
    

CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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戦略的競争優位性戦略的競争優位性戦略的競争優位性戦略的競争優位性戦略的競争優位性戦略的競争優位性戦略的競争優位性戦略的競争優位性        
        

――――――――AppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleののののののののスティーブスティーブスティーブスティーブ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ジョブズジョブズジョブズジョブズのののののののの事例事例事例事例事例事例事例事例をををををををを中心中心中心中心中心中心中心中心としてとしてとしてとしてとしてとしてとしてとして――――――――        
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            徐誠敏徐誠敏徐誠敏徐誠敏のののの企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランド・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント戦略論戦略論戦略論戦略論のののの研究室研究室研究室研究室    



    

    徐誠敏徐誠敏徐誠敏徐誠敏のののの著書著書著書著書((((2010201020102010年年年年10101010月月月月))))    
 



    

    徐誠敏徐誠敏徐誠敏徐誠敏のののの著書著書著書著書((((2010201020102010年年年年10101010月月月月))))    
Corporate Brand Management    



    

        図図図図1111    本本本本書書書書のののの全体的全体的全体的全体的なななな分析視角分析視角分析視角分析視角ののののDFDFDFDF    
DDDDiamondiamondiamondiamond    FFFFrameworkrameworkrameworkramework    

表層的表層的表層的表層的ななななBMBMBMBM＝＝＝＝PBMPBMPBMPBM    
狭義狭義狭義狭義のののの意味意味意味意味としてのとしてのとしてのとしてのBMBMBMBM論論論論    
BMBMBMBM競争力競争力競争力競争力のののの源泉源泉源泉源泉：：：：PBPBPBPBとととと    
顧客顧客顧客顧客ののののBLBLBLBL，，，，ブランドブランドブランドブランド・・・・イメージイメージイメージイメージ    

IBIBIBIB    EBEBEBEB    

CEOCEOCEOCEO    

BrandBrandBrandBrand    
    

CBVCBVCBVCBV    

従来従来従来従来BMBMBMBMにににに関関関関するするするする研究研究研究研究    
中長期的中長期的中長期的中長期的ななななMMMMのののの結果論結果論結果論結果論からからからから捉捉捉捉
えられているえられているえられているえられているBMBMBMBM    

全社的全社的全社的全社的CBMCBMCBMCBMにににに関関関関するするするする研究研究研究研究    
CBVCBVCBVCBVのののの社内浸透活動社内浸透活動社内浸透活動社内浸透活動((((IBIBIBIB))))のののの
戦略的活用戦略的活用戦略的活用戦略的活用，，，，CBCBCBCBのののの求心力求心力求心力求心力    

CBMCBMCBMCBMのののの深層的深層的深層的深層的ななななメカニズムメカニズムメカニズムメカニズムのののの    
構築構築構築構築，，，，広義広義広義広義のののの意味意味意味意味としてとしてとしてとしてBMBMBMBM論論論論    
BMBMBMBM競争力競争力競争力競争力のののの源泉源泉源泉源泉：：：：CBCBCBCBとととと    
経営者経営者経営者経営者・・・・従業員従業員従業員従業員    

CBCBCBCB    PBPBPBPB    

    

SCBM    

内的要因内的要因内的要因内的要因にににに基基基基づいたづいたづいたづいた    
    

ブランドブランドブランドブランド価値創造活動価値創造活動価値創造活動価値創造活動    

外的要因外的要因外的要因外的要因にににに基基基基づいたづいたづいたづいた    
    

ブランドブランドブランドブランド価値創造活動価値創造活動価値創造活動価値創造活動    

    
株主価値株主価値株主価値株主価値，，，，従業員価値従業員価値従業員価値従業員価値    

顧客価値顧客価値顧客価値顧客価値    

    
強強強強いいいい相相相相関関関関関関関関係係係係ととととプロミスプロミスプロミスプロミス・・・・ベースベースベースベース・・・・    

    
マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントがががが前提条件前提条件前提条件前提条件となるとなるとなるとなる    

    
それらのそれらのそれらのそれらの相関関係相関関係相関関係相関関係はまだはまだはまだはまだ明明明明らかにされてらかにされてらかにされてらかにされて    
    
いないためいないためいないためいないため，，，，これはこれはこれはこれは，，，，今後今後今後今後のののの研究課題研究課題研究課題研究課題    
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                第第第第第第第第44444444章章章章章章章章        CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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戦略的競争優位戦略的競争優位戦略的競争優位戦略的競争優位戦略的競争優位戦略的競争優位戦略的競争優位戦略的競争優位((((((((目次目次目次目次目次目次目次目次))))))))        

ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに――――本本本本章章章章のののの問題問題問題問題意識意識意識意識    

ⅡⅡⅡⅡ    CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドのののの形成形成形成形成・・・・定着定着定着定着    

ⅢⅢⅢⅢ    CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドがががが革新的革新的革新的革新的なななな製品製品製品製品ブランドブランドブランドブランド((((iPodiPodiPodiPod))))にににに与与与与えたえたえたえた影響影響影響影響    

    1111．．．．社会的社会的社会的社会的・・・・経済的経済的経済的経済的なななな変化変化変化変化をををを市場機会市場機会市場機会市場機会としてとしてとしてとして活用活用活用活用できるできるできるできる能力能力能力能力    

    2222．．．．美的感覚美的感覚美的感覚美的感覚をををを備備備備えたえたえたえた独自独自独自独自のののの意思決定能力意思決定能力意思決定能力意思決定能力    

    3333．．．．人材起用能力人材起用能力人材起用能力人材起用能力    

    4444．「．「．「．「顧客顧客顧客顧客をををを超超超超えたえたえたえた顧客顧客顧客顧客」」」」にににに基基基基づいたづいたづいたづいたプロダクトプロダクトプロダクトプロダクト・・・・ピッカーピッカーピッカーピッカー能力能力能力能力    

ⅣⅣⅣⅣ    CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドがががが企業企業企業企業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にににに与与与与えたえたえたえた影響影響影響影響    

    1111．．．．ジョブズジョブズジョブズジョブズののののプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション能力能力能力能力をををを伴伴伴伴ったったったったコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力がががが                    

            もたらすもたらすもたらすもたらす効果効果効果効果    

    2222．．．．ジョブズジョブズジョブズジョブズのののの交渉力交渉力交渉力交渉力をををを伴伴伴伴ったったったったコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす効果効果効果効果    

    3333．．．．大大大大きなきなきなき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効果効果効果効果をををを生生生生むむむむ秘密主義秘密主義秘密主義秘密主義    

    4444．．．．CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドのののの健康問題健康問題健康問題健康問題がががが企業企業企業企業にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

ⅤⅤⅤⅤ    おわりにおわりにおわりにおわりに――――本章本章本章本章のまとめのまとめのまとめのまとめ，，，，貢献貢献貢献貢献およびおよびおよびおよび今後今後今後今後のののの研究課題研究課題研究課題研究課題    



    

     図図図図2222    企業企業企業企業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく市場市場市場市場のののの環境的変化要因環境的変化要因環境的変化要因環境的変化要因    

Corporate Brand ManagementCorporate Brand ManagementCorporate Brand ManagementCorporate Brand Management    

①①①①企業間企業間企業間企業間のののの技術技術技術技術のののの陳腐化陳腐化陳腐化陳腐化へのへのへのへの    

                進展進展進展進展とととと技術技術技術技術のののの平準化平準化平準化平準化    

    

②②②②ITITITIT技術技術技術技術のののの進歩進歩進歩進歩とととと市場市場市場市場のののの    

            成熟化成熟化成熟化成熟化などによるなどによるなどによるなどによるPLCPLCPLCPLCのののの    

            短縮化短縮化短縮化短縮化とととと消費者消費者消費者消費者ののののニーズニーズニーズニーズ    

            のののの多様化多様化多様化多様化，，，，コモディティコモディティコモディティコモディティ化化化化    

    
③③③③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よるによるによるによる    

    
企業間企業間企業間企業間のののの体力消耗戦体力消耗戦体力消耗戦体力消耗戦    

⑥⑥⑥⑥外部外部外部外部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のののの    
                    
                価値決定要因価値決定要因価値決定要因価値決定要因のののの変化変化変化変化    

 

    

⑤⑤⑤⑤経営者経営者経営者経営者とととと従業員従業員従業員従業員のののの倫理観倫理観倫理観倫理観                

            のののの欠如欠如欠如欠如とととと標準作業遵守標準作業遵守標準作業遵守標準作業遵守のののの            

                違反違反違反違反によるによるによるによる企業企業企業企業のののの不祥事不祥事不祥事不祥事    

④④④④連結経営中心主義連結経営中心主義連結経営中心主義連結経営中心主義へのへのへのへの移行移行移行移行    

    

現代企業現代企業現代企業現代企業    



    

       図図図図3333    CBMCBMCBMCBMのののの重要性重要性重要性重要性をををを高高高高めるめるめるめる環境的要因環境的要因環境的要因環境的要因    
CBMCBMCBMCBM    

    

ⅰⅰⅰⅰ資本市場資本市場資本市場資本市場のののの重要性重要性重要性重要性のののの向上向上向上向上    
    

    

ⅰⅰⅰⅰ資本市場資本市場資本市場資本市場のののの重要性重要性重要性重要性のののの向上向上向上向上    
    

    
ⅱⅱⅱⅱ優優優優れたれたれたれた人材人材人材人材    

    
のののの確保確保確保確保    

    
ⅱⅱⅱⅱ優優優優れたれたれたれた人材人材人材人材    

    
のののの確保確保確保確保    

    
ⅲⅲⅲⅲブランドブランドブランドブランド間間間間のののの相乗相乗相乗相乗    

    
効果効果効果効果のののの創造創造創造創造    

    
ⅲⅲⅲⅲブランドブランドブランドブランド間間間間のののの相乗相乗相乗相乗    

    
効果効果効果効果のののの創造創造創造創造    

    
ⅴⅴⅴⅴ多国籍企業多国籍企業多国籍企業多国籍企業のののの諸活動諸活動諸活動諸活動のののの    
    
一貫性一貫性一貫性一貫性とととと効率性効率性効率性効率性をををを高高高高めるめるめるめる方法方法方法方法    

    
ⅴⅴⅴⅴ多国籍企業多国籍企業多国籍企業多国籍企業のののの諸活動諸活動諸活動諸活動のののの    
    
一貫性一貫性一貫性一貫性とととと効率性効率性効率性効率性をををを高高高高めるめるめるめる方法方法方法方法    

    
ⅵⅵⅵⅵ透明性透明性透明性透明性にににに関関関関わるわるわるわる    
        
                需要向上需要向上需要向上需要向上のののの対応対応対応対応    

    
ⅵⅵⅵⅵ透明性透明性透明性透明性にににに関関関関わるわるわるわる    
        
                需要向上需要向上需要向上需要向上のののの対応対応対応対応    

    

ⅶⅶⅶⅶ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近視眼近視眼近視眼近視眼    
    

ⅶⅶⅶⅶ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近視眼近視眼近視眼近視眼    

ⅷⅷⅷⅷ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概念概念概念概念のののの拡大拡大拡大拡大    ⅷⅷⅷⅷ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概念概念概念概念のののの拡大拡大拡大拡大    

    
ⅳⅳⅳⅳバランスバランスバランスバランス・・・・スコアスコアスコアスコアにおけるにおけるにおけるにおけるCBVCBVCBVCBVのののの割合割合割合割合のののの増加増加増加増加    

    
ⅳⅳⅳⅳバランスバランスバランスバランス・・・・スコアスコアスコアスコアにおけるにおけるにおけるにおけるCBVCBVCBVCBVのののの割合割合割合割合のののの増加増加増加増加    

    

CBMCBMCBMCBM    



    

    年代別年代別年代別年代別におけるにおけるにおけるにおけるCBCBCBCBととととCBMCBMCBMCBMにににに関関関関するするするする研究研究研究研究    
【【【【2000200020002000年代年代年代年代    】】】】    

Aaker(2004a，，，，2004b)，，，，Anisimova(2007)，，，，Argenti and Druckenmiller(2004)，，，，Balmer(1995，，，，2001a，，，，    

2001 b，，，，2001c，，，，2003，，，，2005)，，，，Balmer and Gray(2003)，，，，Balmer and Greyser(2003，，，，2006)，，，，Balmer,     
Greyser and Urde(2006)，，，，Balmer and Liao(2007)，，，，Becker, Sims and Schoss(2003)，，，，Bernstein(2003)，，，，    

Bickerton(2000)，，，，Blombäck and Axelsson(2007)，，，，Booker(2002)，，，， Burghausen(2001)，，，，Burghausen and     
Fan，，，，2002，，，，Burt and Sparks(2002)，，，，Cheverton(2002)，，，，Daffey and Abratt(2002)，，，，Daly and     

Moloney(2004)，，，，Davies and Chun(2002)，，，，Donavan, Janda and Suh(2006)，，，，de Chernatony(2002)，，，，de     
Chernatony and Harris(2000)，，，，Einwiller and Will(2002)，，，，Eppler and Will(2001)，，，，伊藤伊藤伊藤伊藤a(2000，，，，2001，，，，    

2003)，，，，伊藤伊藤伊藤伊藤b(2001)，，，，Forman and Argenti(2005)，，，，Gotsi and Andriopoulos，，，，2007，，，，Gray and     
Balmer(2001)，，，，Gregory(2001)，，，，Gregory(2004)，，，，Greyser, Balmer and Urde(2006)，，，，Griffin(2002)，，，，    

Gylling and Lindberg-Repo(2006)，，，，Hallawell，，，，(1999)，，，，Hansen and Christensen(2007)，，，，Harris and de     
Chernatony(2001)，，，，Hatch and Schultz(2001，，，，2003a，，，，2003b，，，，2008)，，，，Hatch, Antorini and Csaba(2005)    

，，，，He and Balmer(2006)，，，，Hulberg，，，，2006；；；；Ind(2004)，，，，Inskip(2004)，，，，Jaworski and Fosher(2003)，，，，    

Kapferer(2000，，，，2002)，，，，Kay(2006)，，，，Keller(2000)，，，，Keller and Richey(2006)，，，，金金金金(2006)，，，，Knox and     
Bickerton(2003)小林小林小林小林(2001)，，，，湖内湖内湖内湖内(2005)，，，，Kowalczyk and Pawlish(2002)，，，，Kunde(2002)，，，，Laforet and     
Saunders(2005)，，，，Leitch and Richardson(2003)，，，，Lindstrom(2001)，，，，Martenson(2007)，，，，Melewar and     

Walker(2003)，，，，Merrilees and Fry(2002)，，，，Morsing(2006)，，，，Morsing and Kristensen(2001)，，，，    

Muzellec(2006)，，，，Muzellec and Lambkin(2006)，，，，奥田奥田奥田奥田(2006)，，，，Olins( 2000)，，，，Papasolomou and     
Vrontis(2006a，，，，2006b)，，，，Pitt，，，， Watson，，，， Berthon and Wynn(2006)，，，，Palazzo and Basu(2007)，，，，Rode     
and Vallaster(2005)，，，，桜井桜井桜井桜井(2009)，，，，佐藤佐藤佐藤佐藤(2003)，，，，Schoenfelder and Harris(2004)，，，，Schultz，，，，Antorini and     
Csaba(2005)，，，，Schultz and de Chernatony(2002)，，，，Schultz，，，，Hatch and Larsen(2000)，，，，Schultz and     

Kitchen(2004)，，，，Sichtmann(2007)，，，，Simoes and Dibb(2001)，，，，Spears, Brown and Dacin(2006)，，，，Souiden,     
Kassim and Hong(2006)，，，，Supphellen and Nysveen(2001)，，，，Stuart and Jones(2004)，，，，塩崎塩崎塩崎塩崎(2002)，，，，陶山陶山陶山陶山・・・・    

梅本梅本梅本梅本(2000)，，，，徐徐徐徐(2007a，，，，2007b，，，，2008a，，，，2008b)，，，，田中田中田中田中(2002)，，，，Tarnovskaya，，，， Elg and Burt(2008)，，，，    

Tollin(2007)，，，，Trueman, Klemm and Giroud(2004)，，，，Uggla(2006)，，，，Upshaw and Earle(2000)，，，，    

Urde(2003)，，，，Vallaster and de Chernatony(2006)，，，，van Riel(2002)，，，，van Riel and van Bruggen(2002)，，，，     
Wheeler, Richey, Tokkman and Sablynski(2006)，，，，Yu Xie and Boggs(2006)        
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ        本本本本本本本本章章章章章章章章のののののののの問題意識問題意識問題意識問題意識問題意識問題意識問題意識問題意識        
    

    

    

• 今日今日今日今日のようなのようなのようなのような現代企業現代企業現代企業現代企業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく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環境市場環境市場環境市場環境

のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな変化要因変化要因変化要因変化要因やややや問題問題問題問題などをなどをなどをなどを戦略的戦略的戦略的戦略的かつかつかつかつ組織的組織的組織的組織的にににに対処対処対処対処しししし

つつつつつつつつ，，，，持続的持続的持続的持続的なななな成長成長成長成長をををを果果果果たすためにたすためにたすためにたすために，，，，企業企業企業企業はははは，，，，自社独自自社独自自社独自自社独自のののの企業企業企業企業

ブランドブランドブランドブランド価値価値価値価値をををを向上向上向上向上させさせさせさせ，，，，よりよりよりより効果的効果的効果的効果的かつかつかつかつ戦略的戦略的戦略的戦略的なななな企業企業企業企業ブランブランブランブラン

ドドドド・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントをををを行行行行うううう一環一環一環一環としてとしてとしてとして，，，，CEOCEOCEOCEOののののパーソナルパーソナルパーソナルパーソナル・・・・ブランドブランドブランドブランド化化化化

にににに注目注目注目注目しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない．．．．    

    



    

CEOCEOCEOCEO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    
    

    

    

    CEOCEOCEOCEO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CEOCEOCEOCEOがががが有有有有するするするする卓越卓越卓越卓越したしたしたした資質資質資質資質とととと能力能力能力能力，，，，とととと
りわけりわけりわけりわけリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップととととコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力をををを発揮発揮発揮発揮しししし，，，，実質的実質的実質的実質的
なななな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にににに大大大大いにいにいにいに貢献貢献貢献貢献したしたしたした結果結果結果結果，，，，競合他社競合他社競合他社競合他社とととと異異異異なるなるなるなる自自自自
社独自社独自社独自社独自ののののCBCBCBCBのののの差別的差別的差別的差別的なななな優位性優位性優位性優位性をををを生生生生みみみみ出出出出すとすとすとすと同時同時同時同時にににに，，，，組織内部組織内部組織内部組織内部
とととと外部外部外部外部のののの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さまざまなにさまざまなにさまざまなにさまざまな側面側面側面側面においてにおいてにおいてにおいて多大多大多大多大なななな影影影影
響響響響をををを与与与与えることによりえることによりえることによりえることにより，，，，一種一種一種一種ののののパーソナルパーソナルパーソナルパーソナル・・・・ブランドブランドブランドブランドとしてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割
をををを果果果果たすたすたすたす企業企業企業企業のののの最高経営者最高経営者最高経営者最高経営者」」」」をををを指指指指すすすす．．．．        
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    代表的代表的代表的代表的ななななCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    ⅠⅠⅠⅠ    
AppleAppleAppleAppleのののの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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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    
 



    

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        
iPhoneiPhoneiPhoneiPhone    & & & & iPadiPadiPadiPad    



    

    代表的代表的代表的代表的ななななCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    ⅡⅡⅡⅡ    
    



    

        代表的代表的代表的代表的ななななCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    ⅢⅢⅢⅢ    
 



    

代表的代表的代表的代表的ななななCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    ⅣⅣⅣⅣ    
 



    

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドのののの重要性重要性重要性重要性    

    

    

• CEOCEOCEOCEOがががが有有有有するするするする類稀類稀類稀類稀なななな資質資質資質資質とととと能力能力能力能力をををを発揮発揮発揮発揮しししし，，，，自社自社自社自社のののの実質的実質的実質的実質的なななな企業企業企業企業

価値向上価値向上価値向上価値向上にににに大大大大いにいにいにいに貢献貢献貢献貢献したしたしたした結果結果結果結果，，，，組織内部組織内部組織内部組織内部とととと外部外部外部外部ののののステークホステークホステークホステークホ

ルダールダールダールダーのののの認識構造認識構造認識構造認識構造においてにおいてにおいてにおいてCEOCEOCEOCEOとしてのとしてのとしてのとしてのパーソナルパーソナルパーソナルパーソナル・・・・ブランドブランドブランドブランドがががが

形成形成形成形成・・・・定着定着定着定着するとするとするとすると，，，，好好好好ましいましいましいましい企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランドのののの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やややや企業企業企業企業

ブランドブランドブランドブランドのののの選好度選好度選好度選好度にににに多大多大多大多大なななな影響影響影響影響をををを与与与与えるとえるとえるとえると同時同時同時同時にににに，，，，製品製品製品製品ブランドブランドブランドブランド

のののの購買意欲購買意欲購買意欲購買意欲をををを間接的間接的間接的間接的にににに促促促促すことができるすことができるすことができるすことができる．．．．したがってしたがってしたがってしたがって，，，，CEOCEOCEOCEOブラブラブラブラ

ンドンドンドンドとととと企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランド，，，，製品製品製品製品ブランドブランドブランドブランドはははは，，，，相互相互相互相互にににに深深深深いいいい相関関係相関関係相関関係相関関係があがあがあがあ

るとるとるとると言言言言えるえるえるえる．．．．    
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            図図図図図図図図44444444        CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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ががががががが重要視重要視重要視重要視重要視重要視重要視重要視されるされるされるされるされるされるされるされる環境的要因環境的要因環境的要因環境的要因環境的要因環境的要因環境的要因環境的要因        

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    

    

CEOCEOCEOCEO    

ブランドブランドブランドブランド    

    

CEOCEOCEOCEO    

ブランドブランドブランドブランド    

優優優優れたれたれたれた人材人材人材人材のののの確保確保確保確保    

ますますますますますますますます薄薄薄薄れつつあるれつつあるれつつあるれつつある    

従業員従業員従業員従業員のののの帰属意識帰属意識帰属意識帰属意識ととととトップトップトップトップ

ののののリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップのののの不在不在不在不在    

CEOCEOCEOCEOののののパーソナルパーソナルパーソナルパーソナル・・・・ブランドブランドブランドブランド    

価値価値価値価値についてのについてのについてのについての株式市場株式市場株式市場株式市場    

からのからのからのからの高高高高いいいい評価評価評価評価    

続発続発続発続発するするするする企業企業企業企業のののの不祥事不祥事不祥事不祥事によるによるによるによる    

顧客顧客顧客顧客・・・・消費者消費者消費者消費者ののののCBCBCBCBにににに対対対対するするするする不信感不信感不信感不信感    

顧客顧客顧客顧客・・・・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使用価値使用価値使用価値使用価値

重視重視重視重視からからからからブランドブランドブランドブランドのののの持持持持つつつつ記号価記号価記号価記号価

値重視値重視値重視値重視へのへのへのへの変化変化変化変化    
        

        

    

以前以前以前以前よりよりよりより弱弱弱弱まりつつあるまりつつあるまりつつあるまりつつある    

企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランドのののの差別化差別化差別化差別化とととと選好度選好度選好度選好度    

戦略戦略戦略戦略をををを実行実行実行実行できるできるできるできる力量力量力量力量をををを備備備備えたえたえたえた

優秀優秀優秀優秀なななな人材人材人材人材ととととリーダーリーダーリーダーリーダーのののの不足不足不足不足にににに    

よるよるよるよる成長成長成長成長のののの停滞停滞停滞停滞    

        

    



    

    図図図図5555    ブランドブランドブランドブランド論論論論のののの研究研究研究研究におけるにおけるにおけるにおけるCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドのののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

                CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    

CCCC    

長期的長期的長期的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のののの結果結果結果結果，，，，統合的認識統合的認識統合的認識統合的認識，，，，

ブランドブランドブランドブランド・・・・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，，，，BEBEBEBE論論論論    

時間    

管管管管
理理理理
階階階階
層層層層    

AAAA    

古典的古典的古典的古典的ブランドブランドブランドブランド論単論単論単論単

純純純純なななな製品差別化製品差別化製品差別化製品差別化のののの重重重重

視視視視((((広告広告広告広告，，，，品質品質品質品質，，，，パッパッパッパッ

ケージケージケージケージなどなどなどなど))))    

BBBB    
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・・・・ミックスミックスミックスミックス手段手段手段手段，，，，BLBLBLBL論論論論，，，，識別識別識別識別

性性性性････品質品質品質品質のののの信頼性信頼性信頼性信頼性からからからからシンボルシンボルシンボルシンボル性性性性へへへへ    

DDDD    
長期的長期的長期的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のののの起点起点起点起点，，，，統合的認識統合的認識統合的認識統合的認識，，，，    

BIBIBIBI論論論論ブランドブランドブランドブランドのあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿，，，，イメージイメージイメージイメージ中心中心中心中心ののののCBCBCBCB論論論論のののの浮上浮上浮上浮上    

EEEE    

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの起点起点起点起点，，，，統合的認識統合的認識統合的認識統合的認識，，，，知識創造論知識創造論知識創造論知識創造論とととと資源資源資源資源ベースベースベースベース論論論論にににに    

基基基基づいたづいたづいたづいたCBCBCBCB論論論論，，，，全社的視点全社的視点全社的視点全社的視点にににに基基基基づいたづいたづいたづいたCBMCBMCBMCBM論論論論    

CBMCBMCBMCBM    

PBMPBMPBMPBM    

FFFF    

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの起点起点起点起点，，，，CBCBCBCBのののの求心力求心力求心力求心力    

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド論論論論    

                1910191019101910----1950195019501950年代年代年代年代        1950195019501950----1986198619861986年代年代年代年代        1988198819881988年代年代年代年代からからからから1990199019901990年代初頭年代初頭年代初頭年代初頭からからからから1995199519951995年代半年代半年代半年代半ばからばからばからばから2000200020002000年代初頭年代初頭年代初頭年代初頭----現在現在現在現在    
    



    

2222度目度目度目度目のののの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．．．．    

AppleAppleAppleApple    



    

革新的革新的革新的革新的ななななCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    

    

• ジョブズジョブズジョブズジョブズはははは，，，，上記上記上記上記のののの制約条件制約条件制約条件制約条件をををを克服克服克服克服するにとどまらずするにとどまらずするにとどまらずするにとどまらず，，，，それらをそれらをそれらをそれらを新新新新たなたなたなたな

ビジネスビジネスビジネスビジネス・・・・チャンスチャンスチャンスチャンスへとへとへとへと転化転化転化転化するためにするためにするためにするために，，，，革新的新製品革新的新製品革新的新製品革新的新製品・・・・サービスサービスサービスサービスをををを

次次次次々々々々とととと生生生生みみみみ出出出出すことですことですことですことで，，，，経営危機経営危機経営危機経営危機にににに陥陥陥陥っていたっていたっていたっていたAppleAppleAppleAppleをををを急成長急成長急成長急成長させたさせたさせたさせた．．．．

したがってしたがってしたがってしたがって，，，，ジョブズジョブズジョブズジョブズはははは，，，，革新的革新的革新的革新的かつかつかつかつ創造的創造的創造的創造的企業者企業者企業者企業者((((Creative and Creative and Creative and Creative and 

Innovative EntrepreneurshipInnovative EntrepreneurshipInnovative EntrepreneurshipInnovative Entrepreneurship))))またはまたはまたはまたは経営者経営者経営者経営者でありでありでありであり，，，，さらにさらにさらにさらに本本本本書書書書のののの

視点視点視点視点からからからから言言言言いいいい換換換換えるとえるとえるとえると，，，，創造的創造的創造的創造的かつかつかつかつ革新的革新的革新的革新的ななななCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドであるとであるとであるとであると    

        言言言言えるえるえるえる．．．．    

    

• CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドはははは、、、、企業者活動企業者活動企業者活動企業者活動のののの積極的積極的積極的積極的でででで主体的主体的主体的主体的なななな役割役割役割役割，，，，そのそのそのその創造性創造性創造性創造性，，，，

革新性革新性革新性革新性のののの成果成果成果成果によりによりによりにより、、、、組織内部組織内部組織内部組織内部とととと外部外部外部外部においてにおいてにおいてにおいて構築構築構築構築・・・・強化強化強化強化されるされるされるされる。。。。    
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                CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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((((((((スティーブスティーブスティーブスティーブ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ジョブズジョブズジョブズジョブズ))))))))のののののののの現在現在現在現在現在現在現在現在ののののののののポジションポジションポジションポジションポジションポジションポジションポジション        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョブズジョブズジョブズジョブズのののの現在現在現在現在ののののポジションポジションポジションポジション    

    

    

「「「「過去過去過去過去10101010年年年年でででで最高最高最高最高ののののCEOCEOCEOCEO」」」」    

本本本本書書書書でのでのでのでの位置位置位置位置づけづけづけづけ：：：：    

最最最最もももも創造的創造的創造的創造的かつかつかつかつ革新的革新的革新的革新的なななな    

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    



    25 

本本本本本本本本章章章章章章章章のののののののの目的目的目的目的目的目的目的目的およびおよびおよびおよびおよびおよびおよびおよび方法方法方法方法方法方法方法方法        
 

    

    

    

• 本本本本章章章章のののの目的目的目的目的はははは，，，，近年急成長近年急成長近年急成長近年急成長をををを成成成成しししし遂遂遂遂げげげげ，，，，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においにおいにおい

てててて企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランドとととと製品製品製品製品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がきわめてがきわめてがきわめてがきわめて高高高高いいいい

AppleAppleAppleAppleのののの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のののの事例事例事例事例をををを通通通通じてじてじてじて，，，，CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドもももも    

        企業企業企業企業のののの持続的持続的持続的持続的競争優位競争優位競争優位競争優位のののの源泉源泉源泉源泉となることをとなることをとなることをとなることを明明明明らかにすることでらかにすることでらかにすることでらかにすることで

あるあるあるある．．．．    
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                図図図図図図図図66666666        CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO・・・・・・・・企業企業企業企業企業企業企業企業・・・・・・・・製品製品製品製品製品製品製品製品間間間間間間間間のののののののの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創造価値創造価値創造価値創造価値創造価値創造価値創造価値創造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        

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    

    

    

3333者者者者間間間間のののの正正正正のののの相関関係相関関係相関関係相関関係    
    

CBVCBVCBVCBVのののの向上向上向上向上    
強強強強いいいい相相相相関関関関関関関関係係係係ととととプロミスプロミスプロミスプロミス・・・・ベースベースベースベース・・・・    

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントがががが前提条件前提条件前提条件前提条件となるとなるとなるとなる    

内的影響内的影響内的影響内的影響    外的影響外的影響外的影響外的影響    

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    

CBCBCBCB    PBPBPBPB    

SCBMSCBMSCBMSCBM    
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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よりよりよりより作成作成作成作成））））    

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 
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AppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleのののののののの企業企業企業企業企業企業企業企業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 DifferentThink DifferentThink DifferentThink Different』』』』    



    

Think DifferentThink DifferentThink DifferentThink Different    
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                        図図図図図図図図77777777        ジョブズジョブズジョブズジョブズジョブズジョブズジョブズジョブズのののののののの戦略的意図戦略的意図戦略的意図戦略的意図戦略的意図戦略的意図戦略的意図戦略的意図((((((((「「「「「「「「Think differentThink differentThink differentThink differentThink differentThink differentThink differentThink different」」」」」」」」))))))))にににににににに基基基基基基基基づいたづいたづいたづいたづいたづいたづいたづいた広告広告広告広告広告広告広告広告キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののののののの効果効果効果効果効果効果効果効果        

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    

    
    

    

全従業員全従業員全従業員全従業員のののの意識改革意識改革意識改革意識改革をををを引引引引きききき起起起起こすとこすとこすとこすと同同同同

時時時時にににに，，，，創造性創造性創造性創造性やややや独創性独創性独創性独創性，，，，革新性革新性革新性革新性のののの高高高高いいいい

AppleAppleAppleAppleらしいらしいらしいらしいCBCBCBCBをををを構築構築構築構築・・・・強化強化強化強化させるさせるさせるさせる．．．．    

内的効果内的効果内的効果内的効果    

再再再再びびびび，，，，AppleAppleAppleAppleにににに対対対対するするするする顧客顧客顧客顧客のののの高高高高いいいいBLBLBLBLをををを

再再再再構築構築構築構築・・・・強化強化強化強化することですることですることですることで，，，，独創性独創性独創性独創性とととと革革革革

新性新性新性新性のののの高高高高いいいいCBCBCBCBイメージイメージイメージイメージをををを向上向上向上向上させるさせるさせるさせる．．．．    

外的効果外的効果外的効果外的効果    

    

革新的革新的革新的革新的ななななCEOCEOCEOCEO

ブランドブランドブランドブランドとととと

AppleAppleAppleAppleらしいらしいらしいらしい

CBCBCBCBのののの確立確立確立確立    

    

    

ジョブズジョブズジョブズジョブズのののの    

戦略的意図戦略的意図戦略的意図戦略的意図    

    

Think Think Think Think 

differentdifferentdifferentdifferent    

    



    31 

        ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ        図図図図図図図図88888888        CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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形成形成形成形成形成形成形成形成・・・・・・・・定着定着定着定着定着定着定着定着ののののののののプロセスプロセスプロセスプロセスプロセスプロセスプロセスプロセス    

CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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    

第第第第1111段階段階段階段階    

    

    

デジタルデジタルデジタルデジタル時代時代時代時代のののの到来到来到来到来をををを予測予測予測予測しつつしつつしつつしつつ市市市市

場場場場のののの大大大大きなきなきなきな潜在的潜在的潜在的潜在的ななななニーズニーズニーズニーズをををを知覚知覚知覚知覚しししし

創造創造創造創造することですることですることですることで，，，，CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドをををを定着定着定着定着

させるさせるさせるさせる．．．．    

2001200120012001年年年年からからからから2009200920092009年代年代年代年代にかけてにかけてにかけてにかけて    

将来将来将来将来ののののCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドとしてのとしてのとしてのとしての資質資質資質資質とととと能力能力能力能力をををを市場市場市場市場からからからから認認認認められめられめられめられ

るとるとるとると同時同時同時同時にににに，，，，そのそのそのその存在存在存在存在をををを認識認識認識認識させたさせたさせたさせた．．．．    

多才多能多才多能多才多能多才多能なななな経営者経営者経営者経営者としてのとしてのとしてのとしての能力能力能力能力がががが再再再再びびびび市場市場市場市場からからからから認認認認められめられめられめられ，，，，

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドがががが形成形成形成形成されたされたされたされた．．．．    

    

今今今今までよりまでよりまでよりまでより以上以上以上以上のののの革新的革新的革新的革新的なななな製品製品製品製品・・・・サービスサービスサービスサービスをををを生生生生みみみみ出出出出しししし，，，，経済経済経済経済

的的的的なななな価値価値価値価値だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく，，，，社会現象社会現象社会現象社会現象にまでにまでにまでにまで大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる

ことによってことによってことによってことによって，，，，革新的革新的革新的革新的ななななCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドとしてとしてとしてとして定着定着定着定着したしたしたした．．．．    

    

未来志向的未来志向的未来志向的未来志向的なななな思考思考思考思考にににに基基基基づきづきづきづきコンピューコンピューコンピューコンピュー

タタタタ業界業界業界業界にににに革命革命革命革命をををを引引引引きききき起起起起こしこしこしこし，，，，革命児革命児革命児革命児とととと

してしてしてして存在意義存在意義存在意義存在意義をををを強烈強烈強烈強烈にににに示示示示すことですことですことですことで，，，，経経経経

歴蓄積歴蓄積歴蓄積歴蓄積とととと業績業績業績業績をををを同時達成同時達成同時達成同時達成するするするする．．．．    

1970197019701970年代半年代半年代半年代半ばからばからばからばから1980198019801980年代半年代半年代半年代半ばにかけてばにかけてばにかけてばにかけて    

AppleAppleAppleApple退職後退職後退職後退職後，，，，よりよりよりより創造的創造的創造的創造的なななな活動活動活動活動をををを通通通通

してしてしてしてアニメーションアニメーションアニメーションアニメーション業界業界業界業界においてにおいてにおいてにおいて革命革命革命革命

をををを再再再再びびびび引引引引きききき起起起起こしこしこしこし，，，，CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドをををを    

獲得獲得獲得獲得するするするする．．．．    

1990199019901990年代初年代初年代初年代初めからめからめからめから1990199019901990年代半年代半年代半年代半ばにかけてばにかけてばにかけてばにかけて    

第第第第2222段階段階段階段階    

第第第第3333段階段階段階段階    
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        CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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がががががががCBCBCBCBCBCBCBCBととととととととPBPBPBPBPBPBPBPBのののののののの価値価値価値価値価値価値価値価値にににににににに与与与与与与与与えるえるえるえるえるえるえるえる影響影響影響影響影響影響影響影響        
    

    

図図図図9999    社会的社会的社会的社会的・・・・経済的経済的経済的経済的なななな変化変化変化変化をををを市場機会市場機会市場機会市場機会としてとしてとしてとして    

活用活用活用活用するするするするジョブズジョブズジョブズジョブズのののの能力能力能力能力がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす効果効果効果効果        

社会的社会的社会的社会的・・・・経済的経済的経済的経済的なななな

変化変化変化変化((((需要需要需要需要サイドサイドサイドサイド    

のののの変化変化変化変化))))    

    

    

これらのこれらのこれらのこれらの潜在的潜在的潜在的潜在的ななななニーズニーズニーズニーズ

((((変化変化変化変化))))をををを知覚知覚知覚知覚しししし創造創造創造創造できできできでき

るるるるジョブズジョブズジョブズジョブズのののの先見性先見性先見性先見性をををを通通通通しししし

てててて，，，，市場機会市場機会市場機会市場機会としてとしてとしてとして捉捉捉捉ええええ，，，，

革新的革新的革新的革新的なななな製品製品製品製品・・・・サービスサービスサービスサービスをををを

創造創造創造創造    

    

規模規模規模規模をををを拡大拡大拡大拡大することすることすることすること

によってによってによってによって，，，，企業成長企業成長企業成長企業成長をををを

促促促促しししし，，，，企業価値企業価値企業価値企業価値をををを    

向上向上向上向上させたさせたさせたさせた    
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        CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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がががががががCBCBCBCBCBCBCBCBととととととととPBPBPBPBPBPBPBPBのののののののの価値価値価値価値価値価値価値価値にににににににに与与与与与与与与えるえるえるえるえるえるえるえる影響影響影響影響影響影響影響影響        

図図図図10101010    ジョブズジョブズジョブズジョブズ独自独自独自独自ののののモノモノモノモノづくりにづくりにづくりにづくりに対対対対するするするする意思決定意思決定意思決定意思決定がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす効果効果効果効果    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図11111111    AppleAppleAppleApple独自独自独自独自ののののデザインデザインデザインデザインがもたらすがもたらすがもたらすがもたらす効果効果効果効果    

    
 

 

 

 

 

 

 

ジョブズジョブズジョブズジョブズののののモノモノモノモノづくりへのづくりへのづくりへのづくりへの独自独自独自独自のののの意思決定意思決定意思決定意思決定    

‣‣‣‣何何何何をするかではなくをするかではなくをするかではなくをするかではなく，，，，何何何何をしないかをしないかをしないかをしないか，，，，顧客顧客顧客顧客のののの時間的時間的時間的時間的        

    ななななコストコストコストコストとなるとなるとなるとなる選択肢選択肢選択肢選択肢をををを減減減減らすかをらすかをらすかをらすかを決決決決めることめることめることめること．．．．    

‣‣‣‣顧客経験顧客経験顧客経験顧客経験をををを中心中心中心中心とするとするとするとする製品設計製品設計製品設計製品設計．．．．    

‣‣‣‣卓越性卓越性卓越性卓越性とととと詳細詳細詳細詳細へのこだわりをへのこだわりをへのこだわりをへのこだわりを追求追求追求追求するするするする完璧主義者完璧主義者完璧主義者完璧主義者．．．．    

‣‣‣‣綿密綿密綿密綿密なななな議論議論議論議論をををを通通通通したしたしたした1000100010001000回回回回ののののNoNoNoNo    

    

AppleAppleAppleApple独自独自独自独自ののののDPDPDPDP    

製品製品製品製品のののの操作性操作性操作性操作性をををを向上向上向上向上ささささ

せることによってせることによってせることによってせることによって，，，，ユーユーユーユー

ザビリティザビリティザビリティザビリティ((((使使使使いやすさいやすさいやすさいやすさ))))とととと

シンプルシンプルシンプルシンプルさをさをさをさを向上向上向上向上させたさせたさせたさせた

工業工業工業工業デザインデザインデザインデザイン    

    

顧客顧客顧客顧客のののの

満足満足満足満足とととと

価値価値価値価値のののの

向上向上向上向上    

競合他社競合他社競合他社競合他社とととと異異異異なるなるなるなる自社独自社独自社独自社独

自自自自ののののデザインデザインデザインデザインがががが市場価値市場価値市場価値市場価値    

としてとしてとしてとして認認認認められるとめられるとめられるとめられると    

    

競合他社競合他社競合他社競合他社のののの製品製品製品製品のののの購買行動購買行動購買行動購買行動

をををを妨妨妨妨げるげるげるげる障壁障壁障壁障壁となりとなりとなりとなり，，，，PBPBPBPBのののの

知覚品質知覚品質知覚品質知覚品質をををを向上向上向上向上させるさせるさせるさせる    

    

 

    

    

CBCBCBCBのののの存在存在存在存在    

    

価値価値価値価値のののの確立確立確立確立    
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              CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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がががががががCBCBCBCBCBCBCBCBととととととととPBPBPBPBPBPBPBPBのののののののの価値価値価値価値価値価値価値価値にににににににに与与与与与与与与えるえるえるえるえるえるえるえる影響影響影響影響影響影響影響影響        

    

    

    

    

図図図図12121212    ジョブズジョブズジョブズジョブズのののの人材起用能力人材起用能力人材起用能力人材起用能力がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす効果効果効果効果        

ジョブズジョブズジョブズジョブズのののの適材適所適材適所適材適所適材適所のののの人材起用能力人材起用能力人材起用能力人材起用能力    

    

・・・・少数精鋭少数精鋭少数精鋭少数精鋭ののののエリートエリートエリートエリート・・・・チームチームチームチームのののの主義主義主義主義へへへへ    

    のののの固執固執固執固執    

・・・・高高高高いいいい目標目標目標目標のののの設定設定設定設定によりによりによりにより，，，，創造的創造的創造的創造的ななななパーパーパーパー        

    トナートナートナートナーのののの仕事仕事仕事仕事にににに対対対対するするするするモチベーションモチベーションモチベーションモチベーション        

    をををを高高高高めめめめ，，，，彼彼彼彼らのらのらのらの長所長所長所長所とととと潜在能力潜在能力潜在能力潜在能力までまでまでまで    

    引引引引きききき出出出出すすすす    

    

創造的創造的創造的創造的ななななパートパートパートパート

ナーナーナーナーたちのたちのたちのたちの技術技術技術技術    

能力能力能力能力のののの向上向上向上向上によるによるによるによる

革新的革新的革新的革新的なななな    

製品製品製品製品のののの創造創造創造創造    

        

 

    

既存顧客既存顧客既存顧客既存顧客のののの    

維持維持維持維持とととと新規新規新規新規    

顧客顧客顧客顧客のののの    

創造創造創造創造・・・・拡大拡大拡大拡大    
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          CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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がががががががCBCBCBCBCBCBCBCBととととととととPBPBPBPBPBPBPBPBのののののののの価値価値価値価値価値価値価値価値にににににににに与与与与与与与与えるえるえるえるえるえるえるえる影響影響影響影響影響影響影響影響        

図図図図13131313    CEOCEOCEOCEOののののコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力((((言葉力言葉力言葉力言葉力))))がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす効果効果効果効果  

    

CEOCEOCEOCEOのずばのずばのずばのずば抜抜抜抜けたけたけたけた    

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション

能力能力能力能力    

    

    

    

組織内組織内組織内組織内のののの全従業員全従業員全従業員全従業員をををを束束束束ねねねね，，，，1111つつつつ

のののの目標目標目標目標にににに方向方向方向方向づけづけづけづけ，，，，仕事仕事仕事仕事にににに対対対対すすすす

るるるるモチベーションモチベーションモチベーションモチベーションをををを向上向上向上向上させるさせるさせるさせる    

CEOCEOCEOCEO((((創業者創業者創業者創業者などをなどをなどをなどを含含含含むむむむ))))がががが有有有有すすすす

るるるる自社自社自社自社ののののCBCBCBCBにににに対対対対するするするする強強強強いいいい信信信信

念念念念・・・・哲学哲学哲学哲学のののの伝達伝達伝達伝達によってによってによってによって従業員従業員従業員従業員

ののののCBCBCBCBにににに対対対対するするするする忠誠心忠誠心忠誠心忠誠心とととと愛社心愛社心愛社心愛社心

をををを向上向上向上向上させるさせるさせるさせる    

    

企業成長企業成長企業成長企業成長のののの    

促進促進促進促進とととと企業企業企業企業    

価値価値価値価値のののの向上向上向上向上にににに

貢献貢献貢献貢献    
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            CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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がががががががCBCBCBCBCBCBCBCBととととととととPBPBPBPBPBPBPBPBのののののののの価値価値価値価値価値価値価値価値にににににににに与与与与与与与与えるえるえるえるえるえるえるえる影響影響影響影響影響影響影響影響        

    

    

    

    

図図図図14141414    ジョブズジョブズジョブズジョブズのののの「「「「顧客顧客顧客顧客をををを超超超超えたえたえたえた顧客顧客顧客顧客」」」」のののの考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づいたづいたづいたづいた    

プロダクトプロダクトプロダクトプロダクト・・・・ピッカーピッカーピッカーピッカー能力能力能力能力がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす効果効果効果効果        

    
    

「「「「顧客顧客顧客顧客をををを超超超超えたえたえたえた顧客顧客顧客顧客」」」」のののの    

考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づいたづいたづいたづいた    

「「「「プロダクトプロダクトプロダクトプロダクト・・・・ピッカーピッカーピッカーピッカー」」」」のののの能力能力能力能力    

    

    

革新的革新的革新的革新的なななな製品製品製品製品・・・・

サービスサービスサービスサービスのののの創造創造創造創造    

活動活動活動活動へのへのへのへの促進促進促進促進    

    

    

AppleAppleAppleAppleのののの実質的実質的実質的実質的

なななな企業価値企業価値企業価値企業価値のののの    

向上向上向上向上にににに大大大大いにいにいにいに    

貢献貢献貢献貢献    
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          CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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がががががががCBCBCBCBCBCBCBCBととととととととPBPBPBPBPBPBPBPBのののののののの価値価値価値価値価値価値価値価値にににににににに与与与与与与与与えるえるえるえるえるえるえるえる影響影響影響影響影響影響影響影響        

図図図図11115555    ジョブズジョブズジョブズジョブズののののプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション能力能力能力能力をををを伴伴伴伴ったったったった    

                                                        コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力((((言葉力言葉力言葉力言葉力))))がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす効果効果効果効果  

    

ジョブズジョブズジョブズジョブズのずばのずばのずばのずば抜抜抜抜けたけたけたけた    

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション    

能力能力能力能力    

    

    

    

顧客経験顧客経験顧客経験顧客経験やややや立場立場立場立場をををを重視重視重視重視しつつしつつしつつしつつ

AppleAppleAppleAppleのののの新製品新製品新製品新製品・・・・サービスサービスサービスサービスのののの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をををを向上向上向上向上させるさせるさせるさせる        

    

AppleAppleAppleApple独自独自独自独自のののの製品製品製品製品・・・・サービスサービスサービスサービス・・・・企業企業企業企業・・・・

CEOCEOCEOCEOののののブランドブランドブランドブランド価値価値価値価値とととと評判評判評判評判をいっそうをいっそうをいっそうをいっそう

向上向上向上向上させるためのさせるためのさせるためのさせるための場場場場のののの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

してしてしてして組織的組織的組織的組織的かつかつかつかつ戦略的戦略的戦略的戦略的なななな活用活用活用活用        

企業成長企業成長企業成長企業成長のののの    

促進促進促進促進とととと企業企業企業企業    

価値価値価値価値のののの向上向上向上向上

にににに貢献貢献貢献貢献    
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            CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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がががががががCBCBCBCBCBCBCBCBととととととととPBPBPBPBPBPBPBPBのののののののの価値価値価値価値価値価値価値価値にににににににに与与与与与与与与えるえるえるえるえるえるえるえる影響影響影響影響影響影響影響影響        
    

    

    

図図図図11116666    ジョブズジョブズジョブズジョブズのずばのずばのずばのずば抜抜抜抜けたけたけたけた交渉力交渉力交渉力交渉力がもたらしたがもたらしたがもたらしたがもたらした効果効果効果効果    

    

ジョブズジョブズジョブズジョブズのののの    

ずばずばずばずば抜抜抜抜けたけたけたけた    

交渉力交渉力交渉力交渉力    

    

外部外部外部外部のののの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    

    

戦略的提携戦略的提携戦略的提携戦略的提携のののの締結締結締結締結    

    

    

    

    

    

    

    

    

AppleAppleAppleAppleのののの組織組織組織組織    

活性化活性化活性化活性化とととと    

信頼性信頼性信頼性信頼性のののの    

向上向上向上向上    
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          CEOCEOCEOCEOCEOCEOCEOCEO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がががががががCBCBCBCBCBCBCBCBととととととととPBPBPBPBPBPBPBPBのののののののの価値価値価値価値価値価値価値価値にににににににに与与与与与与与与えるえるえるえるえるえるえるえる影響影響影響影響影響影響影響影響        

    

    

    

    

図図図図17171717    CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドのののの健康問題健康問題健康問題健康問題がががが企業企業企業企業にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響        
    

 

パーソナルパーソナルパーソナルパーソナル・・・・ブランドブランドブランドブランド価値価値価値価値

とととと評判評判評判評判がきわめてがきわめてがきわめてがきわめて高高高高いいいい

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のののの    

健康問題健康問題健康問題健康問題    

 

短期間短期間短期間短期間にわたってにわたってにわたってにわたって，，，，グローグローグローグロー

バルバルバルバル株式市場株式市場株式市場株式市場においてにおいてにおいてにおいて，，，，

AppleAppleAppleAppleのののの株価株価株価株価のののの暴落暴落暴落暴落    

 
 

企業企業企業企業のののの株価株価株価株価

のののの低下低下低下低下    
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おわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりに――――――――本本本本本本本本章章章章章章章章のののののののの結論結論結論結論結論結論結論結論        

図図図図11118888    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としてのとしてのとしてのとしての構成要素構成要素構成要素構成要素    

CEOCEOCEOCEO    

ブランドブランドブランドブランド    

のののの条件条件条件条件    

強力強力強力強力なななな    

リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ    

類稀類稀類稀類稀ななななコミュニコミュニコミュニコミュニ

ケーションケーションケーションケーション能力能力能力能力    

潜在的潜在的潜在的潜在的ニーズニーズニーズニーズをををを    

知覚知覚知覚知覚・・・・創造創造創造創造できるできるできるできる先見性先見性先見性先見性    

変化変化変化変化とととと危機危機危機危機へのへのへのへの俊敏俊敏俊敏俊敏かつかつかつかつ    

柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応能力対応能力対応能力対応能力    

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のののの    

提示提示提示提示とととと実行能力実行能力実行能力実行能力    

顧客顧客顧客顧客をををを超超超超えるえるえるえる顧客顧客顧客顧客のののの考考考考ええええ方方方方をををを重視重視重視重視したしたしたした    

モノモノモノモノづくりづくりづくりづくり能力能力能力能力    

執拗執拗執拗執拗なななな    

秘密主義秘密主義秘密主義秘密主義    

デザインデザインデザインデザインづくりにおけるづくりにおけるづくりにおけるづくりにおける独自独自独自独自のののの意思決定力意思決定力意思決定力意思決定力    

とととと卓越卓越卓越卓越したしたしたした美美美美的的的的感感感感覚覚覚覚    

創意性創意性創意性創意性とととと    

革新性革新性革新性革新性    

多様多様多様多様なななな経験経験経験経験からからからから生生生生みみみみ出出出出されるされるされるされる    

多面多面多面多面的的的的なななな戦略的思考力戦略的思考力戦略的思考力戦略的思考力    

適材適所適材適所適材適所適材適所のののの    

人材起用能力人材起用能力人材起用能力人材起用能力    
    

健康健康健康健康管理管理管理管理    



    41 

おわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりに――――――――本本本本本本本本章章章章章章章章のののののののの結論結論結論結論結論結論結論結論        

図図図図19191919    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ととととCBCBCBCB，，，，PBPBPBPBのののの3333者間者間者間者間のののの相互依存的相互依存的相互依存的相互依存的なななな関係図関係図関係図関係図    

革新的革新的革新的革新的ななななCBCBCBCB    革新的革新的革新的革新的PBPBPBPB    
    

        

ジョブズジョブズジョブズジョブズのののの類稀類稀類稀類稀なななな資質資質資質資質とととと能力能力能力能力    

        

        

AppleAppleAppleApple独自独自独自独自ののののCBCBCBCB，，，，PBPBPBPB，，，，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    
    

従業員従業員従業員従業員にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    
    

一貫一貫一貫一貫したしたしたした行動行動行動行動とととと信念信念信念信念のののの方向方向方向方向づけづけづけづけ

CBCBCBCBにににに対対対対するするするする忠誠心忠誠心忠誠心忠誠心・・・・愛着心愛着心愛着心愛着心のののの向上向上向上向上

士気士気士気士気ととととモチベーションモチベーションモチベーションモチベーションのののの向上向上向上向上などなどなどなど    

顧客顧客顧客顧客・・・・消費者消費者消費者消費者にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

好好好好ましいましいましいましいCBCBCBCBイメージイメージイメージイメージのののの醸成醸成醸成醸成    

PBPBPBPBのののの購買意欲購買意欲購買意欲購買意欲へのへのへのへの促進促進促進促進    

    CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドにににに対対対対するするするする長期的長期的長期的長期的なななな    

BLBLBLBLのののの向上向上向上向上などなどなどなど    

株主株主株主株主・・・・投資家投資家投資家投資家にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

好好好好ましいましいましいましいCBCBCBCBイメージイメージイメージイメージのののの醸成醸成醸成醸成    

企業企業企業企業にににに対対対対するするするする長期的長期的長期的長期的ななななBLBLBLBLのののの形成形成形成形成    

投資投資投資投資リスクリスクリスクリスクへのへのへのへの保証保証保証保証とととと長期的長期的長期的長期的なななな    

投資意欲投資意欲投資意欲投資意欲へのへのへのへの促進促進促進促進などなどなどなど    
 

        

        

    

AppleAppleAppleAppleのののの持続的持続的持続的持続的なななな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    

AppleAppleAppleAppleのののの持続持続持続持続的的的的なななな成長成長成長成長    

    

    

    



    

        図図図図20202020    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にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    

    
    

革新的革新的革新的革新的    
    

ななななPBPBPBPBのののの    
    

連続的連続的連続的連続的    
    

なななな創造創造創造創造    

    

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    

忠誠心忠誠心忠誠心忠誠心

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製製製製

品品品品のののの質質質質のののの

向上向上向上向上    

    

顧客顧客顧客顧客・・・・消消消消

費者費者費者費者のののの購購購購

買行動買行動買行動買行動へへへへ

のののの促進促進促進促進    

    
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    

    

企業企業企業企業    

価値価値価値価値    

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のののの    

再構築再構築再構築再構築・・・・    

再再再再強化強化強化強化    

革新的革新的革新的革新的    

企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランドのののの    

再構築再構築再構築再構築・・・・    

再再再再強化強化強化強化    



    43 

              図図図図図図図図2121212121212121        AppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleのののののののの戦略的戦略的戦略的戦略的戦略的戦略的戦略的戦略的CBMCBMCBMCBMCBMCBMCBMCBMのののののののの深層的深層的深層的深層的深層的深層的深層的深層的メカニズムメカニズムメカニズムメカニズムメカニズムメカニズムメカニズムメカニズム        
CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    

強強強強いいいい関係関係関係関係ととととプロミスプロミスプロミスプロミス・・・・ベースベースベースベース・・・・    

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントがががが前提条件前提条件前提条件前提条件となるとなるとなるとなる    

ジョブズジョブズジョブズジョブズCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランド    

AppleAppleAppleAppleのののの持続持続持続持続的的的的なななな    

成長成長成長成長へのへのへのへの促進促進促進促進    

内部環境内部環境内部環境内部環境におけるにおけるにおけるにおけるBMBMBMBM競争力競争力競争力競争力    外部環境外部環境外部環境外部環境におけるにおけるにおけるにおけるBMBMBMBM競争力競争力競争力競争力    

CBCBCBCB    PBPBPBPB    

    

SCBMSCBMSCBMSCBM    



    

        図図図図図図図図2222222222222222        CBVCBVCBVCBVCBVCBVCBVCBVをををををををを高高高高高高高高めるためのめるためのめるためのめるためのめるためのめるためのめるためのめるための内内内内内内内内・・・・・・・・外部環境外部環境外部環境外部環境外部環境外部環境外部環境外部環境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BMBMBMBMBMBMBMBM競争力競争力競争力競争力競争力競争力競争力競争力          

ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド型型型型BMBMBMBM競争力競争力競争力競争力    

内内内内    

部部部部    

環環環環    

境境境境    

のののの    

BBBB    

MMMM    

競競競競    

争争争争    

力力力力    
    

    
    

    
企企企企    
業業業業    
・・・・    
事事事事    
業業業業    
体体体体    
のののの    
差差差差    
別別別別    
化化化化    

外外外外    

部部部部    

環環環環    

境境境境    

のののの    

BBBB    

MMMM    

競競競競    

争争争争    

力力力力    
    

    
    
    

事事事事    
業業業業    
のののの    
製製製製    
品品品品    
・・・・    
ササササ    
｜｜｜｜    
ビビビビ    
スススス    
のののの    
差差差差    
別別別別    
化化化化    

推進推進推進推進    

支援支援支援支援    

CBVCBVCBVCBV    

CBCBCBCBをををを活性化活性化活性化活性化させるさせるさせるさせる    



    

            図図図図23232323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((((絆絆絆絆))))のののの形成形成形成形成・・・・定着定着定着定着プロセスプロセスプロセスプロセス    

Global BrandGlobal BrandGlobal BrandGlobal Brand    

    

グローバルグローバルグローバルグローバルなななな企業企業企業企業    

ブランドブランドブランドブランド確立確立確立確立    

    

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・・・・    

バリューバリューバリューバリュー・・・・プロミスプロミスプロミスプロミス    

((((関係性関係性関係性関係性((((絆絆絆絆))))のののの基盤基盤基盤基盤づくりづくりづくりづくり))))    

    

各国各国各国各国ののののスススステテテテーーーークククク    

ホホホホルダールダールダールダーのののの支援支援支援支援    

提供価値提供価値提供価値提供価値    
    

先進国先進国先進国先進国・・・・新興国新興国新興国新興国にににに適合適合適合適合したしたしたした    

グローバルグローバルグローバルグローバル製品製品製品製品ブランドブランドブランドブランドのののの    

連続的創造連続的創造連続的創造連続的創造    

期待価値期待価値期待価値期待価値    
    

持続的持続的持続的持続的なななな製品製品製品製品・・・・サービスサービスサービスサービスのののの購入購入購入購入    

顧客顧客顧客顧客によるによるによるによるコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの形成形成形成形成    

企業企業企業企業へのへのへのへの長期的長期的長期的長期的なななな投資投資投資投資のののの促進促進促進促進    

    などなどなどなど    

出所出所出所出所：：：：筆者作成筆者作成筆者作成筆者作成    



    

    本本本本章章章章のののの独自性独自性独自性独自性    

 

 

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドのののの戦略的優位性戦略的優位性戦略的優位性戦略的優位性ののののベストプラクティスベストプラクティスベストプラクティスベストプラクティス    

となるとなるとなるとなるAppleAppleAppleAppleのののの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のののの事例事例事例事例をををを戦略的戦略的戦略的戦略的    

ブランドブランドブランドブランド・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント論的論的論的論的なななな視点視点視点視点からからからから考察考察考察考察することすることすることすること    

でででで，，，，AppleAppleAppleApple自社独自自社独自自社独自自社独自ののののCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドとととと企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランド，，，，    

製品製品製品製品ブランドブランドブランドブランドのののの3333者間者間者間者間のののの相互依存的相互依存的相互依存的相互依存的なななな相関関係相関関係相関関係相関関係のののの    

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をををを提示提示提示提示したことであるしたことであるしたことであるしたことである。。。。        



    

本研究本研究本研究本研究のののの貢献貢献貢献貢献    

    

本本本本章章章章のののの貢献貢献貢献貢献はははは，，，，AppleAppleAppleAppleのののの先進的先進的先進的先進的なななな企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランド・・・・    

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントののののベストベストベストベスト・・・・プラクティスプラクティスプラクティスプラクティスのののの事例分析事例分析事例分析事例分析をををを    

通通通通してしてしてして，，，，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にににに大大大大いにいにいにいに貢献貢献貢献貢献できるできるできるできるCEOCEOCEOCEO    

ブランドブランドブランドブランドととととCBCBCBCBととととPBPBPBPB間間間間のののの相互依存的相互依存的相互依存的相互依存的なななな相関関係相関関係相関関係相関関係をををを    

示示示示すすすす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をををを解明解明解明解明することですることですることですることで，，，，今後企業今後企業今後企業今後企業がががが    

取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき戦略的戦略的戦略的戦略的かつかつかつかつ全社横断的全社横断的全社横断的全社横断的なななな企業企業企業企業ブランブランブランブラン    

ドドドド・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの深層的深層的深層的深層的ななななメカニズムメカニズムメカニズムメカニズムをををを明確明確明確明確にににに    

提示提示提示提示したことであるしたことであるしたことであるしたことである．．．．    



    48 

        おわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりに――――――――本本本本本本本本章章章章章章章章ののののののののインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ        

        

            

ジョブズジョブズジョブズジョブズはははは，「，「，「，「企業企業企業企業ののののトップトップトップトップであるであるであるであるCEOCEOCEOCEOのののの意識意識意識意識やややや行動行動行動行動がががが変変変変わわわわ    

ればればればれば，，，，組織組織組織組織のすべてがのすべてがのすべてがのすべてが変変変変わるわるわるわる」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉のののの意味意味意味意味にににに最最最最もももも相相相相    

応応応応しいしいしいしい創造的創造的創造的創造的かつかつかつかつ革新的革新的革新的革新的なななな企業家企業家企業家企業家やややや経営者経営者経営者経営者のののの1111人人人人でありでありでありであり，，，，    

それをそれをそれをそれを実践実践実践実践しししし，，，，証明証明証明証明したしたしたした革新的革新的革新的革新的ななななCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドでもあるでもあるでもあるでもある．．．．    

            



    

                おわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりに――――――――本本本本本本本本章章章章章章章章ののののののののインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーション        ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ        

        

    

したがってしたがってしたがってしたがって，，，，ジョブズジョブズジョブズジョブズはははは，，，，AppleAppleAppleAppleをををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく経営環境経営環境経営環境経営環境のののの変化変化変化変化    

をををを的確的確的確的確にににに見極見極見極見極めめめめ，，，，それにそれにそれにそれに対処対処対処対処できるできるできるできる企業戦略企業戦略企業戦略企業戦略のののの中枢中枢中枢中枢のののの    

役割役割役割役割ととととダイナミックダイナミックダイナミックダイナミック企業成長企業成長企業成長企業成長エンジンエンジンエンジンエンジンとしてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを果果果果たたたた    

しているしているしているしている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であるであるであるである。。。。 



    

        おわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりに――――――――本本本本本本本本章章章章章章章章ののののののののインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーションインプリケーション        ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ        

    

「「「「従業員従業員従業員従業員がいくらがいくらがいくらがいくら多多多多くてもくてもくてもくても，，，，結局結局結局結局，，，，企業企業企業企業のののの実績実績実績実績ははははCEOCEOCEOCEOのののの資資資資

質質質質とととと能力能力能力能力によってによってによってによって左右左右左右左右されるされるされるされる．．．．CEOCEOCEOCEOはははは，，，，企業企業企業企業がががが効率的効率的効率的効率的にににに

なるためのなるためのなるためのなるための器官器官器官器官とととと同様同様同様同様でででで，，，，アイデアアイデアアイデアアイデアとととと知識知識知識知識，，，，仕事仕事仕事仕事をををを成果成果成果成果

にににに変変変変えていくえていくえていくえていく．．．．これはこれはこれはこれは，，，，CEOCEOCEOCEOのののの能力能力能力能力によってによってによってによって，，，，成果成果成果成果のののの大大大大きききき

さがさがさがさが決決決決まるのであるまるのであるまるのであるまるのである」」」」ととととDruckerDruckerDruckerDrucker((((1973197319731973))))がががが指摘指摘指摘指摘したしたしたした意意意意

味味味味をををを証明証明証明証明したしたしたした革新的革新的革新的革新的ななななCEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドのののの1111人人人人としてとしてとしてとしてジョブジョブジョブジョブ

ズズズズがががが挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる．．．． 
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第第第第1111にににに，，，，日日日日・・・・韓韓韓韓・・・・米米米米のののの企業企業企業企業ののののCEOCEOCEOCEOをををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくくビジネスビジネスビジネスビジネスおよびおよびおよびおよび    

経営環境経営環境経営環境経営環境のののの変化変化変化変化とととと企業企業企業企業のののの業種業種業種業種とととと発展発展発展発展のののの段階段階段階段階によってによってによってによって，，，，CEOCEOCEOCEO    

ブランドブランドブランドブランドがそのがそのがそのがその企業企業企業企業ブランドブランドブランドブランドとととと製品製品製品製品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にににに与与与与えるえるえるえる    

影響度影響度影響度影響度とそのとそのとそのとその構成要素構成要素構成要素構成要素がががが異異異異なってくるなってくるなってくるなってくる．．．．    
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第第第第2222にににに，，，，属属属属するするするする会社会社会社会社ががががオーナーオーナーオーナーオーナー企業企業企業企業かかかか専門経営者専門経営者専門経営者専門経営者    

企業企業企業企業かによってかによってかによってかによって，，，，CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドのののの戦略的優位性戦略的優位性戦略的優位性戦略的優位性のののの程程程程    

度度度度やそのやそのやそのやその構成要素構成要素構成要素構成要素もももも若干異若干異若干異若干異なってくるなってくるなってくるなってくる．．．．    

 



    

本本本本本本本本章章章章章章章章のののののののの限界点限界点限界点限界点限界点限界点限界点限界点およびおよびおよびおよびおよびおよびおよびおよび課題課題課題課題課題課題課題課題        ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ        

    

    

第第第第3333にににに，，，，企業企業企業企業のののの持続的持続的持続的持続的競争優位競争優位競争優位競争優位のののの源泉源泉源泉源泉となるとなるとなるとなる    

CEOCEOCEOCEOブランドブランドブランドブランドがががが顧客顧客顧客顧客・・・・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にどのようにどのようにどのようにどのよう    

なななな影響影響影響影響をををを与与与与えるかをえるかをえるかをえるかを具現化具現化具現化具現化するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある．．．．    
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ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました！！！！    

またまたまたまた，，，，来週来週来週来週おおおお会会会会いしましょういしましょういしましょういしましょう！！！！    


