
きたときはこうしなさい」という家訓があります。
また、ど
んなに頑張ってもうまくいかないときは見栄を張っては
いけない。世間体があるから火の車になっても店を閉
めないで何とか乗り切ろうとするだろうが、そのときは潔
く店を閉めて四畳半に住んで時期を待てというもので
す。

挙にそれが破れ、その後工夫を重ねることで自分らし
いスタイルができあがるような気がしましたね。
片平 世阿弥は「心」というより「思い」だと言ってい
ます。
それは、例えば恋焦がれるということ。
ないものを

文章にしておくというのはとても大事です。紙に書い
たらその文章はもう永遠ですから、そのスピリットは受
け継がれる可能性が高いからです。
亀井 「謙虚」
ということも大事ですね。

ほしがるとか、コントロールできない女心を自分のものと
したいということですが、それは恋でも物欲でもすべて

片平 謙虚さには実利的な意味合いがあると思いま
す。
どういうことかというと、勝つべくして勝つこともあり

の人間の文脈に通じる性質だとも言っています。それ
を永遠ともいえる『源氏物語』といったテキストの上に
のせて演じきる能楽師の努力が、人に驚きと感動を与
えるのです。
しかも、駄目なときはもがくな、よけいなこと

ますが、勝つはずがないのに勝つことも同じくらいの頻
度であるからです。人間は勝つと自分の功績にしてし
まいますが、勝つべからずして勝ったときが問題です。
勝ち誇っているとかならず失敗して取り返しのつかな

をするなとも言います。
だめなときにはただひたすら次を
目指して稽古に励みなさいというのです。それは「100
年ブランド」にも通じると思いますね。

いことになりますが、限界を見据えて稽古を怠らないと
いう謙虚さを持ち合わせていれば、継続する力になる
はずです。

「100年ブランド」の諸条件

ホワイトカラーモデルから職人モデルへ

亀井 ところで、
「100年ブランド」と100年で区切った

亀井 ハピネス、うれしさ、感動も重要です。世阿弥と

のはなぜですか。

顧客のハピネスという部分をどう受けとめたらいいので
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しょうか（笑）。
片平 ブランドジャパンの話とからめて申し上げますが、

クライアントも真剣になっています。何でもいいからつ
くってくれというのではなく、自分たちの思いを余すとこ

今年の「ブランドジャパンベスト20」には明確な傾向が
あります。ひとつはインターネット系の YouTube や
Googleで無料なものです。
もうひとつは安価な商品を

ろなく伝えてくれということになりますから、広告はこれ
からどんどんおもしろくなるし、ブランドの側で余計な小
細工をすると、逆効果になるのではないでしょうか。

提供するセブンイレブンや日清食品、ユニクロ。
それか
らもうひとつがうれしさとか楽しさを直接売る任天堂や
スタジオジブリです。

亀井 統合というのは、あくまで顧客や消費者側の問
題だということですね。
やはり、丸の内ブランドフォーラ
ムで実務の観点からブランド問題を見てこられたから、

これを見ると、お金をかけて高いものを買って見せ
びらかして幸せを味わうという消費者モデルはもう終わ
っているのではないかという気になります。ブランド側は

こうした視点に到達したのですか。
片平 そういうこともあるし、生活者自体が新しいメデ
ィア環 境に慣れ、iPhone や YouTube、Ustream や

いかに幸せを直接生産して直接消費者に届けるかが、
重要になってくると思います。
そうなると、ブランド側の社員が先に幸せにならなけ
ればなりません。幸せな人しか他人を幸せにできない
からです。
そのためには、
ホワイトカラーモデルから職人、
商人モデルに変わっていかなければならないということ
になると思います。
それは朝、職場に行くことが幸せであるような、消費
者にしてさしあげたことが感謝の言葉として返ってくる
ような仕組みに変えなければならないということです。
そ
のときに大事になるのは哲学です。何のために働き、誰
を幸せにするのかといった目的意識やミッションが大
きな力になっていくでしょうね。
亀井 その場合、外に向かうコミュニケーションの展
開はどうなりますか。

Twitterなどをうまく使いこなしているからです。
一方、こうした環境変化を前に、大企業の一部では
どうしたらいいか浮き足立っています。
そういうときは、
慌てないで物事の本質を勉強しながらじっくりとついて
いくことです。
そうすれば、中身のある企業ほど環境の
変化に適応していくことができるし、プアな企業はその
正体を暴かれていくはずです。

亀井 今後のブランド研究はどうあるべきだとお考え
ですか。
片平 まず、研究者はブランドに実際に携わっている
人たちの中に入っていくことです。
そうしないと、まった
く無駄な努力に終わると思いますね。
そのためには、産
学協同という言葉になるかもしれませんが、韓国のサム

片平 例えば、公文のCM「自分でできる」編、
「先生
のチカラ」編は地味ですが、とことん公文とは何かを伝
え、お母さん方に対してだけではなく、先生と呼ばれる
方々にもすごい元気を与えています。公文は教える場

ソンが企業の利害を超えて世界の若手デザイナーを
育てているように、もっと企業が若い芽や研究者を育
てるという環境をつくってほしいと思っています。
亀井 学生だけじゃなくて、研究者もインターンシップ

所ではなく、子どもたちが自分で勉強して気づく場所な
んだということがわかるからです。

が必要だということですね。
片平 インターンというと何らかの目的を目指している

亀井 今や、社員も生活者も、ブログやTwitterで自
らの意見をいつでも表明できる時代になってきましたが、
広告はどう変わっていくとお考えですか。
片平 ここ数年、
メディアの統合や融合という言葉をよ

ようなニュアンスがありますが、見返りはなくていいから
現場を体験させてあげることです。
そうすれば、中立的
にいろいろな現場を幅広く見ている研究者との会話の
なかから自社の偏差値がわかったり、プラスになること

く耳にしますが、統合するのは生活者自身が勝手にや
ることです。
それを広告主が一人よがりに「統合してさ
しあげる」のはまったく的外れになってきましたね。

も出てくるはずです。今、あまり企業は研究者に期待し
ていないし、つき合うメリットがないと思っているようで
すが、ちょっとでも後押しすれば、お互いに前向きにな

そういう意味でいうと、マスはマスで磨きをかける必
要があるし、TwitterはTwitterできっちりと会話すれ
ばいいわけですから、やはり、マス広告は楽しく、かっ

っていくのではないでしょうか。
亀井 やはり、ここでも人、あるいはフェース・トウ・フ
ェースがポイントになりそうですね。今日はどうもありがと

こよくあってほしいと思います。

うございました。

ブランド研究の方向と期待
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