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ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドのののののののの起源起源起源起源起源起源起源起源        
ブランドブランドブランドブランド((((BrandBrandBrandBrand))))のののの起源起源起源起源はははは，，，，英語英語英語英語でででで「「「「焼焼焼焼きききき印印印印をををを押押押押すすすす」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉ののののBurnedBurnedBurnedBurnedからからからから派生派生派生派生したしたしたした    

言葉言葉言葉言葉ででででありありありあり，，，，家畜家畜家畜家畜のののの所有者所有者所有者所有者がががが自分自分自分自分のののの家畜家畜家畜家畜とととと他人他人他人他人のののの家畜家畜家畜家畜をををを識別識別識別識別するためのするためのするためのするための印印印印がががが語源語源語源語源であるであるであるである    

といわれていといわれていといわれていといわれているるるる。。。。    

    
    

    

    

    
    

    

    

    

    

現代現代現代現代にににに入入入入るとるとるとると，，，，企業企業企業企業ははははブランドブランドブランドブランドををををロゴマークロゴマークロゴマークロゴマークややややブランドネームブランドネームブランドネームブランドネームなどによるなどによるなどによるなどによる差別化差別化差別化差別化によってによってによってによって，，，，他社他社他社他社のののの劣悪劣悪劣悪劣悪    

なななな品質品質品質品質のののの製品製品製品製品からからからから，，，，自社自社自社自社のののの製品製品製品製品とととと消費者消費者消費者消費者をををを守守守守るためにるためにるためにるために用用用用いるようにないるようにないるようにないるようになったったったった。。。。製品間製品間製品間製品間のののの品質品質品質品質にににに明確明確明確明確なななな    

差異差異差異差異がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった今日今日今日今日ではではではでは，，，，熾烈熾烈熾烈熾烈なななな価格競争価格競争価格競争価格競争にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれてしまうのをまれてしまうのをまれてしまうのをまれてしまうのを避避避避けるためにもけるためにもけるためにもけるためにも，，，，企業企業企業企業ははははブラブラブラブラ    

ンドンドンドンドによるによるによるによる明確明確明確明確なななな差別化差別化差別化差別化によってによってによってによって，，，，消費者消費者消費者消費者のののの意思決定意思決定意思決定意思決定をををを単純化単純化単純化単純化できるようできるようできるようできるよう，，，，ブランディングブランディングブランディングブランディングにににに力力力力をいれをいれをいれをいれ    

るるるる必要必要必要必要がますますがますますがますますがますます高高高高まってきていまってきていまってきていまってきているるるる。。。。    

    

    

出所出所出所出所：：：：httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....mitsuemitsuemitsuemitsue....cocococo....jpjpjpjp////casecasecasecase////glossaryglossaryglossaryglossary////mmmm____026026026026....htmlhtmlhtmlhtml((((2010201020102010年年年年8888月月月月5555日日日日確認確認確認確認))))。。。。    
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                マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの視点視点視点視点視点視点視点視点からからからからからからからから見見見見見見見見るるるるるるるるブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドのののののののの定義定義定義定義定義定義定義定義        

    

    

    

    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは、、、、中長期的中長期的中長期的中長期的ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング活動活動活動活動のののの成果成果成果成果としてとしてとしてとして    

市場市場市場市場でででで形成形成形成形成されたされたされたされた資産的価値資産的価値資産的価値資産的価値をををを蓄積蓄積蓄積蓄積するするするする器器器器やややや貯金箱貯金箱貯金箱貯金箱ででででああああ    

るとるとるとると同時同時同時同時にににに、、、、そのそのそのその蓄積蓄積蓄積蓄積されたものされたものされたものされたもの自体自体自体自体であるであるであるである。。。。    
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Brand isBrand is  
 

AMA[1963] の定義 

ブランドとは，ある売り手あるいは売り手の集団の製品およびサービスを 

識別し，競合他社のものと差別化することを意図した名称，言葉，シンボ 

ル，デザイン，あるいはその組み合わせである。 

(日本マーケティング協会訳, 1963, 21ページ) 

 

Aaker[1991] の定義 

ブランドとは，ある売り手あるいは売り手のグループからの財またはサー 

ビスを識別し，競争業者のそれから差別化しようとする特有の(ロゴ，ト 

レードマーク，包装デザインのような)名前かつまたはシンボルである。 

(Aaker, 1991, p.7, 陶山・中田・尾崎・小林訳, 1994, 9ページ)． 
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Brand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand is        

    

Don Schultz et alDon Schultz et alDon Schultz et alDon Schultz et al[[[[2004200420042004]]]]のののの定義定義定義定義    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，視覚視覚視覚視覚によってによってによってによって認識認識認識認識できるできるできるできる要素要素要素要素((((名称名称名称名称，，，，シンボルシンボルシンボルシンボル，，，，グラフィッグラフィッグラフィッグラフィッ    

ククククなどなどなどなど))))でででで表表表表されたされたされたされた製品製品製品製品ややややサービスサービスサービスサービスのことであるのことであるのことであるのことである。。。。    

((((Schultz Schultz Schultz Schultz & & & & SchultzSchultzSchultzSchultz[[[[2004200420042004]]]], , , , pppp304304304304, , , , 博報堂博報堂博報堂博報堂タッチポイントタッチポイントタッチポイントタッチポイント・・・・プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト訳訳訳訳    

    [[[[2005200520052005]]]], , , , 267267267267ページページページページ))))。。。。    

    

KapfererKapfererKapfererKapferer[[[[2000200020002000]]]]のののの定義定義定義定義    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，製品製品製品製品ややややサービスサービスサービスサービスののののマークマークマークマークであるとであるとであるとであると同時同時同時同時にににに，，，，有形有形有形有形････無形無形無形無形のののの    

満足満足満足満足をををを約束約束約束約束するするするする包括的包括的包括的包括的なななな価値価値価値価値でもあるでもあるでもあるでもある。。。。    

((((博報堂博報堂博報堂博報堂ブランドブランドブランドブランド・・・・コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティング監訳監訳監訳監訳[[[[2004200420042004]]]], , , , 14141414ページページページページ))))    
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Brand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand is        
MurphyMurphyMurphyMurphy[[[[1989198919891989] ] ] ] のののの定義定義定義定義    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，企業企業企業企業のののの慎重慎重慎重慎重ななななマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントとととと熟達熟達熟達熟達したしたしたしたプロモーションプロモーションプロモーションプロモーションおよびおよびおよびおよび    

広範広範広範広範なななな使用使用使用使用によってによってによってによって，，，，消費者消費者消費者消費者のののの心心心心にににに有形有形有形有形････無形無形無形無形のののの価値価値価値価値やややや属性属性属性属性をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす    

商標商標商標商標のことであるのことであるのことであるのことである((((MurphyMurphyMurphyMurphy[[[[1989198919891989]]]], , , , pppp....173173173173))))    

    

経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省[[[[2002200220022002]]]]のののの定義定義定義定義    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，企業企業企業企業がががが自社自社自社自社のののの製品等製品等製品等製品等をををを競争相手競争相手競争相手競争相手のののの製品等製品等製品等製品等とととと識別化識別化識別化識別化またはまたはまたはまたは    

差別化差別化差別化差別化するためのするためのするためのするためのネームネームネームネーム，，，，ロゴロゴロゴロゴ，，，，マークマークマークマーク，，，，シンボルシンボルシンボルシンボル，，，，パッケージパッケージパッケージパッケージ････デザインデザインデザインデザインなななな    

どのどのどのどの標章標章標章標章であるであるであるである。。。。    

((((httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....metimetimetimeti....gogogogo....jpjpjpjp////reportreportreportreport////downloadfilesdownloadfilesdownloadfilesdownloadfiles////gggg20624206242062420624bbbb01010101jjjj....pdfpdfpdfpdf；；；；2009200920092009年年年年9999月月月月6666    

日確認日確認日確認日確認))))    
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Brand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand is        

田中田中田中田中[[[[2000200020002000] ] ] ] のののの定義定義定義定義    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，市場市場市場市場においてにおいてにおいてにおいて売売売売られているられているられているられているモノモノモノモノややややサービスサービスサービスサービスをををを，，，，買買買買いいいい手手手手であるであるであるである    

消費者消費者消費者消費者がががが『『『『特定特定特定特定のののの事業者事業者事業者事業者によってによってによってによって売売売売られているられているられているられているモノモノモノモノ････サービスサービスサービスサービスだだだだ』』』』とととと商品商品商品商品    

世界世界世界世界をををを認識認識認識認識することであるすることであるすることであるすることである。。。。    

((((田中田中田中田中[[[[2000200020002000]]]], , , , 4444ページページページページ))))。。。。    
    

伊藤伊藤伊藤伊藤[[[[2001200120012001]]]]のののの定義定義定義定義    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，単単単単なるなるなるなる名前名前名前名前････シンボルシンボルシンボルシンボルであることをであることをであることをであることを超超超超えてえてえてえて対象対象対象対象となるとなるとなるとなる商品商品商品商品････    

サービスサービスサービスサービスにににに顧客顧客顧客顧客へのへのへのへの約束約束約束約束をををを込込込込めてめてめてめて提供提供提供提供することによりすることによりすることによりすることにより価値観価値観価値観価値観のののの共有化共有化共有化共有化をををを    

図図図図りりりり，，，，他社他社他社他社のののの商品商品商品商品････サービスサービスサービスサービスからからからから独自性独自性独自性独自性をををを持持持持ってってってって差別化差別化差別化差別化しししし顧客顧客顧客顧客のののの認識認識認識認識あるあるあるある    

いはいはいはいはイメージイメージイメージイメージ想起想起想起想起をををを通通通通じてじてじてじて購買購買購買購買をををを誘引誘引誘引誘引するものであるするものであるするものであるするものである。。。。    

((((伊藤伊藤伊藤伊藤[[[[2001200120012001]]]], , , , 17171717ページページページページ))))．．．．    
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Brand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand is        

片平片平片平片平[[[[1999199919991999] ] ] ] のののの定義定義定義定義    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，ヒトヒトヒトヒト････モノモノモノモノ････カネカネカネカネ････情報情報情報情報にににに次次次次ぐぐぐぐ「「「「第第第第5555のののの経営資源経営資源経営資源経営資源」」」」であるであるであるである．．．．それはそれはそれはそれは    

経営者経営者経営者経営者のみならずのみならずのみならずのみならず，，，，企業企業企業企業((((組織組織組織組織ののののメンバーメンバーメンバーメンバー))))やややや顧客顧客顧客顧客やややや社会社会社会社会におけるにおけるにおけるにおけるステークステークステークステーク    

ホルダーホルダーホルダーホルダーたちをたちをたちをたちを統合統合統合統合するするするする媒体媒体媒体媒体であるとであるとであるとであると同時同時同時同時にににに，，，，圧倒的存在感圧倒的存在感圧倒的存在感圧倒的存在感((((シンボルシンボルシンボルシンボル))))でででで    

ありありありあり，，，，他他他他ではではではでは味味味味わえないわえないわえないわえない独自独自独自独自のののの世界世界世界世界であるであるであるである。。。。    

((((片平片平片平片平[[[[1998199819981998]]]], , , , 4444ページページページページ))))    

    

フィオリーナフィオリーナフィオリーナフィオリーナ[[[[2002200220022002](](](](HPHPHPHPのののの元会長兼元会長兼元会長兼元会長兼CEOCEOCEOCEO))))のののの定義定義定義定義    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，信頼信頼信頼信頼にににに裏打裏打裏打裏打ちされたちされたちされたちされた約束事約束事約束事約束事でありでありでありであり，，，，それはそれはそれはそれはロゴマークロゴマークロゴマークロゴマークやややや    

イメージイメージイメージイメージといったといったといったといった表面的表面的表面的表面的なななな要素要素要素要素にとどまらずにとどまらずにとどまらずにとどまらず，，，，企業企業企業企業でででで働働働働くくくく人人人人すべてがすべてがすべてがすべてが持持持持つつつつ    

信念信念信念信念であるであるであるである。。。。    

((((htttphtttphtttphtttp://://://://wwwwwwwwwwww....NikkeiNikkeiNikkeiNikkei....cocococo....jpjpjpjp；；；；2002200220022002年年年年10101010月月月月29292929日確認日確認日確認日確認))))    
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Brand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand isBrand is        

野中野中野中野中････紺野紺野紺野紺野[[[[2002200220022002] ] ] ]     

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，単単単単にににに製品価値製品価値製品価値製品価値をををを示示示示すすすす記号記号記号記号ではなくではなくではなくではなく，，，，製品製品製品製品・・・・サービスサービスサービスサービスにににに関関関関しししし    

てててて顧客顧客顧客顧客がががが獲得獲得獲得獲得するするするする知識知識知識知識でありでありでありであり，，，，形成形成形成形成したしたしたした信念信念信念信念であるとであるとであるとであると同時同時同時同時にににに，，，，企業企業企業企業そのそのそのその    

もののもののもののものの思想思想思想思想やややや組織文化組織文化組織文化組織文化，，，，価値創造価値創造価値創造価値創造のありかたのありかたのありかたのありかた全体全体全体全体にににに関関関関わってくるものでわってくるものでわってくるものでわってくるもので    

あるあるあるある。。。。((((野中野中野中野中・・・・紺野紺野紺野紺野[[[[2002200220022002]]]], , , , 37373737----39393939ページページページページ))))    

    

金金金金[[[[2006200620062006]]]]    

ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，製造業者製造業者製造業者製造業者やややや販売業者販売業者販売業者販売業者がががが自社自社自社自社のののの企業企業企業企業，，，，製品製品製品製品，，，，サービスサービスサービスサービス，，，，またまたまたまた    

はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの組組組組みみみみ合合合合わせにわせにわせにわせにアイデンティティアイデンティティアイデンティティアイデンティティをををを付与付与付与付与しししし，，，，競争他社競争他社競争他社競争他社のものとのものとのものとのものと差差差差    

別化別化別化別化できるようできるようできるようできるよう，，，，用用用用いるいるいるいる名前名前名前名前，，，，用語用語用語用語，，，，数字数字数字数字，，，，シンボルシンボルシンボルシンボル，，，，キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター，，，，スロースロースロースロー    

ガンガンガンガン，，，，デザインデザインデザインデザイン，，，，パッケージパッケージパッケージパッケージ，，，，またはこれらのまたはこれらのまたはこれらのまたはこれらの組組組組みみみみ合合合合わせであるわせであるわせであるわせである。。。。    

((((金金金金[[[[2006200620062006aaaa]]]], , , , 30303030ページページページページ))))    
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                統合的統合的統合的統合的統合的統合的統合的統合的なななななななな視点視点視点視点視点視点視点視点からからからからからからからから捉捉捉捉捉捉捉捉えるえるえるえるえるえるえるえるブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドのののののののの定義定義定義定義定義定義定義定義        
    

    

★★★★統合的統合的統合的統合的なななな視点視点視点視点からからからから捉捉捉捉えるえるえるえるブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，競合他社競合他社競合他社競合他社からからからから差別化差別化差別化差別化できるできるできるできる自社固有自社固有自社固有自社固有    

    のののの企業企業企業企業・・・・製品製品製品製品・・・・サービスサービスサービスサービスににににアイデンティティアイデンティティアイデンティティアイデンティティをををを与与与与えるえるえるえる目目目目にににに見見見見えるえるえるえる差別的諸要素差別的諸要素差別的諸要素差別的諸要素のののの    

    集合体集合体集合体集合体であるのとであるのとであるのとであるのと同時同時同時同時にににに，，，，それらにそれらにそれらにそれらにアイデンティティアイデンティティアイデンティティアイデンティティをををを付与付与付与付与するするするする目目目目にににに見見見見えないえないえないえない    

    差別的諸要素差別的諸要素差別的諸要素差別的諸要素のののの集合体集合体集合体集合体でもあるでもあるでもあるでもある．．．．    

    

    

    前者前者前者前者はははは，，，，名前名前名前名前，，，，用語用語用語用語，，，，数字数字数字数字，，，，シンボルシンボルシンボルシンボル，，，，キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター，，，，スローガンスローガンスローガンスローガン，，，，デザインデザインデザインデザイン，，，，    

    パッケージパッケージパッケージパッケージなどのなどのなどのなどの組組組組みみみみ合合合合わせでありわせでありわせでありわせであり，，，，後者後者後者後者はははは，，，，製品製品製品製品ややややサービスサービスサービスサービスそのものをそのものをそのものをそのものを超超超超えたえたえたえた    

    付加価値付加価値付加価値付加価値をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす原動力原動力原動力原動力となるとなるとなるとなる企業独自企業独自企業独自企業独自のののの歴史歴史歴史歴史，，，，志志志志，，，，創業精神創業精神創業精神創業精神，，，，価値観価値観価値観価値観    

    およびおよびおよびおよび思想思想思想思想，，，，文化文化文化文化，，，，哲学哲学哲学哲学，，，，経営理念経営理念経営理念経営理念，，，，トップトップトップトップのののの明確明確明確明確なななな戦略的戦略的戦略的戦略的ビジョンビジョンビジョンビジョンととととリーダーリーダーリーダーリーダー    

    シップシップシップシップ，，，，従業員従業員従業員従業員のののの知識知識知識知識・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウとととと一貫一貫一貫一貫したしたしたした行動行動行動行動・・・・信念信念信念信念のありのありのありのあり方方方方，，，，コアコアコアコア技術技術技術技術などをなどをなどをなどを    

    含含含含めためためためた価値価値価値価値のののの差別的差別的差別的差別的なななな諸要素諸要素諸要素諸要素のののの組組組組みみみみ合合合合わせであるわせであるわせであるわせである．．．．    
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                        図図図図図図図図11111111        統合的統合的統合的統合的統合的統合的統合的統合的なななななななな視点視点視点視点視点視点視点視点からからからからからからからから捉捉捉捉捉捉捉捉えるえるえるえるえるえるえるえる新新新新新新新新しいしいしいしいしいしいしいしいブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランド概念概念概念概念概念概念概念概念ののののののののフレームワークフレームワークフレームワークフレームワークフレームワークフレームワークフレームワークフレームワーク    

M&B    

PBPBPBPBのののの定義定義定義定義にににに関関関関わるわるわるわる属性属性属性属性：：：：製製製製

品品品品・・・・サービスサービスサービスサービスのののの差別化差別化差別化差別化ととととビビビビ

ジュアルジュアルジュアルジュアル的的的的なななな要素要素要素要素のののの組組組組みみみみ合合合合

わせわせわせわせ，，，，消費者消費者消費者消費者ののののブランドブランドブランドブランド・・・・イイイイ

メージメージメージメージのののの差別化差別化差別化差別化    

CBCBCBCBのののの定義定義定義定義にににに関関関関わるわるわるわる属性属性属性属性：：：：企企企企

業独自業独自業独自業独自のののの歴史歴史歴史歴史・・・・志志志志・・・・価値観価値観価値観価値観・・・・

思想思想思想思想・・・・文化文化文化文化・・・・哲学哲学哲学哲学・・・・経営理経営理経営理経営理

念念念念，，，，従業員従業員従業員従業員のののの信念信念信念信念などのなどのなどのなどの組組組組

みみみみ合合合合わせわせわせわせ    

統合的統合的統合的統合的なななな視点視点視点視点からからからから捉捉捉捉えるえるえるえる    

新新新新しいしいしいしいブランドブランドブランドブランドのののの定義定義定義定義    
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                        図図図図図図図図22222222        マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドのののののののの位置位置位置位置位置位置位置位置づづづづづづづづけのけのけのけのけのけのけのけの変化変化変化変化変化変化変化変化        

M&B    

出所出所出所出所：：：：恩蔵直人恩蔵直人恩蔵直人恩蔵直人[[[[2003200320032003]]]]「「「「ブランドブランドブランドブランドをめぐるをめぐるをめぐるをめぐる今日的課題今日的課題今日的課題今日的課題とととと次次次次なるなるなるなる方向性方向性方向性方向性」」」」『『『『広告月報広告月報広告月報広告月報』，』，』，』，8888ページページページページ．．．．    

PromotionPromotionPromotionPromotion    PricePricePricePrice    

Producroducroducroduc

tttt    
PlacePlacePlacePlace    

BrandBrandBrandBrand 

BrandBrandBrandBrand    

    PromotionPromotionPromotionPromotion    

ProductProductProductProduct    

PlacePlacePlacePlace    
PricePricePricePrice    

    

BrandBrandBrandBrand    

    PromotionPromotionPromotionPromotion    

PricePricePricePrice    

ProductProductProductProduct            PlacePlacePlacePlace    

    サブサブサブサブ・・・・ファンクションファンクションファンクションファンクション        イコールイコールイコールイコール・・・・ファンクションファンクションファンクションファンクション    
モアモアモアモア・・・・インポータントインポータントインポータントインポータント・・・・    
ファンクションファンクションファンクションファンクション 

メジャーメジャーメジャーメジャー・・・・    
ファンクションファンクションファンクションファンクション 

 PromotionPromotionPromotionPromotion    PricePricePricePrice    

ProductProductProductProduct    

PlacePlacePlacePlace    

BrandBrandBrandBrand    
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                図図図図図図図図33333333        55555555つのつのつのつのつのつのつのつの時代時代時代時代時代時代時代時代とととととととと製品製品製品製品製品製品製品製品にまつわるにまつわるにまつわるにまつわるにまつわるにまつわるにまつわるにまつわる競争優位競争優位競争優位競争優位競争優位競争優位競争優位競争優位のののののののの源泉源泉源泉源泉源泉源泉源泉源泉        
MMMM&&&&BBBB    

ブランドブランドブランドブランド育成育成育成育成のののの時代時代時代時代    

（（（（ブランドブランドブランドブランド資産資産資産資産））））    

1990199019901990年年年年のののの前後数年間前後数年間前後数年間前後数年間    

時間短縮時間短縮時間短縮時間短縮のののの時代時代時代時代    

((((ファーストサイクルファーストサイクルファーストサイクルファーストサイクル化化化化))))    

1980198019801980年代年代年代年代    

    多品種多様化多品種多様化多品種多様化多品種多様化のののの時代時代時代時代((((細分化細分化細分化細分化・・・・差別化差別化差別化差別化))))    

1970197019701970年代年代年代年代    

品質品質品質品質のののの時代時代時代時代((((基本品質基本品質基本品質基本品質))))    

1950195019501950年代年代年代年代----1960196019601960年代年代年代年代    

コストコストコストコストのののの時代時代時代時代((((低低低低コストコストコストコスト))))    

出所出所出所出所：：：：恩蔵直人恩蔵直人恩蔵直人恩蔵直人[[[[1991991991995555]]]]『『『『競争優位競争優位競争優位競争優位ののののブランドブランドブランドブランド戦略戦略戦略戦略――――多次元化多次元化多次元化多次元化するするするする成長力成長力成長力成長力のののの源泉源泉源泉源泉――――』』』』日本経済新聞社日本経済新聞社日本経済新聞社日本経済新聞社，，，，    
            16161616ページページページページ．．．． 
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                図図図図図図図図44444444        ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランド････････エクイティエクイティエクイティエクイティエクイティエクイティエクイティエクイティのののののののの構成要素構成要素構成要素構成要素構成要素構成要素構成要素構成要素とそのとそのとそのとそのとそのとそのとそのとその効果効果効果効果効果効果効果効果        
M&B    

 

ブランドブランドブランドブランド・・・・エクイティエクイティエクイティエクイティ    

((((名前名前名前名前ととととシンボルシンボルシンボルシンボル))))    

そのそのそのその他他他他のののの    

ブランドブランドブランドブランド資産資産資産資産    

ブランドブランドブランドブランド連想連想連想連想    

知覚品質知覚品質知覚品質知覚品質    

ブランドブランドブランドブランド認知認知認知認知    

ブランドブランドブランドブランド・・・・    

ロイヤルティロイヤルティロイヤルティロイヤルティ    

企業側企業側企業側企業側のののの価値価値価値価値    

顧客側顧客側顧客側顧客側のののの価値価値価値価値    

価格価格価格価格////マージンマージンマージンマージンのののの    
改善改善改善改善    

ブランドブランドブランドブランドのののの拡張拡張拡張拡張    

流通流通流通流通へのへのへのへの影響力影響力影響力影響力    

競争上競争上競争上競争上のののの優位性優位性優位性優位性    

情報処理情報処理情報処理情報処理のののの容易性容易性容易性容易性    

購買決定購買決定購買決定購買決定のののの確信確信確信確信    

使用上使用上使用上使用上のののの満足感満足感満足感満足感    

出所出所出所出所：：：：AakerAakerAakerAaker,,,,DDDD....AAAA.(.(.(.(1991199119911991)))), , , , Managing Brand EquityManaging Brand EquityManaging Brand EquityManaging Brand Equity, , , , The Free PressThe Free PressThe Free PressThe Free Press    
((((陶山陶山陶山陶山////中田中田中田中田////尾崎尾崎尾崎尾崎////小林訳小林訳小林訳小林訳[[[[1994199419941994]]]]『『『『ブランドブランドブランドブランド････エクイティエクイティエクイティエクイティ戦略戦略戦略戦略』』』』ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド社社社社，，，，22222222ページページページページ))))．．．．    
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図図図図図図図図55  ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドがもたらすがもたらすがもたらすがもたらすがもたらすがもたらすがもたらすがもたらす経済的利益経済的利益経済的利益経済的利益経済的利益経済的利益経済的利益経済的利益        

M&B    

 

自社独自自社独自自社独自自社独自ののののブランドブランドブランドブランド    

のののの構築構築構築構築・・・・強化強化強化強化    

自社独自自社独自自社独自自社独自ののののブランドブランドブランドブランド    

のののの構築構築構築構築・・・・強化強化強化強化    

・・・・関係性強化関係性強化関係性強化関係性強化    

・・・・観念的差別化観念的差別化観念的差別化観念的差別化    

・・・・生産費用低下生産費用低下生産費用低下生産費用低下    

・・・・流通取引流通取引流通取引流通取引のののの梃子梃子梃子梃子    

・・・・新製品導入新製品導入新製品導入新製品導入へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献    

・・・・価格価格価格価格プレミアムプレミアムプレミアムプレミアムのののの付与付与付与付与    

・・・・販売量増加販売量増加販売量増加販売量増加やややや収益性収益性収益性収益性のののの増大増大増大増大    

・・・・長期的長期的長期的長期的なななな参入障壁参入障壁参入障壁参入障壁のののの形成形成形成形成    

・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング・・・・コストコストコストコストのののの削減削減削減削減    

・・・・新市場参入新市場参入新市場参入新市場参入へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献((((他市場他市場他市場他市場････外国市場外国市場外国市場外国市場))))    

・・・・関係性強化関係性強化関係性強化関係性強化    

・・・・観念的差別化観念的差別化観念的差別化観念的差別化    

・・・・生産費用低下生産費用低下生産費用低下生産費用低下    

・・・・流通取引流通取引流通取引流通取引のののの梃子梃子梃子梃子    

・・・・新製品導入新製品導入新製品導入新製品導入へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献    

・・・・価格価格価格価格プレミアムプレミアムプレミアムプレミアムのののの付与付与付与付与    

・・・・販売量増加販売量増加販売量増加販売量増加やややや収益性収益性収益性収益性のののの増大増大増大増大    

・・・・長期的長期的長期的長期的なななな参入障壁参入障壁参入障壁参入障壁のののの形成形成形成形成    

・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング・・・・コストコストコストコストのののの削減削減削減削減    

・・・・新市場参入新市場参入新市場参入新市場参入へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献((((他市場他市場他市場他市場････外国市場外国市場外国市場外国市場))))    

企業企業企業企業ののののSCASCASCASCAのののの確保確保確保確保    企業企業企業企業ののののSCASCASCASCAのののの確保確保確保確保    

出所出所出所出所：：：：原田進原田進原田進原田進[[[[2010201020102010]]]]『『『『ブランドブランドブランドブランド観理論観理論観理論観理論』』』』白桃書房白桃書房白桃書房白桃書房，，，，115115115115ページページページページをををを基基基基にににに筆者作成筆者作成筆者作成筆者作成....        

注注注注：：：：Sustainable Competitive AdvantageSustainable Competitive AdvantageSustainable Competitive AdvantageSustainable Competitive Advantage    
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図図図図図図図図66  ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランド価値価値価値価値価値価値価値価値のののののののの新新新新新新新新しいしいしいしいしいしいしいしい局面局面局面局面局面局面局面局面        

MMMM&&&&BBBB    

競争価値競争価値競争価値競争価値としてのとしてのとしてのとしての    

ブランドブランドブランドブランド 

競争価値競争価値競争価値競争価値としてのとしてのとしてのとしての    

ブランドブランドブランドブランド 

CustomerCustomerCustomerCustomer CustomerCustomerCustomerCustomer 

SocietySocietySocietySociety    SocietySocietySocietySociety    

BrandBrandBrandBrand BrandBrandBrandBrand 

CorporationCorporationCorporationCorporation CorporationCorporationCorporationCorporation 

Stockholder Stockholder 

社会価値社会価値社会価値社会価値としてのとしてのとしてのとしての    

ブランドブランドブランドブランド    

社会価値社会価値社会価値社会価値としてのとしてのとしてのとしての    

ブランドブランドブランドブランド    

経済価値経済価値経済価値経済価値としてのとしてのとしてのとしての    

ブランドブランドブランドブランド    

経済価値経済価値経済価値経済価値としてのとしてのとしてのとしての    

ブランドブランドブランドブランド    

資産価値資産価値資産価値資産価値としてのとしてのとしてのとしての    

ブランドブランドブランドブランド    

資産価値資産価値資産価値資産価値としてのとしてのとしてのとしての    

ブランドブランドブランドブランド    
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グローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・・・・・ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランド        
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グローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・・・・・ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドとはとはとはとはとはとはとはとは        
AakerAakerAakerAaker    & & & & JoachimsthalerJoachimsthalerJoachimsthalerJoachimsthaler[[[[2000200020002000]]]]のののの定義定義定義定義    

グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，企業独自企業独自企業独自企業独自ののののブランドブランドブランドブランド・・・・アイデンティティアイデンティティアイデンティティアイデンティティ，，，，ブランドブランドブランドブランド・・・・    

ポジショニングポジショニングポジショニングポジショニング，，，，ブランドブランドブランドブランド・・・・パーソナリティパーソナリティパーソナリティパーソナリティ，，，，広告戦略広告戦略広告戦略広告戦略，，，，パッケージパッケージパッケージパッケージ，，，，外観外観外観外観，，，，    

使用感使用感使用感使用感などになどになどになどに関関関関してしてしてして，，，，世界的世界的世界的世界的にににに統一統一統一統一されたされたされたされたブランドブランドブランドブランドのことであるのことであるのことであるのことである．．．．    

    

井上井上井上井上[[[[2006200620062006]]]]のののの定義定義定義定義    

グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ブランドブランドブランドブランドとはとはとはとは，，，，主要先進諸国主要先進諸国主要先進諸国主要先進諸国をををを中心中心中心中心にににに市場導入市場導入市場導入市場導入されされされされ，，，，海外海外海外海外    

売上高比率売上高比率売上高比率売上高比率がががが高高高高くくくく，，，，当該諸国当該諸国当該諸国当該諸国のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまなステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダーによってによってによってによって    

肯定的肯定的肯定的肯定的にににに評価評価評価評価されたされたされたされた製品製品製品製品・・・・サービスサービスサービスサービスのののの名称名称名称名称であるであるであるである．．．．    



19 

Global Brand isGlobal Brand isGlobal Brand isGlobal Brand isGlobal Brand isGlobal Brand isGlobal Brand isGlobal Brand is        

    

• A global brand is one which is perceived to reflect the same setA global brand is one which is perceived to reflect the same setA global brand is one which is perceived to reflect the same setA global brand is one which is perceived to reflect the same set    of of of of 

values around the worldvalues around the worldvalues around the worldvalues around the world. . . .     

• Global brands transcend their origins and creates strongGlobal brands transcend their origins and creates strongGlobal brands transcend their origins and creates strongGlobal brands transcend their origins and creates strong, , , , enduring enduring enduring enduring 

relationships with consumers across countries and culturesrelationships with consumers across countries and culturesrelationships with consumers across countries and culturesrelationships with consumers across countries and cultures....    

• Global brands are brands which sold to international marketsGlobal brands are brands which sold to international marketsGlobal brands are brands which sold to international marketsGlobal brands are brands which sold to international markets. . . . 

Examples of global brands include CocaExamples of global brands include CocaExamples of global brands include CocaExamples of global brands include Coca----ColaColaColaCola, , , , McDonaldMcDonaldMcDonaldMcDonald''''ssss, , , , MarlboroMarlboroMarlboroMarlboro, , , , 

LeviLeviLeviLevi''''s etcs etcs etcs etc........        

• These brands are used to sell the same product across multiple These brands are used to sell the same product across multiple These brands are used to sell the same product across multiple These brands are used to sell the same product across multiple 

marketsmarketsmarketsmarkets, , , , and could be considered successful to the extent that the and could be considered successful to the extent that the and could be considered successful to the extent that the and could be considered successful to the extent that the 

associated products are easily recognizable by the diverse set oassociated products are easily recognizable by the diverse set oassociated products are easily recognizable by the diverse set oassociated products are easily recognizable by the diverse set of f f f 

consumersconsumersconsumersconsumers....    
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                グローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの主要主要主要主要主要主要主要主要なななななななな現代的課題現代的課題現代的課題現代的課題現代的課題現代的課題現代的課題現代的課題    

        

大石大石大石大石[[[[2001200120012001]]]]はははは，，，，グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの主要主要主要主要なななな現代的課題現代的課題現代的課題現代的課題としてはとしてはとしてはとしては，，，，    

①①①①グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ブランドブランドブランドブランド戦略戦略戦略戦略，，，，    

②②②②ITITITIT革命革命革命革命ととととグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング，，，，    

③③③③地球環境問題地球環境問題地球環境問題地球環境問題ととととグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングなどがなどがなどがなどが挙挙挙挙げているげているげているげている．．．．    

    

    

とりわけとりわけとりわけとりわけ，，，，企業間競争企業間競争企業間競争企業間競争とととと外部環境外部環境外部環境外部環境がいっそうがいっそうがいっそうがいっそう激変激変激変激変するするするするグローバルグローバルグローバルグローバル市場市場市場市場においてにおいてにおいてにおいて    

多国籍企業多国籍企業多国籍企業多国籍企業はははは，，，，確固確固確固確固たるたるたるたるグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ブランドブランドブランドブランドをををを確立確立確立確立することですることですることですることで，，，，グローバルグローバルグローバルグローバル競争競争競争競争    

優位優位優位優位をををを確保確保確保確保することができるすることができるすることができるすることができる．．．．        
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グローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・・・・・ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドのののののののの効果効果効果効果効果効果効果効果        

    

    

AakerAakerAakerAaker[[[[2008200820082008]]]]によればによればによればによれば，，，，一般的一般的一般的一般的にににに，，，，グローバルグローバルグローバルグローバルであるというであるというであるというであるというイメージイメージイメージイメージはははは，，，，ブランドブランドブランドブランドのののの背後背後背後背後にににに    

あるあるあるある企業企業企業企業がががが成功成功成功成功していてしていてしていてしていて，，，，業界業界業界業界ののののリーダーリーダーリーダーリーダーでもあることでもあることでもあることでもあること，，，，ひいてはひいてはひいてはひいては革新的革新的革新的革新的でででで品質品質品質品質のののの高高高高いいいい製品製品製品製品    

をををを作作作作るということをるということをるということをるということを暗示暗示暗示暗示しているしているしているしているとととと述述述述べているべているべているべている．．．．またまたまたまた，，，，グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ブランドブランドブランドブランドはははは，，，，特特特特ににににファッショファッショファッショファッショ    

ンンンンやややや高級自動車高級自動車高級自動車高級自動車などのなどのなどのなどのカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーでででで，，，，自己表現便益自己表現便益自己表現便益自己表現便益((((持持持持っていることっていることっていることっていること自体自体自体自体がががが一種自己表現一種自己表現一種自己表現一種自己表現にににに    

なるというなるというなるというなるというメリットメリットメリットメリット))))があるがあるがあるがあるとととと述述述述べているべているべているべている．．．．    

    

HoltHoltHoltHolt, , , , QuelchQuelchQuelchQuelch, , , , and Taylorand Taylorand Taylorand Taylor[[[[2004200420042004]]]]のののの研究研究研究研究によるとによるとによるとによると，，，，消費者消費者消費者消費者はははは「「「「グローバルグローバルグローバルグローバルななななブランドブランドブランドブランドはははは品質品質品質品質    

がががが高高高高いいいい」」」」とととと考考考考えるがえるがえるがえるが，，，，そのそのそのその理由理由理由理由のののの1111つとしてつとしてつとしてつとして「「「「グローバルグローバルグローバルグローバルななななブランドブランドブランドブランドにはにはにはには最新最新最新最新ののののイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション    

をををを行行行行っているっているっているっている傾向傾向傾向傾向があるがあるがあるがあるからからからから」」」」ということをということをということをということを挙挙挙挙げているげているげているげている．．．．    
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                図図図図図図図図77777777        グローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・・・・・ブランディングブランディングブランディングブランディングブランディングブランディングブランディングブランディングののののののののベネフィットベネフィットベネフィットベネフィットベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット        

    

    
製品や流通(MA)

のスケール・ 

メリットの獲得 
MMMM&&&&BBBBコストコストコストコストのののの    

削減削減削減削減とととと価格競争価格競争価格競争価格競争

力力力力のののの向上向上向上向上    

グローバル市場に

おける競争優位

の形成 

CBCBCBCBととととCEOCEOCEOCEO    

ブランドブランドブランドブランドのののの価値価値価値価値とととと

評判評判評判評判のののの向上向上向上向上 

海外の競合 

企業より先買権の

取得 

グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・    

メディアメディアメディアメディア・・・・    

リーチリーチリーチリーチのののの増加増加増加増加    

イノベーションの

一体感と統合の

迅速さ 

GBGBGBGB    
一貫一貫一貫一貫したしたしたした    

BIBIBIBIのののの維持維持維持維持    
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                図図図図図図図図88888888        Timeline of Apple productsTimeline of Apple productsTimeline of Apple productsTimeline of Apple productsTimeline of Apple productsTimeline of Apple productsTimeline of Apple productsTimeline of Apple products        
Apple    



24 

アップルアップルアップルアップルアップルアップルアップルアップル（（（（（（（（Apple IncApple IncApple IncApple IncApple IncApple IncApple IncApple Inc. . . . . . . . ））））））））        
AppleAppleAppleApple    

    
アメリカアメリカアメリカアメリカ合衆国合衆国合衆国合衆国カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア州州州州クパティーノクパティーノクパティーノクパティーノにににに本社本社本社本社をををを置置置置くくくく，，，，デジタルデジタルデジタルデジタル家電製品家電製品家電製品家電製品とととと関連関連関連関連するするするするソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア    

製品製品製品製品をををを設計設計設計設計・・・・製造製造製造製造するするするする多国籍企業多国籍企業多国籍企業多国籍企業であるであるであるである．．．．    

    
    概要概要概要概要    

        設立設立設立設立    1976197619761976年年年年4444月月月月1111日日日日        

        事業内容事業内容事業内容事業内容    MacintoshMacintoshMacintoshMacintosh・・・・iPodiPodiPodiPod開発開発開発開発・・・・販売等販売等販売等販売等        

        代表者代表者代表者代表者    スティーブスティーブスティーブスティーブ・・・・ジョブズジョブズジョブズジョブズ（（（（CEOCEOCEOCEO））））        

        売上高売上高売上高売上高    240240240240....6666億億億億USUSUSUSドルドルドルドル（（（（2007200720072007年度年度年度年度））））        

        総資産総資産総資産総資産    154154154154億億億億USUSUSUSドルドルドルドル（（（（2007200720072007年度年度年度年度））））    

        従業員数従業員数従業員数従業員数    正社員正社員正社員正社員17171717,,,,787787787787名名名名; ; ; ; 契約契約契約契約・・・・パートパートパートパート社員社員社員社員2222,,,,399399399399名名名名（（（（2006200620062006年年年年））））    

    

    主主主主なななな製品群製品群製品群製品群    

        MacintoshMacintoshMacintoshMacintoshシリーズシリーズシリーズシリーズ        

        iPodiPodiPodiPod（（（（デジタルデジタルデジタルデジタル音楽音楽音楽音楽プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー））））        

        iPhone iPhone iPhone iPhone     

        コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ・・・・アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ        

        オペレーティングオペレーティングオペレーティングオペレーティング・・・・システムシステムシステムシステム    

        Mac OS X Mac OS X Mac OS X Mac OS X     

        プロプロプロプロ向向向向けけけけアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション    

        Final Cut StudioFinal Cut StudioFinal Cut StudioFinal Cut Studio    

        Logic StudioLogic StudioLogic StudioLogic Studioなどなどなどなど    
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今回対象今回対象今回対象今回対象今回対象今回対象今回対象今回対象とするとするとするとするとするとするとするとする商品群商品群商品群商品群商品群商品群商品群商品群        

 iPodiPodiPodiPod    
携帯型携帯型携帯型携帯型デジタルデジタルデジタルデジタル音楽音楽音楽音楽プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー    

iPod classiciPod classiciPod classiciPod classic、、、、iPod nanoiPod nanoiPod nanoiPod nano、、、、iPod shuffleiPod shuffleiPod shuffleiPod shuffle、、、、iPod iPod iPod iPod 
touch touch touch touch     

    

第第第第1111世代世代世代世代がががが2001200120012001年年年年10101010月月月月23232323日日日日にににに発売発売発売発売。。。。    

2007200720072007年年年年4444月月月月9999日日日日、、、、累計出荷台数累計出荷台数累計出荷台数累計出荷台数がががが発売発売発売発売よりよりよりより    

                                                約約約約5555年半年半年半年半でででで1111億台億台億台億台をををを突破突破突破突破        

    

 iPhoneiPhoneiPhoneiPhone    
スマートフォンシリーズスマートフォンシリーズスマートフォンシリーズスマートフォンシリーズ全体全体全体全体のののの総称総称総称総称    

iPhone iPhone iPhone iPhone 、、、、    iPhone iPhone iPhone iPhone 3333GGGG    

    

2007200720072007年年年年6666月月月月29292929日日日日    ----    アメリカアメリカアメリカアメリカ合衆国合衆国合衆国合衆国でででで販売開始販売開始販売開始販売開始。。。。        

2008200820082008年年年年10101010月月月月22222222日日日日、、、、目標目標目標目標よりよりよりより3333ヶヶヶヶ月以上早月以上早月以上早月以上早くくくく    

                            累計出荷台数累計出荷台数累計出荷台数累計出荷台数がががが1000100010001000万台万台万台万台をををを越越越越えたえたえたえた    

AppleAppleAppleApple    



26 26 

        20012001200120012001200120012001年年年年年年年年からからからからからからからからAppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleののののののののコアコアコアコアコアコアコアコア製品群製品群製品群製品群製品群製品群製品群製品群        
 iPodiPodiPodiPod    
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22222222度目度目度目度目度目度目度目度目のののののののの制約条件制約条件制約条件制約条件制約条件制約条件制約条件制約条件        

    AppleAppleAppleAppleのののの制約条件制約条件制約条件制約条件１１１１：：：：1996199619961996年年年年，，，，パソコンパソコンパソコンパソコン専業専業専業専業のののの業績低迷業績低迷業績低迷業績低迷によるによるによるによる企業倒産寸前企業倒産寸前企業倒産寸前企業倒産寸前のののの状態状態状態状態    

    

        AppleAppleAppleAppleのののの制約条件制約条件制約条件制約条件2222：：：：2001200120012001年年年年ののののITITITIT不況不況不況不況    

        出所出所出所出所：：：：村上悟村上悟村上悟村上悟・・・・石田石田石田石田    忠由著忠由著忠由著忠由著((((2002200220022002))))「「「「在庫在庫在庫在庫がががが減減減減るるるる!!!!利益利益利益利益がががが上上上上がるがるがるがる!!!!会社会社会社会社がががが変変変変わるわるわるわる!!!!――――会社会社会社会社たてたてたてたて直直直直しのしのしのしの究極究極究極究極のののの                            

                        改善手法改善手法改善手法改善手法TOCTOCTOCTOC――――」」」」中経出版中経出版中経出版中経出版，，，，29292929ページページページページよりよりよりより．．．．    

Apple    
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図図図図図図図図99999999        業績推移業績推移業績推移業績推移業績推移業績推移業績推移業績推移        
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アップルアップルアップルアップルのののの業績推移業績推移業績推移業績推移（（（（4444半期半期半期半期ベースベースベースベース・・・・アップルジャパンアップルジャパンアップルジャパンアップルジャパンＨＰＨＰＨＰＨＰよりよりよりより））））    

2003200320032003年第二四半期年第二四半期年第二四半期年第二四半期のののの黒字化以来黒字化以来黒字化以来黒字化以来，，，，売上高売上高売上高売上高・・・・純利益純利益純利益純利益ともにともにともにともに増加増加増加増加しししし続続続続けているけているけているけている．．．．    

売上高 

純利益 

Apple    
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対象対象対象対象対象対象対象対象CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO        
AppleAppleAppleApple    

スティーブスティーブスティーブスティーブ・・・・ジョブズジョブズジョブズジョブズ    
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          図図図図10101010    ジョブズジョブズジョブズジョブズののののCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドががががAppleAppleAppleAppleののののCBCBCBCBととととPBPBPBPBのののの価値価値価値価値とととと評判評判評判評判のののの向上向上向上向上にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

Apple    

    

    

    

企業企業企業企業にににに対対対対するするするする    

選好度選好度選好度選好度やややや忠誠忠誠忠誠忠誠

心心心心のののの向上向上向上向上    

従業員従業員従業員従業員のののの志気志気志気志気

とととと優秀優秀優秀優秀なななな人材人材人材人材

のののの確保確保確保確保    

製品製品製品製品のののの質質質質    

のののの向上向上向上向上    

    

企業価値企業価値企業価値企業価値    

のののの向上向上向上向上    
    

革新的革新的革新的革新的CEOCEOCEOCEO    

ブランドブランドブランドブランド    

    

革新的企業革新的企業革新的企業革新的企業    

CBCBCBCBととととPBPBPBPB
のののの    
価値価値価値価値    
向上向上向上向上    

顧客顧客顧客顧客・・・・消費者消費者消費者消費者

のののの    

購買行動購買行動購買行動購買行動へのへのへのへの

促進促進促進促進    
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アップルアップルアップルアップルアップルアップルアップルアップルのののののののの理念理念理念理念理念理念理念理念        

        クレージークレージークレージークレージーなななな人人人人たちがいるたちがいるたちがいるたちがいる。。。。    

    

反逆者反逆者反逆者反逆者、、、、厄介者厄介者厄介者厄介者とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる人人人人たちたちたちたち。。。。    

    

四角四角四角四角いいいい穴穴穴穴にににに丸丸丸丸いいいい杭杭杭杭をををを打打打打ちちちち込込込込むようにむようにむようにむように物事物事物事物事をまるでをまるでをまるでをまるで違違違違うううう目目目目でででで見見見見るるるる人人人人たちたちたちたち。。。。    

    

彼彼彼彼らはらはらはらは規則規則規則規則をををを嫌嫌嫌嫌うううう。。。。    

    

彼彼彼彼らはらはらはらは現状現状現状現状をををを肯定肯定肯定肯定しないしないしないしない。。。。    

    

彼彼彼彼らのらのらのらの言葉言葉言葉言葉にににに心心心心をうたれるをうたれるをうたれるをうたれる人人人人がいるがいるがいるがいる。。。。    

    

反対反対反対反対するするするする人人人人もももも、、、、賞賛賞賛賞賛賞賛するするするする人人人人もももも、、、、けなすけなすけなすけなす人人人人もいるもいるもいるもいる。。。。    

    

しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを無視無視無視無視することはすることはすることはすることは、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも出来出来出来出来ないないないない。。。。    

    

なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは物事物事物事物事をををを変変変変えたからだえたからだえたからだえたからだ。。。。    

    

彼彼彼彼らはらはらはらは人間人間人間人間をををを前進前進前進前進させたさせたさせたさせた。。。。    

    

彼彼彼彼らはらはらはらはクレージークレージークレージークレージーとととと言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは彼彼彼彼らをらをらをらを天才天才天才天才だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

    

自分自分自分自分がががが世界世界世界世界をををを変変変変えられるとえられるとえられるとえられると、、、、本気本気本気本気でででで信信信信じるじるじるじる人人人人たちこそがたちこそがたちこそがたちこそが本当本当本当本当にににに世界世界世界世界をををを変変変変えているのだからえているのだからえているのだからえているのだから........    

『Think Different』 

AppleAppleAppleApple    
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iphoneiphoneiphoneiphoneiphoneiphoneiphoneiphone世界世界世界世界世界世界世界世界でのでのでのでのでのでのでのでの売売売売売売売売りりりりりりりり上上上上上上上上げげげげげげげげ        
2008200820082008年年年年7777月月月月～～～～    日本日本日本日本をををを始始始始めめめめ22222222のののの国国国国、、、、地域地域地域地域                    8888月月月月～～～～    インドインドインドインドなどなどなどなど20202020カカカカ国国国国でででで発売発売発売発売    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ 60万台 

日本 ７万台 

ドイツ 6万9千台 

フランス 6万7千台 

イギリス 2万9千台 

スペイン 5万5千台 

発売発売発売発売からからからから3333日日日日でででで100100100100万台売万台売万台売万台売りりりり上上上上げげげげ！！！！    

内訳内訳内訳内訳    

しかししかししかししかし，，，，売売売売りりりり上上上上げげげげ上位上位上位上位6666カカカカ国国国国でででで9999割割割割をををを占占占占めるめるめるめる…    

競合競合  市場市場  

自社自社  
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