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しかし、いくら深く読んでも結蹄が出な

い局面もあると思うんですが、自分の指した

手に自信がもてるかどうかの裏づけが普段

の研究になるんですか‘，

例えばプロの狐成槻関の奨励会(注4)に

入る前の子供が何段までいくか、タイトルを

取れるかどうか、というのは私にはわからな

い‘,ところが､奨励会でも二段、三段クラス

になれば、人となりとか将棋のつくりで、も

うある程度わかるんですね。将棋の質とか、

読みの内容とか、読み方のスタイル、勝負に

対するこだわりとかがぜんぜん逸う°若いと

きはみんな自信があって当然なんですけれ

ども、将棋が強いだけで見せかけの自信は、

プロならlWj単にわかってしまいます。しかし

彼ら3人が将棋を指しているのを見ると、秘

めたる底力を感じました。ちょっと怖さを感

じたというか･･･…。
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ええ。もちろん醜み切れない局面もある。

読むことはもちろん大索ですけれども、決断

も大事ですからね。たしかに、完全主義と

いうのは基本的には勝負には不利な点もあ

ります。ただ、羽生さん、佐藤さん、森内さ

んにはそうした妥協がないですね。彼らには

｢何とかなるだろう｣というのは絶対にない。

自分が楽しちゃうと、相手も楽にさせてしま

うことが多いんですが､自分が楽しないで厳

しくいきますと相手も楽できない。タイトル

職に出るような人というのは、その辺が違い

ますね兵

､丙痢冊

－大変なイノベーションですね⑯

将棋界では昔から「これも一局、あれも一

局｣(注3)という宮い方をよくし蝶すが､そう

した言い方が消えつつあります。つまり、ど

んな場面でも最善の指し手を追究する。も

ちろん勝ちたいからなんですけれども、羽生

世代はその先に何かを置いてあるような気

がしましたね。勝利への食欲さプラス、そう

いった将棋心理のメカニズムを追究してい

く気持ちの強さが彼らの強さになっていると

思うんですね。ありきたりの言葉ですが、常

に｢問題意識｣であるとか､「いかに人と同じ

ところに視点を園かないか｣ということに関

して、若いころからすごく考えていると思う

んですね。歳下なんですけれども、そういう

姿勢にはすごく影響を受けました。
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プロセスの善し悪しが将来を左右する

－研究会を始められたころは、３人は1Ｃ

代の少年ですけど、「これは一流だ｣という

のは、どの辺で見分けがつくのですか。

コースした鋤

を、彼らは10代のころからわかっていた。職

略の立て方が繊密で、理胎めでどんどん勝

っていく。その意味で、結果的に3人で7大

タイトルのうち6つをもっていますが(注2)、

すごく自然なことのように思いますね、

ＴｈｉｎｋＩ１４Ⅷ

もちろん我々の世界も目先の1勝をしない

と話にはならないんですけれども･･･…。ただ

将棋というのは人間対人間のゲームなんで、

勝つためには実力プラス班が絶対に必要だ

一その辺については、「純粋なるもの』と

いうご本で目先の勝ち負けの先にあるもの

を見詰めている純粋さみたいなものが非常

に大耶だと杵かれていますね｡、

も
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と思いますね。全力を尽くして勝てないこと

もある。ただ、それはそれこそ目先の結果な

ので、終わってしまえば次の勝負にベストを

尽くすのが棋士の本分であり、人間の生き

方だと思うんですね。

プロである以上、結果を出すことは大蛎

ですが、きちっとプロセスを経て勝たなけれ

ば将来につながりません。羽生さん、佐藤

さん、森内さんを見ていて思うんですけれど

も、純粋に将机の木質を追究する気持ちと、

それを支える将机の払礎体力、腕みの41&硯

体力がすごいですね“

基礎体力ですか．

将棋は読みのゲームですが、あるひとつ

の局面で先の展開を幹から枝葉までいろい

ろ読んでも、そのほとんどは実戦では現れま

せん。－局の勝敗上は、ほとんどの読みは

捨てられるわけです。ある意味で、無駄です

ね。それでも、また別の展開になれば、股た

読んで、読んで……。その窯駄の綴り返し

に疲れないことが基礎体力ですけれども、

彼らは読んで報われなくても疲れない。いや

楽しんでいるんじゃないですか

スポーツの社会と違って我々の選手舞命

は結構長いですから、一発勝負ではなくて地

道な繰り返しの連続なので､｢せつない作業」
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結果よりプロセス|ここそ意味力〈ある
|，

４２１Thinkl

＝両琶

顎･齢出

F１

属q”

分揺町？

を繰り返して基礎体力をつけていくというこ

とは大訴かなと思いますね。世の中全体が

便利になっているので､「せつなさ」とか｢忍

耐｣という言葉とだんだん無縁になっている

んで大変ですが。

20代のころよりも勉強量は倍に

１０代から20代にかけてのころと同じよ

うに艦礎的なトレーニングに取り組むこと

はできますか。

私は今20代のころの倍勉強しています<

自慢するわけじゃないんですけれども、昔は

やっていなかったんです．

－才能だけで〈

いえいえ。今と遮ってまだ競争が甘かっ

たと思い喉すね。奨励会のころもそうだった

し、私が四段のころも、将棋界にあまり勉強

している雰囲気がなかったですね。もちろん

強い方はいらっしゃったんですけど、今思え

ばタイトルを争っている方の辰は薄かったと

思いますね。今は何といっても周が厚いの

で、年配者は勉強していかないと若者の梢

報収集能力には勝てない。研究熱心という

のは若い人のための言莱ではなくて、むしろ

ある年齢を過ぎてからのほうが大耶だなと

思いますね。ただ、それを続けるには、韮本

的に将棋が好きじゃないとだめですよね。

将棋界を見ていますと、谷川先生を附

くと40代以上の棋士が第一線で活躍するの

がだんだん難しくなっているような感じもし

ますが侭

そうですね。ただ、私は今、上り坂だと思

っています。昔なぜあんな弱い将棋でタイト

ル(竜王）をとれたのかわからないですね。

今のほうが明らかに強いですから。

最新の研究をしても、年間に変わるのは２

勝か3勝かもしれないんですけど、その日ご

ろのスタンスが決定的な影響を及ぼすので、

みんな研究会をやったりとか、自分ひとりで

分析する時間とか、連盟に来て夜中まで勉

強したりとか･･….。とにかくコーチのいない

世界なんで、すべてもう自分のやる気だけで

すから、私の場合でも、決定的に違うのは、

若いころより今のほうがやる気があるという

ことですね。

－研究のスタイルというか、勉強法はず

いぶん変わってきていますか．

勉強方法は1週間単位で常に悩んでいま

すね。１週間前はこれがいいと思っても、少

し経つと、また、悩んでいますね。だから、

きっとこれからも最善というのは見つからな

いでしょう。例えばパソコンで棋諾検索を始

めたころは、すごくあれが便利だったんです

けど、今はもう逆に棋諾をある程度覚えな

いということがいいことかなと思っています。
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これからの時代は真面目じゃないと生き

ていけないでしょうね。昔の対局室は、鮒の

うち雑談とかありましたが､いまは朝から緊

張感がみなぎっていて真剣味にあふれてい

ます。だから練習とかも集中力をもってやっ

ていないと、対局のときに珊神のスタミナが

もちません。
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ますます勉強に拍叩がかかって……。

先生は今年A級（注5)に復帰されたわけで

すが、ポジションというのは結桶意識され

るんですか‘，

自分の手で、自分の目でいろいろ対局を見

たり、調べたりすることのほうが今は大鞭か

なと思っていますね。

とはいっても、やっぱり気力が一稀大郡

かなと思うんですね。気力がないと頑弧れ

顔せん。僕は棋士になって22年ぐらいたつ

んですけれども、若いころは惰性で勉強して

いたような気がするんですね。それがプロに

なって22年たっても、まだ将棋に全然飽きて

いませんし、例えば次の日とか、１日勉強で

きる時間があるとすると、今でも前の夜にあ

したは何を勉強しようとか思って、もう楽し

くて寝られないんですよ。それはもう本当に

うれしいというか、ありがたいことだと思い

ますね、

【注】

注1：1985年ころ島六段城まだ奨励会員だった森

内俊之､佐藤康光の両二段を誘って始めた実職中

心の研究会。すぐに羽生善治四段が加わった(段

位はいずれも当時)。その後の研究会メンバーの大

活躍で脚光を浴び.こうしたスタイルの研究会が一

般化した｡

注2:将棋界の7大タイトルは現在､竃王･王座･棋

王を羽生善治､名人を森内俊之､棋聖･王将を佐

渡成光､王位を谷川浩司の各氏が所持している。

注3:おもに序盤から中盤にかけて､ある局1mで請

手にいくつかの迩択肢があって､その優劣が'’1つき

りしないときに使う。その後の展開は大きく変わる

城その手が勝敗には直結しないことを意味する。

注4:プロ棋士の養成婆関。プロ棋士の推薦にも

とづき通常五～六級で試験を受け､合裕した者が

入会する(アマ四段程度の板力が必要といわれて

いる)。規定によって昇級･昇段していく狐三段に

なると半隼を－期とするリーグ職があり､成輪上位

の2名が四段になり正式のプロ棋士として各棚戦

への参加を許される。

注5:名人位を争う順位識は､Ａ(10名)､Ｂ１(12名)、

B2(22名)、Ｃ１<30名)､Ｃ２(45名)の5クラスに分

かれリーグ戦で昇降組するシステムになっている(人

数は今年度のもの)。Ａ嬢リーグの偶閉計が挑戦

鯉を整褐し、７番竪負で名人位を争う里とになる句

多少あります｡というのは､私は30代後半、

ちょっと守りに入っていた気がするんです

ね。Ａ級だけ守ればぃいやという気持ちに

なっていたところが少しあるので、去年、Ｂ

級に落ちたことがすごくいい刺激になったと

いうか、つまり、また攻めに帳じられるよう

になったというのは実感しますね。逆にもし

あのまま地位だけ保ってしまっていたら、前

－でも、多かれ少なかれ、皆さんそうい

うところがないとやっていけない。
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－ビジネスの世界でも、基本的に真面目

で、素直で、努力する人がプロフェッショナ

ルとしては－器いいんだという･･･…、

プロフェッショナルであり続けるための

条件

向きな気持ちは起きなかったと思う。

加藤一二三先生とか、６０歳を超えられて

いますけど、やはり若いですよ。つまり、勝

負師というか、将棋指しは、ある年齢を超え

たら、結局、人がよくてなめられるか、うるさ

いおじさんだと思われるか、どっちかしかな

いと思うんですよ。自分は後者を目指してが

んばるしかない。なめられたら終わりなので、

若手と張り合っていきたいですね。⑭

そうですね。真面目で、素直で、努力でき

て、人柄がよくないと話にならないと思いま

すね。だから、私が勉強しているのは、今の

二段、三段の子の将棋なんです。なぜかと

いうと、彼らはプロになれるかどうかの岐路

に立っているわけですから、向上心とか切

迫砿が全然遮うんですね。安心したら終わ

りだし、人の気づかない技術、そこをいかに

早く見つけるかで、自分の寿命がすごく延び

るという感じがありますね、
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日本におけるブランドとブランディングの将来
バイヤーからブ．ランドビリーバーヘ

有名な｢フオーチユン｣のグローバル

企業トップ100には日本企業は20社が

ランクイン｡一方､｢ビジネスウイークｊ

が調査した企業ブランドトップ100に

ランクインする日本企業はわずか６

社。日本企業はブランド戦略を再考す

る必要に迫られている。

ブランドは企業のもの？

リピート購買してくれる顧客がいれ

ばブランドロイヤルティが高い？

答えはすべて否。今､必要なのはブ

ランドに関する｢マインドシフト｣、つ

まり大幅な意識変革だ。

再び役員室へ

今､ブランドは企業にとって再び凧

亜要課題となった。国内外の多数の網

査結果から､「ブランド｣が役員室に戻

ってきた事実は明らかだ。米国コンフ

ァランス・ボード(USConfe『ence

Boa『d）の調査によると、656名の国

際事業に桃わるCEOが｢顧客ロイヤル

ティの向上または保持｣を､緊急措置、

しかも、経営管理上､最重要の関心事

である｢低価格化｣の次に挙げている。

ブランドは長期間この両問題の解決策

として考えられてきたが､特に現在は

マーケティング部門の範晴だけにとど

まらず､企業のトップレベルが関心を

寄せている。

これにはもっともな理由がある。私

たちの中の少なからざる者が｢マーケ

ティング｣はブランドの期待を裏切った、

またはひいきめに見てもブランドの目

椴を達成することに役立っていないと

考えている。2000年の上半期の調査に

よれば､毎月平均500の新製品または

新ブランドが発売されている…．！

「我々メーカーは顧客ではなくむし

ろ競争に目を向けていた。そのため自

社製品にない機能を他社製品が装備す

ｈ

ると、急遥我々も同じ機能を加えてい

た｣と述べるのは、松下這信Ｔ業で取

締役を務めた経歴をもつ唐津一教授で

ある。製品開発のための技術革新およ

び新規顧客獲得による市場占有率の拡

大に重点を置くことは、結果として、

継続的に安定した謙価を実現するとい

うよりは､むしろ全く逆の現象を引き

起こしていることが多い。

従来の製品ベースモデルのブランデ

ィングは恐ろしくシンプルであり、効

果的ではない。技術部門が技術革新を
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行い、製造部門が製品を製造し、マー

ケット部門が｢ブランデイングjと広告

を行い､消費者が消費する……または

消費するとされている。日本人にとっ

て個人消費とは良い間一棚の｢義理」

であった。例えば昨年の｢ヴォーグ」

の表紙には､｢ｂｕｙｏｒｄｉｅ(買うか死ぬ

か)｣というタイトルが悲鳴を上げるか

のように踊っていた。これはこの製品

ベースモデルが機能不全であることの

表れである（図表1)。

悪名高いバブルの崩壊以来、ブラン

ディングの従来型モデルが急速に意味

をなさなくなってきているにもかかわ

らず､代替物の欠如または代瞥物を探

す企業の意思の欠如が理由で、現在で

も依然としてそれら従来型モデルが使

用されている。その間、デフレによる

価格ブレシャーや、顧客ロイヤルティ

(ブランディングとブランドという伝

統的な２つの不可欠要素からなる)の

急減は、日本におけるブランドおよび

ブランディングの概念全体が､｢マイン

ドシフト(大幅な懲剛変』''１や兄閲しを

意味する)」をいかに必要としている

かを如実に物語っている。

私たちには人とブランドの関係を学

び滴す必斐がある。この関係を再度学

ぶための唯一の方法は私たちが知って

いると思っていることをまず放粟する

ことだろう。そして、すぐにブラン

ド・オーナーシツプおよび株主価値

(シェア・ホールダーズ・バリュー)と

いう支配的観念､つまり食物連鎖のよ

うな人とブランドの関係の頂点にある

ものについて改めて学び始めよう。

まずつくる、そうすれば人は

やって来る

日本におけるブランドの大多数は、

｢フィールド，オブ・ドリームス(夢の

４６１Think

醐褒１．ヴォーグの蓉綴
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地)」の概念をもとに描築される。こ

れは｢ブランドを描築さえすれば、自

然に人はそれに惹きつけられる」とい

う考え方だ。この昔流のやり方､つま

り慣れ親しんだ卿世界は、例えばフラン

チャイズ、ターゲット、消賀省、ユー

ザー、兄込み脈客､ブランド認知はあ

るが一度も買ったことのない人､とい

った用論に表れている。これらの用語

はブランドを自分たちの生活に取り入

れてくれるかもしれない人々の妙、欲

望､恐怖といった人間的な感''１１｣を完全

に無視している。

人間に対するこの軽視を物語るの

は、創立100周年を迎えた買生堂が、

市場リーダーであるレシエンテおよび

オブティマを生藤中止し､ピエヌ(ＰＮ）

とブラウデイアを発売したことだ。失

った市場シェアの回復には、３年の年

月を要した。

これは型本的に誤った考え方に基づ

いたオーナーシッブのケースである。

ブランドやブランド構築について書か

れた記事は、自動的にブランドオーナ

ーはそのブランドを生み出し、それに

投資し、そして市場に投入した企糞で

あると仮定している。

しかしビーコンでは、真のブランド

助向

＆ノ

オーナーはそのブランドが心に息づい

ている人であると信じる．ブランドが

その人の心に息づいていないのであれ

ば､定義上それはブランドですらない。

したがってブランドはそれを情熱､信

念、そしてしばしば愛をもって受け入

れる人々によってつくられている。

このマインドシフトは国外でも起こ

っている。「ブランディング(およびブ

ランド･オーナーシッブ)は将来を見

据えることなく、表隅的に人を操作す

ることであると従来は考えられてい

た。これはステークホルダーのごく－

部である株主を中心に置いた歪んだ考

え方だ｣と、オランダのトップコンサ

ルティング企業のひとつであるメタブ

ランドのＣＥＯ、シッコ・ヴアン，ゲル

ダーは述べている。

この株主価値に対するこだわりはマ

ーケティングに著しく影響を与えてお

り、マーケティングがどのように株主

へ貢献するかを示すよう期待されるほ

どである。株主価値という概念はマー

ケティング概念でないという事実にも

かかわらずである。株主価値に焦点を

合わせることはマーケティング上の観

察眼を顧客からそらすことにすらな

る。株主価値は業績と常に相関がある
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値のある企業ブランドトッブ100とい

うリストが､同誌B月５日号に掲載され

ている（図表3)。このリストは｢強固

なブランドは売上げや収益を上昇させ

る力があるという考えが基本となって

いる。インターブランドが探ろうとし

ているのは、各ブランドがどのくらい

の上昇をもたらすのか､その上昇はど

のくらいの期間にわたって期待できる

のか､将来の収拙は現在どのくらいの

価値があるのかである。このため、コ

カ・コーラはコークの名前ゆえに、ス

プライトやゲータレードの上にランキ

ングされているのだ｣。脆くべきこと

に(あるいは儲きではないかもしれな

いが．…･･)、日本からは６ブランドのみ

がここにランキングされている。

私たちにとってブランドの桶築と

は､人々とブランドの間に成功関係を

猫築することである。ブランドは永続

的なつながりを生み出すことで、初め

て成功といえる。これは永続的なつな

がりが将来の収益を決定するからだ。

これがまさに､大多数の日本のブラン

ドが達成できない点である。

わけではない株価と同等であるとよく

勘違いされる(特に株式市場では)。こ

のおかげで、マーケティングは企業の

株価上昇や維持に巻き込まれてしま

う。｢マーケティング・ウィーク」偶iMl

の記事によると､株価は比較的消班者

にとって無関係であることを考える

と、これは相当疑問の残るトレンドだ

といえる。

「今こそブランドが(人々に対し)そ

の価値を証明し､社員やビジネスパー

トナーの道しるべとなるべきである。

そして、最終的にはブランドの{11i値を

株主に証明するときなのではないか」

とヴァン･ゲルダーは続ける。

図表２:グローバル企鍬ﾄｯブ100にランクインして
いる日本企渠
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日木は長い間その｢企業製品文化」

で知られており、付加価値や顧客への

信頼と差別化が消没者ブランドを通し

てより、むしろ企業を通して調達され

てきた(ＴＶコマーシャルの企業ロゴ

はこのためである)。ここで､日本のト

ップ企業の(グローバルな)力がどの

ようにブランドの(グローバルな)力

に匹敵するのかを見てみたい。

「フォーチュンjによると､グローバ

ル企業トップ100のうち日本企業がち

ょうど20社ランキングしている（図表

2)。ビッグビジネスとはこのことだ。

企業の過去の収益が将来の業綱予測

に役立たないことは多くの投資家が苦

慮している点である。しかしブランド

のパフォーマンスは違う｡｢ビジネスウ

ィーク』によると、「ブランドは通階、

企業の貸借対照表に含まれていない

とはいえ､企業の成功を､|‘'1断するには

新しい工場や技術革新などよりさらに

有茄である｣。インターブランドおよ

びＪＰ・モルガンチェース,アンド.カン

パニーからのデータに基づき、最も価

ビッグ，ビジネス、リトルフ．ランド

3２日立 0９

8１パナソニツク

日本生命保険６３.８

ソニー６０．６

ホンダ５８．８

挫 下 話 翌 癖 塞 ５ ４ ． ９

円憲胃動庫４９５

日商岩井‘13.7

第一相互生命侃険４３‘１

風蝿４３．１

束 京 爾 力 ４ １ ． ７

みずほホールテもrンダス４１．４

ＮEＣ４０７

富士河４００

日1IWWWFOnlUNECOMAIS1酎睡oＭＮＯＥＸＨ１Ｍｌ

調
師
刺
噛
詔
剥
花
万
帥
距
訓
棚

驚くべきことに顧客ロイヤルテイは

崩壊しつつある概念であると見られて

いる。せいぜいのところ、顧客はほぼ

どのカテゴリーにおいても、さまざま

なブランドの組合わせという購買方法

をとっていることは、広く受け入れら

れているようだ。顧客ロイヤルティを

生み出すことは戦略的でも策略的でも

なく、むしろ究極の目的でありブラン

ドエクイティ(ブランド自体のもつ経

営資源としての価値)の真意である。

「マーケッターは長年ブランドが資

彦であるという見解をもっているが、
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図表Ｓ企鍾ブランドトッブ100にランクインして1,’

る日本企型
｢ロイヤルティが必要ならば、犬

を買え！」灘f蝿リ.蝿;鋪
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･斬新さや変化を受け入れる

．仲間の承認を従来よりも必要としない

､家族や社会的圧力から解放されてい

る

.しかし、新形態の共同体を今まで以

上に必要とする

､仕事と余暇の両方で自己充足を求め

ている

．TPOの概念を拒絶する

､自分ですべてをまかなう

,個性化によるスピードと効率の必要

性を生んでいる

､社会の再定義:単一社会から多様社

会へ

日本におけるブ ンドとブランデfングの将来夢２

ー‐･ローーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー＝－－…ーｰーーｰ一ｰーーーーｰ＝ー、

Iハレツヒドソのモタバイクr票患者もいれ鰹ロコの謝胃を入I,苔沓もいる大多難のブ｜
｜ン,ド…た１．剥品f購冒さ.1臆,と１．るそれもお『画く働熟１－しかし関に侮九《‘プラト側フフ’
１"トリAV城“く閥'1Ｗ＆人!'ろフフンド1肺＆もつ

真の資産はブランドロイヤルティであ

る。ブランドは資産ではない。ブラン

ドロイヤルテイこそが資産である｣。

ラリー・ライトは彼の著書『第４の波」

でこのように説明している。ライトが

言わんとするのは、ブランドエクイテ

イはブランドロイヤルティの財政的価

値であるということだ。

ロイヤルテイの価値は､フレデリッ

ク・リッチヘルド(ベイン．アンド・カ

ンパニー）力Warva/･ｄＢｕｓｍｅｓｓ

ＲｅＷｅＷで最も的確に表現している。

「ある一般的企業で顧客保持が5％

増加すると、収益は25％以上、そして

成長率は100％以上増加する。多くの

企業はこの今日のロイヤルティ経済の

マイナスの側面を感じている｡つまり、

企業の収益や成長が顧客保持の低下に

よって破壊されうるということであ

る｣。

「ロイヤルティ」という概念にもマ

インドシフトが必要である。実際は

｢ロイヤルテイ｣と呼ばれるもののほと

んどは行I川上のロイヤルテイであり、

その測定のしやすさが理由である。こ

れはもっと簡単に、一貫性またはリピ

ート脳買とも呼ばれる。

しかし、ブランドは単に人々が賜買

するものをはるかに越えたものになっ

ており、今日のロイヤルテイは購買行

動という言葉では簡単に言い表せない

(図表4)。

あるブランドにロイヤルテイをもつ

誰かを、態度においても、行動におし’

てもロイヤルテイをもつと定義するよ

うになった。金銭的なコストを超えた

以上の椴牲を含むとしても、人がその

ブランド在購買し続けるようになるは

ずなのだ。例えば、あるブランドが１

軒目の店で見つからない場合、ロイヤ

ルテイをもつ消費者は２１''1:目をあたっ

てみること、または見つかるまで探す

ことを期待されている。

が消費である｣というマイナスの意味

合いをもつ。

しかし、人は人らしく扱ってほしい

と願う。多くのマーケッターにとって、

ショッキングな警告を－話最初に行っ

たのは｢クルートレイン宣言｣であり、

(筆者が知る限りでは唯一､そして初め

ての)ビジネス害となったウェッブサイ

トである。ここは｢私たちはイスでも、

見張りでも､エンドユーザーでも、消

費者でもなく人間なのである。私たち

はあなた方が把握している以上の存在

である。これに対応しろ｣という懲見

で満ちている。体制に対する数年間く

すぶった｢人らしく扱ってほしい｣とい

う不満の後､これらの意見は現在日本

で明確に見受けられるものである。こ

のマインドシフトの警告を４，５年前最

初にしたのは､電通総研である《,近年

これが広く普及したため、さまざまな

量的調査が行われている。例えば､リ

サーチ会社のＲｌＳＣの調査によると、

これはブランドおよびブランディング

に多大な影響を与えている。梢に,,ＭｌｆＹ

結果から非常に多くの日本人が､次の

ように行動することがわかった。

簡単に言えば日本人は限りなく自己

依存し、また自己権限をもつようにな

った。そして、以前安全とされていた

４８１Think！

「失われた１０年｣の間、社会的・文

化的な柵造変化が起こった。歴史的に

最も疎外され､塀で囲まれ､乱用され、

感謝さえもされない日本の｢消費者」

が､失ったコントロールを薄遇してい

る。自分たちの人生､キャリア、‘|『せ

を自分の手でコントロールすることで

ある。これを｢パワー，ツゥー‘ザ･ピ

ープル｣、または筆者はマーケティン

グの民主化と呼ぶ。日本人は｢消費者」

のレッテルを拒否するようになった。

｢消費者｣という冨莱自体が産業化時

代の響きがあり、「企業が行うのはマ

ーケティングで、それへの人々の反応

ロ Ｆ Ｆ Ｒ 琶量王
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もの力'今や安息所でなくなっていると

いう状況がある。１０年以上も続く不

景気の低迷から抜け出せない政府、終

身而用制の崩壊と大規模なリストラ、

離婚率の急lP1､人間関係や地域社会の

関評価などがその例である。人々は健

康的な懲味での皮肉さを｢発達｣させ、

自分自身を頼るようになった。人々が

コントロールできない政府や企業のよ

うな組織からではなく、コントロール

可能で自分たちの日々の幸せに直結す

る生活に依存するようになっている。

その一例が消徴である。

寵者の考えでは、これが消費低迷を

推進した原因のひとつである。間違い

なく、メディアから流れる景気低迷や

この世の終わりを思わせるニュース

が､消費か貯金かの決断をする際人々

を賢明にそして慎,11にさせた。しかし

これは、呪在jII返っている恥買行動の

分極化の理由にならない。「レス．イ

ズ･ベター(少ないほうがよい)」とい

うのではなく、「レス．アンド.ベター

(少なくてよりよい)｣が人々の考え方

の主流のようだ！

ちょうど１年前､「インターナショナ

ル・ヘラルドトリピューン｣が第一面

に｢日本経済低迷の中､トッブブランド

上昇傾向｣の見出しをつけた。記駆は

高級ブランドがいまだ莫大な投資を

し、多額の利益透得ていると伝えた。

その直後エルメスは旗艦店を銀座にオ

ープンし､『フィナンシャルタイムズ」

はその投斑が9000万英国ボンドを超

過していたと伝えた。旗艦店オープン

後の数週間は、歩道に列をつくって並

ばなければ入店できないほどであっ

た。時を同じくし｢高品質､低価格｣層

のブランドも大いに健闘していた。チ

ーブもシックになり得る。特にZＡＲＡ

やＧＡＰのよう芯ブランドはそうであ

る。

しかし比校的名前が知られておら

ず､精微のない中間屑ブランドが舌戦

していたのは偶然ではない。上層そし

て下隔市場が社会における価値変化に

同調するため莫大な投資をする一方、

中間屑は何も準備なしていなかった。

現在のような時代において､「普段と

かわらぬビジネスの状況｣などあり得

るはずがないのだ。人々の要求はさら

に高まっており、可も不可もない中間

層ブランドは次のような要求にこたえ

られなくなっている。

･人々は企業を親として許容し芯い

･高圧的な企業(ブランド)メッセージ

を許容しない

．自分の価値観システムに合致するブ

ランドを信弧する

．ブランドとの感悩的なつながりや関

係を望むが､自分のやり方が条件で

ある。楯図を受けない

魔法が起こるとき

単に消費する人という意味での消費

者は死に絶え､全人格的な人間が再生

した。しかしながら、マーケティング、

ブランド、ブランド柵築の原則に変化

はない。人間に深く根ざした欲望をか

なえるために、製品が提供するものを

結びつけることから臓法は始まる。そ

のとき初めてスニーカーが勝利のシン

ボルとなり、そのとき初めて人々はブ

ランドに忠実でい紬けるのである。

ただ、マーケティングとブランデイ

ングを行うやり方は確実に変化する。

ブランドとブランド・マーケティング

が社会形成に影響を与えてきたよう

に、社会もまたブランドのマーケティ

ングを形成すべきであり、社会的変化

がブランドの考え方､創造､描築に反

映されるべきである。したがって、人

がブランドに何を要求するかという観

点から、この社会的な変化に少し言及

するのも有用だろう。

Tｈｉｎｋ１１４ｐ
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現在の｢消災社会｣から、我々ビー

コンが呼ぶところの｢価値社会｣への

移行が今ちょうど起こっている｡｢消費

社会｣では、マーケティングはすべて、

消撹者に消災することを奨励し、目猟

を達成したり、成功や幸福といった夢

や欲望を達成する手段として消焚を追

求することを奨励している。たとえそ

れで、手に入らなかったものを意識さ

せることになるとしても。経済学者が

何と主張しようと､「消費社会｣の恩恵

によって人は前より幸福になっにり満

足したりしてはいない。なぜかという

と、＊福になる過程がある種の消斑過

程、つまり自分を幸福にする何かを所

有するという過程に置き換え、転換さ

れているからである。このようにして

人は燕限の欲望をもち､それが無限の

ブランドや製品の供給によって満たさ

れる。もう覚えがあることだろう。

しかし人は今やこの過程を理解し、

その仕掛けを見抜くようになってい

る。そして幸福な状態として｢もつこ

と｣から離れ､「その状態にあること」

へと移行しつつある。Ａ､マズローの提

唱する｢欲求の階層｣を上昇すること

が進化的過程だとは誰もいったことは

ない。その階層を上らなければならな

い(もしくは下らなければならない）

という現実に我々はショックを受ける

ものである。もしかすると人が｢もう

＋･分だ｣と言うときがきているのかも

しれない。物質的な所有がもはや亜些

ではないというわけではなく、単に埋

醗で当たり前なのである。その結果、

それは二の次となったということであ

る。もしかすると今や自己実現の希求

は単に幸福の手段にすぎないのかもし

れない。モノが自分の望む状態を提供

しない､またはそれが長続きしないこ

とが明白な場合、以前と同じようにモ

ノを欲しがるということは余りありえ

ることではない。

では、この長引く不況はどのように

物蛎の枠組みにあてはまるのだろう

5０Thinkl

か。物質的富のはかなさを強制的に認

識させることによって、不況は、この

より高次の幸福、「どのようであれば

我々は幸せか｣を我々に認識させたと

私は思う。またおそらく、進行中のカ

ルチャーシフトを、削的に促進する要

素として作用していくだろう。

では魔法はいつ起こるのだろう、ま

たはどのようにしてブランドは魔法の

魅力を再創造できるだろうか。ターゲ

ットとなるユーザーの(新しい)価値

観に親和性のある価値観をブランドが

提供し、ユーザーが｢働きがい｣や｢生

きがい｣といったものを感じる状態に

到達するのに役立つ場合のみ､服法は

起こるのである。ブランドが世相を反

映する鏡を掲げてみせるだけ以上のメ

ッセージを提供し、そしてもちろん憧

れの対象を人に示してみせるだけ以上

のことをすることは不可欠である。人

がブランドから得ようとするのは､相

互に報いられる関係である。これが高

尚で奥孤めかした戦略的たわごとに聞

こえるなら、現実の成功例を１つ紹介

して、この考え方をもう少し具体的に

しよう‘，

ＫＥＥＰＷＡＬＩ<1ＮＧ

縮小し続けるウイスキー市場で、低

価格ウイスキーがどんどん支配的に怠

り、ジョニーウォーカーは｢過去のぜ

いたくなウイスキー｣というイメージ

を払拭するのに苦労しており、対象ユ

ーザーの若いサラリーマンの間でます

ますマイナーなブランドとなってい

た。

ブランドに必要なものは｢マインド

シフト｣だったのだ。そこでブランド

を復活させる試みは､若いサラリーマ

ンにとって｢働きがい｣｢生きがい｣の

ある状態はいかなるものかを探求する

灘



ことから始まった｡その過程の初期に、

我々は｢行き止まり」｢日本株式会社の

奴隷となっている」「前にも進めず後

ろにも戻れない｣というような感覚を

見出した。すぐに明白になったのは、

こうした若い男性たちの夢や欲望は、

自分の男性性の意味に対する恐れや疑

問に支配されているということだっ

に。それは映画｢アメリカン・ビュー

ティー｣の主役と彼が抱く恐れの中で

もっとも深刻なもの、つまり｢人生で

普通であるより最悪なことはない｣と

いう感覚を想起させた。そうした恐れ

は、少なからぬ若い男性が人生を主体

的に生きていこうという夢､自己実現

の夢をほとんど諦めるといった生きる

.という感覚を鈍らせる効果がある。

すぐに我々が理解したことは､どの

ような形､方法であれ、例えば価れの

イメージという形で､彼らに夢を提供

することは全く効果がないだろうとい

うことだった。飲む場面や製品をアッ

プで映すなどのありきたりの表現をす

べて排除するような､画期的なアイデ

アによってブランドを差別化する必要

があった。ユーザーに必要芯のはイン

スピレーションであって、アスピレー

ション(憧れ)ではない。あきめずに自

分にとって亜要でやりがいのあること

のために戦うためのインスピレーショ

ンである。

この背景の下、我々は｢男性的な進

歩にインスピレーションを与える｣と

いうブランド・アイデアを開発した。

これが結果的に｢KEEPWALKlNG」

のクリエイティブ・アイデアと北野武

を採用したブランド･キャンペーンと

なった（図表5)。歩くという行動を象

徴的に描き、若いサラリーマンの｢進

歩｣と｢前進｣への飢えをとらえたので

ある。

キャンペーンは注目され､初年度に

それは7億円相当のメディア露出に匹

敵した｡ブランド認知と好感度は伸び、

カテゴリー自体は衰退する中、ジョニ

ＫＥＥ

金

弾
ＬＫｌＮＧ．

Zグーーーゥオーカー

ＲｅｔｈｍｋｍｑＳｔｍｔ⑧ｐｙ

隅野

徳
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蜜 画戦略を問い直す
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一ウオーカーはシェアを伸ばしてい

る。

我々が発見したのは、ターゲットと

されるユーザーの心をつかむ方法､彼

らに自分の妙や欲望を追求させる方

法、そしてジョニーウォーカーがその

２つを満たす存在になることであっ

た、

バイヤーをビリーバーに変える

この例は、ブランドと人の間に相互

にプラスとなる関係を完壁に表す例で

ある｡｢もつ｣ことではなく｢そうある」

状態に意識を向けるほうが､どれほど

強力で利益があるかということを示し

ている。これらのブランドは人々の心

に住みついている。これが我々のいう

｢ビリーフ・ブランド｣である。こうし

たブランドはそのファンと非常に強力

に噸'ｉＷ的なつながりをもつので､持続

的な緋､互いに揺るぎない信頼を生み

６２１Ｔｈｉｎｋ！

出す。こうしたブランドは附賀者(バ

イヤー)ではなく、「ビリーバー｣をも

っており、マインドシフトはバイヤ一

転ビリーバーに変える。

ビーコンの考え方はこの、ビリーフ

を作り出すというコンセプトに基づい

ている。ブランドとそのビリーバー間

の関係の根本である衿に基づいたビリ

ーフである。

したがって､健全な人間関係におい

てそうであるように、ブランド・ビリ

ーフは信頼に基づいている。最高の状

態においては、ブランド・ビリーフと

は､ブランドとそのビリーバー間の緋

が本物､誠実､持続的なものであると

の共通の確信である。

それゆえに、ブランドとそのビリー

バーの関係はとても人間的な性質のも

のである。ビリーバーは、そのブラン

ドは自分の生活の中に属するものだと

感じる。ブランドは、それを信じる人

の中に深く長く続く愛着を生み出す。

そしてこれまで見てきたように、こう

した関係は商業的に非哨に強力なので

ある。

ブランド・ビリーフとは究極、ブラ

ンドにとって利益ある､継続可能な成

長を生み出す能力にかかわることなの

だ。

ではビリーバーとは一体何か。

ビリーバーはただ忠実な脳買者では

ない。前に述べたように、ロイヤルテ

ィとは主に、ブランドの顧客の購買行

動を描写する概念となっている。すで

に、真のロイヤルティは単に剛買行1助

以上のものであることは論じた。ビリ

ーバーとは､信じる態度と忠実な脳買

行動の両方を示す人のことであると定

職する。信じる態度とは、ブランドが

単に好きであるとか他より好むとかい

うより以上のことである。もっと、平

等なパートナー間の人間関係に似たも

のであり、真のつながりと相互の関わ

り合いがある。

ビリーフは我々に、より深く人間を

探り、表面の雑音を越えて、データで

はなく、組織の表面ではなく、関係の

恨本的な核心に迫ることを要求する。

そうすることによって、今までもって

きた常識を捨てることになる。ビリー

フは、ブランドとそのファンの関係を

再定燕するよう要求するのである．

ブランド・ビリーフヘの道は？

ここでの問題は､基本的に､「どのよ

うなアイデアや洞察が合体してブラン

ドに対するビリーフを生み出すの

か?｣である。

ブランドが提供するものを人々の必

要とするものに結びつけることで､ブ

ランド・ビリーフが生まれる。提供さ

れるものと人間の必要とするもののつ

ながりは、ブランドの紳に明確に現れ

る。この紳とは結びつきを定溌づける

要素であり、ブランドとその対象ユー

ザーとの関係の核心である。ブランド



に対するビリーフを生み出すのはブラ

ンドの緋である。ブランドの緋は、４

つのカギとなる視点からブランドを見

つめる根本的な質問に答えることがで

きれば､得られる。その4つの視点と

は、カテゴリー、コンテンツ、カルチ

ャー､カスタマーである。そして質問

とは図表6のようになる。

４つの根本的な質問はそれぞれ、ブ

ランドのビリーフを作り出す力､もし

くはビリーバーに宿る能力に基づいて

いる。これで、ブランドをしっかりと

人間的な関係の文脈の中に髄くことに

なる。このカギとなる視点をそれぞれ

究明するにあたって､常に人間的な観

点で考えるべきであり、従来の考え方

に縛られるべきではない。

ではこれらの4つの視点はどのよう

に強力でユニークな方法で合体するの

だろうか（図表7)。

これまでの例で見てきたように、ジ

ョニーウォーカーのブランドの紳は

｢男性的な進歩にインスピレーション

を与える｣としてつくられている。そ

のほかにも、世界で古典的なブランド

の緋は、ナイキの｢勝利｣、コカ・コー

ラの｢つながり｣、マクドナルドの｢信

頼される友達｣などがある。

図表７:４つの視点がブランドの拝に昇蕊する

■｡●●｡｡｡●●●②②ー凸一画年一

ブランドはどこで職うのか？

ブランドの真のパトルフィールドは

どこで､そこではどのようなチャン

スや寛展すべき点があるか？

白 ● ■ 旬 ■ ■ 写 ● ■ ■ ■ ■ ■ Ｐ マ マ ■ ■ 画 ｡－

ブランドは何を提供するのか？

ビリーフを生み出す可能性のある

もので､ブランドがMn膳し､行い、

発冨し､所布し､帰属する服たはそ

の-83であるものIj【何か７

Ｒ⑧tｈＩｎｋｉｎｑＳｔｍｔＧｇｕ

図塑Ｓ:ブランド･ビリーフヘのiｎ

これでわかるように、優れたブラン

ドの緯は、ブランドに関する嘘偽りの

はい事実、そして、そのブランドがビ

リーバーの生活において長期的にどの

ように位固づけされるのかへの理解、

この両方を備えている。そのためにブ

ランドの緋はまずは｢平等の関係｣、

｢ブランドにとってと同様にビリーバ

ーにとっても真実であるだろうか｣が

試される｡そしてインスピレーション、

｢ビリーフが生み出されるようなアイ

デアを刺激する能力が術わっている

か？｜が試される。

こで職うのか？

カルチャー
時流はどのように動くのか？

ＢｒａｎｄＢｏｎｄ
ブランドの緋

最終的に､強力な緯というものはビ

リーバーを惹きつけ確保する基盤とな

り、どのような問題があるにせよ長期

的にブランドを成功に導くものである。

ビリーフを測定する

多くの人がブランドやブランデイン

グに関する原理で問題とするのは､そ

;ｎがほとんど実際に利用できないとい

ブランドとカスタマーをとりま

く時流はどのように動くのか？

より大きな人間的な文諒でブラン

ドとカスタマーを取り巻く寅填に

影響を与える力は何か？

ブランドの相手は誰か？

ブﾗﾝドの対象となるビリーパーは

誰で､ブランドがかなえることので

きる彼らの核心的な欲望は何か？

Ｔｈｉｎｋ１１鵬
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日術性

うことであり、測定できないからとい

うことでは全くない。

ビリーフは測定できる１

弊社の世界的なブランド・ストッ

ク１Ｍ調査は次の質問に答えるよう設計

されている、

証されている。現在のブランド･ビリー

バーの強さ､弱さがいかに将来のブラ

ンド実績を左右するかを示す､唯一の

ブランド測定システムである。これは

モメンタム･スコアで示される。

ビリーフを、ブランドに対する態度

に表れる熱心な愛情をもつことと、同

時に忠実な附買行動をとることと定義

する。さまざまな要索を見極めること

でブランド・ストックTMは愛澗を測定

し､その後脳賀行動を測定する。双方

を合わせてブランド・ビリーフ・モデ

ルが形成される。垂直方向の軸に愛着

に関する要素が示され、水平方向には

行動的要素が示される（図表8)。

愛着と忠実な行動の両方があれば、

ビリーパーが得られる。この人々がブ

ランドの利益と冠を支える中核であ

る。

しかしブランドには別の獅類の顧客

もいて､彼らは行勤上忠実に見えるが、

ブランドに対する真の愛着はない。購

買はするが､もろいのである。怖性や

他に避択肢がないから買っているが、

執着しているからではない。例えば航

空会社の｢ホステージ｣の例を考えて

みよう。愛着はないが､頻繁に利用す

る頒客向けプログラムがあるので忠実

な行動を示す。

現在このような加客で澗足してしま

っているマーケッターが多過ぎる。筆

者に言わせれば危険な態度である。

他にも理解しなければならない対象

がいる。「ワナ・ビリーバー｣と独々 が

呼ぶ人たちはブランドに強い愛着をも

っているが、行動はしない。つまり、

たいていの男性とフェラーリの関係と

同様に、非常に強い愛脳はもつが、し

かし行動はともなわない。そしてもち

ろん、ノン・ビリーバーもいる。気に

しない､買わない。

通常、このような人が余りにも多い

ので､これまでの一般的なMH萱結果を

大幅にゆがめてきた。ただ単に非常に

ターゲットとする数が多いというだけ

で、しばしばマーケッターを非常に間

違った､不利益な戦略決定に導くので

ある。

･そのブランドは何人のビリーバーを

もっているか？

･そのビリーフのレベルはどれくらい

の強さか？つまり、熱狂的なフア

ンをそのブランドは何人もっている

か？

･そのビリーフはどの方向に向かって

いるか？つまり、ブランドは勢い

があるかないか？

．なぜビリーバーは信じるか？なぜ

ブランドは勢いを得ているか、また

は失っているか？

９０年代後半に生まれてから､ブラン

ド･ストックTMは４万人以上の回答者、

75のカテゴリー､250以上のブランド

に対して洲査されており、有効性が実

囲烈Ｂブランド･ピリーフ･モデル
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ビリーフはペイする！

我々はビリーバーによる売上げへの

貢献を定量化することができた。我々

のブランド・ストック丁捌の情報データ

ベースによると、ビリーバーのブラン

ドに対する売上買献は､人数に対して

不釣り合いなものである。平均して全

カテゴリーで､ビリーバーは全世帯の

たった２．５％でしかないが、売上げに

は32％を占め、招数1280である。逆

に暇ユーザーは全１１}州の56,8％、売

上げには69％を占め、掘数は510でビ

リーバーの半分以下である。

さらに、ビリーバーはどんなときも

ノン・ビリーバーよりずっと値段に敏

感ではない。つまり定価を支払う確率

が高く、値引きに振り回されることが

少なく、ブランドの利益にとってより

璽要なのである。そしてビリーパーは

離れない。平均してブランドは、ビリ

ーフの弱い顧客の内10％を失うが､こ

れに対して強いビリーフをもつ人は

２％しか失わない。

つまり真のビリーフは､長期の維持

を意味する。ボールデインガーは

ＢＲＡＮＤＬＯｙＡＬＴＹ:－７１L/ＥＬﾉﾉＶｋ

ＢＥＴＷＥＥ/ＶＡＴＴﾉＴＵＤＥＡ/VＤ

Ｂ閉ＡＷｏＲの中で、持続が利益をも

たらすとしたらそれは行励と態度の両

方の作用だと述べている。｢職向する

か持続するかは､愛澗によるグループ

間で劇的に差がある。愛猫の点でもロ

イヤルティの点でも高いグループの

６０％が、１年後もそのブランドに忠実

であった。ロイヤルテイが高いが愛情

が低いグループでは、２５％しか1年後

もそのブランドにロイヤルティを寄せ

る人はいない｣。

つまり、まとめると．.…･‘

FIGthinkin団ＳｔｌｒａｔＧｇｙ

我々が信じるもの……

過去何十年かの日本の｢企業製品文

化｣ではブランドは普通、名前を識別

するものでしかない。ブランド＝ｌＤで

ある。前述のように、信頼レベルにお

ける付加価値と差別化を､企業ブラン

ドが長く提供してきた。

究極のマインドシフトは、ブラン

ド＝アイデアへと移行することであろ

う。アイデアは人生をつくる。アイデ

アは進歩を生み出す。アイデアは世界

をよくする。アイデアは経済を前進さ

せる。アイデアは人々を結びつける。

アイデアは我々の社会の活力源であ

る。ブランドはアイデアである！

我々の内少なからぬ人が気づいてい

るように、新しいアイデアの欠如は沈

滞､そして最終的には衰退につながる。

強力なブランドとは､感覚や感情や

価値観のレベルで人を惹きつけること

によって、人と製品の間に人間的な結

びつきを強めてくれるアイデアであ

る。ブランド＝アイデアという考え方

■雪＝

|ま持続的な関係､品終的に企業の富や

株主の価値を築く感悩的な結びつきで

ある。

逆説的なことには､アイデアは何か

新しく見側れない､硫立されていない

ものを表現するというだけで､動揺や

不安を引き起こす｡新しいアイデアは、

ほとんど自明のこととして既成の思考

や現状に挑戦するものである。そして

これが､日本株式会社の大部分が現在

の行き詰まりを脱出するために受け入

れる必要のあることである。オスカ

ー・ワイルドは述べている。

面

｢危険でないアイデアは、アイデアと

呼ぶ価値はない」

こうしたマインドシフトから、我々

ビーコンでの信条は、ブランドとは、

人との相互にプラスとなる関係を作り

出すアイデアである。故に、

強力なブランドは消撹されない、

強力なブランドは称えられる。

漣
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中心に、

ジネスマネジメントプログラム〉修了。

1999年より現職。

製進・流通業全般を中心に、あらゆる顎

案領域の那梨職略立案、パリューチェ一

一＝－声一=←ン両柵築、マーケテイング職詰、Ｒ＆Ｄ
改革錦、広範な分野のコンサルティング

に従濡し、クライアントの問題解決を支

援する一方、社内若手戦略コンサルタン

トの指導・教育やコンテンツ開発にも注

力。2000年より、グロービスマネジメ

ントスクール脚師。『経営職略」「マーケ

ティング」担当。
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ﾛ戦略フレームワーク｣を活かす技術
戦略＝戦略思考､＝ノ(戦略フレームワーク,論理思考,創造思考）

休むことなく変化する｢経営環境｣の

中で､「既存の戦略フレームワークは

もはや通用しない｣とささやかれるよ

うになった。万能ではないのは顎実で

あるが､その本質と使い方を十分理解

すれば、不確実な状況下であろうと、

まだ｢思いつき･アイディア｣の域をで

ないビジネスブランを硫固としたもの

にする役割をもつ。本稿では､戦略立

案の原点に立ち返り、フレームワーク

の本質的な活用方法について述べる。

｢戦略フレームワーク」は有用か

ビジネススクールに通う学生が｢戦

略論｣を学ぶ際､真っ先に接するもの

と言えば｢戦略フレームワーク｣であ

ろう。３Ｃ，５Ｆｏ｢ｃｅｓ，継賊曲線、

ＰＰＭ、７Ｓ、優位性マトリクス、戦略

コントロールマップなど、枚挙にいと

まがない。彼らには、これらの｢戦略

フレームワーク｣を駆使し、数十数百

のケーススタディ分析が求められる。

また､最近では国内でもこれら｢戦略

フレームワーク」を紹介する書籍は数

多く、ＭＢＡホルダーでなくとも学習

する機会に不足はない。

一方､企業や業界をまたがったバリ

ューチェーン再編､顧客ニーズの｢摸」

化(暖昧模糊としていてはつきりとと

らえられないこと)、悩報技術の進展

など､企業をめぐる環境変化は休むこ

とがない。そして、このようなダイナ

ミックな経営環境変化のもとでは、ビ

ジネススクールの教える古典的｢戦略

フレームワーク」はもはや時代後れ、

とする｢戦略フレームワーク不要論」

が後を絶たない。さらに一歩進んで、

｢そもそも今の時代､戦略はもはや必

要ない｣、｢走りながら考えなければ競

争に乗り遅れる｣、というような｢戦略

不要論｣さえ耳にする。

「戦略フレームワーク」は無用の長

物なのか。答えは､否。現在でも有用

であるし、これからも有用であり続け

る。ではなぜこのような認識ギャップ

が生じるのか。これまで多くのクライ

アント企業や､社会人向けビジネスス

クールの受講生と接する中で､彼らの

思考法をひもとくと、そこには共通し

た３つの理(わな)が見てとれる。

ＳｅＩｎｃｈロＴａｍｕｒａ
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Framework
｢戦略フレームワーク｣を活かす技術

農その１

｢戦略フレームワーク｣≠｢公式」

ビジネススクールでよく見られる光

景のひとつに、ケースブックに記述さ

れたさまざまな情報を｢戦略フレーム

ワーク」に沿って整理はしたものの、

そこで思考停止、ということがある。

大切なのは、その後｡､ISoWhat?"を

繰り返し､ｲﾙ造的に優位なポジション

をいかに見つけ出すかが｢戦略｣であ

る。にもかかわらず､公式に数字をあ

てはめて解を導くかのように、「戦略

フレームワーク｣に悩報をあてはめる

だけで｢戦略｣を導こうとする。｢アカ

ウンティング｣や｢ファイナンス｣と異

なり、「戦略｣クラスに消化不良を感じ

るのはこのタイプの人に多い。そもそ

も戦略立案プロセスを正しく理解して

いないのである｡｢戦略(Strategy)」

は｢戦略思考(StrategicThinking)」

の槻みfFねの結果であり、「戦略フレ

ームワーク(StrategicFramewo｢k)」

は｢峨略思考(St｢ategicThinking)」

の出発点に過ぎない。「枠組み

(Framewo｢k)｣と｢公式(Formula)」

を混同してはならない。

民その２

｢戦略フレームワーク｣≠｢レシピ」

例えば､｢5Forces(5つの力)｣。あ

まりにも有名なフレームワークだが、

戦略立案プロセスにおいて､いつ何の

目的で使用するのか理解しているだろ

うか。単に業界柵浩整理の枠組みとし

てとらえてはいないだろうか。たとえ

｢枠組み｣と｢公式｣の違いを理解し、

｢翼その1」をまぬがれたとしても､そ

の｢戦略フレームワーク」がそもそも

何のために閲発されたものなのか、そ

の目的を正しく理解していなければや

はり、"SoWhat?.，を繰り返す前に思

考は停止してしまう、

5８Ｔｈｉｎｋ！

いくら食材と畑理器具を正しくそろ

えたとしても、それだけでは決してお

いしい料理は完成しない｡大切なのは、

どの食材を、どのタイミングで、どの

程度、どのように調理するのか、なぜ

そうするのか､を理解すること｡｢枠組

み｣とルシビ｣を混同してはならない。

農その３

｢戦略フレームワーク｣≠｢足し算」

例えば､「PPM(成長性･シェアマト

リクス)｣。その論理的背景としての

｢経験曲線｣と｢PLC(製品ライフサイ

クル)」との関係を正しく説明できる

だろうか｡｢優位性マトリクス｣におい

て､規模調業はなぜ手詰まり事業へと

推移するのか､その諭理的背環にある

｢規模の効果｣を使って正しく説明で

きるだろうか。ひとくちに｢規模の効

果｣といっても、規模の効き方とコス

ト描造との関係を論理的に説明できる

だろうか｡｢戦略フレームワーク｣は、

互いの有機的な関連性を理解してこそ

力を発揮する｡ｎ＋ｏ＝1」だが､「1×

O＝Ｏ｣｡｢戦略フレームワーク｣間の論

理的つながりに断絶があると、やはり

｢戦略｣という目的地にたどり着く前

に思考停止に陥ってしまうのである。

戦略立案の原点に戻る

「戦略フレームワーク不要論｣や｢戦

略不要論｣の原因を突き詰めていくと、

実はダイナミックな経営環境変化とは

無縁の、この３つの身近な罵に端を発

していることが多い。これでは、せっ

かく数多くの｢戦略フレームワーク」

を学び､数十数百のケーススタディを

体験したとしても、ひとたび企業や業

界が変わると全く応用が効かなくな

る｡｢戦略フレームワーク｣が職能不全

を起こすのである。

本稿では､もう一度戦略立案の原点

に戻って､「峨略フレームワーク｣の活

かし方を具体的に見ていきたい”

活かす技術１

動的にとらえる＝｢戦略思考』

戦略立案プロセスにおいて、現状を

正確に把握するための瑠境分析の枠組

みといえば､「３Ｃ｣が挙げられる｡｢市

場(Custome｢)｣｢賎合(Competitor)」

｢自社(Company)｣の頭文字からと

った名前で、最初の２つのＣが外部環

境分析､残りの1つが内部要因分析を

意味する（図表1)。戦略立案にあたっ

ては、1ｺ社内の課脱解決に伽ることな

く、車業の前提条件となる畷境墾因を

考えることの大切さを説いた有名な

｢戦略フレームワーク｣である。

でも、“ＳｏＷｈａｔ?"。そもそも、こ

の整理で何を導き出そうとしているの

か。教科書には､｢3つの視点から整理

することで､成功要因(KＳＦ)を導き

出す｣などと番いてある。しかし、整

理しただけでは一向に成功要因など見

えてこない。表腰的な理解に終始して

は､結局ビジネスの現場では全く役に

立たない。

ここで大切なのは、「3Ｃ｣を励的に

とらえること、つまり、３つの｢C｣の

関係性やその双方向性を深く理解する

ことである（図表2)。これを｢戦略思

考｣と呼ぶ。

まず｢市場｣の定猫。そもそも｢自社」

は、どこで戦っているのか。どこを

｢市場｣と考えるべきなのか。どの程度

の規模､成長性､収益性が見込めるの

か。仮に、この３つが全く見込めない

のであれば､定義そのものを見直す必

要があろう。もちろんこれで終わりで

はない｡｢市場｣が定まったら、さらに

その特性について考える。そもそもど



ういうプレーヤーが勝つ市場なのか。

規模の大きいプレーヤーが勝つのか、

スピードが重要なのか。なぜそういえ

るか｡コスト構造や付加価値拙造から、

そのエコノミクス(経済性から見た必

然性)を説明できなければならない

(一例として､コスト構造と規模の経済

との関係を｢活かす技術3｣で詳述)。

｢市場｣分析の究極の目的は｢市崎(馴

業)特性｣を見つけ出すことにほかな

らない。

次に残りの2つの｢C｣。｢競合｣はど

の程度強いのか。どこで強いのか。ど

こで差がついているのか。その差は

｢市場(事業)特性｣に照らして本質的

に重要な差なのか。重要であるならば

なぜその差がついているのか｡｢競合」

分析とは、これらの答えを見出す作業

である。言い換えれば､｢鯛合｣分析は

｢市場(事業)特性｣の再検証につなが

るともいえる。漫然とバリューチエー

ンに沿って｢競合｣と｢自社｣の差をマ

ッピングするだけでは全く意味がない

(図表3)。｢これも重要､あれ迫'1‘要」

ではなく、「これが重要｣といい切り、

｢自社の強みはこれ､弱みはあれ｣では

なく､｢これを自社の強みとす皇室｣と

いい切るのが｢戦略思考｣｡｢市場｣分析

から導き出した|市場(頭業)粘性｣に

照らし､「競合｣との本質的な差を見つ

け出すことができて初めて､「自社｣の

戦略は浮き彫りになるのである。図表

4は｢戦略思考｣の一例である。

結局､「3Ｃ｣分析は､「市場｣｢競合」

｢自社｣を個別にとらえて分析しても

何の示唆も得られない｡｢市場｣→｢競

合｣→｢自社｣と一方通行でとらえるだ

けでもまだ不十分。大切なのは、３つ

の｢Ｃ｣のつながりを双方向にとらえ、

目社がI勝つべくして､勝つ｣市場を見

つけるまで、何度でもこれを繰り返す

こと｡｢戦略｣とは｢戦略思考｣の拙み篭

ねなのである。図表２の４つの両矢印

は子のことを語っている。

Ｒ唾hｌｎｋ１ｎｇＳＲｍｔｅｇｙ

図表１よくある『３Ｃ｣分析
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活かす技術２目的を理解する

画烈４：｢職論理畷lの腕

「3C｣における｢市場｣分析に話を戻

そう。では、規模､成長性、収益性は

どう測るのか｡｢市場(事業)特性｣はど

う見出すのか。ここでも｢戦略フレー

ムワーク｣は力を発抑する。

市場の規模や成長性というと、つい

ついこれまでの平均成長率を適用した

くなるが､これは大抵外れる。市場の

成熟化を見落とすからである(図表5)。

そこで役に立つのが｢PLC(製品ライ

フサイクル)｣。そのs字カーブは､特

に､既存商品･サービスとの代替性の

強い商品･サービスの場合､極めて有

用である。図表6は、ある消費財プロ

ジェクトでの例であるが、規模や成長

性の予測の際､代替曲線が強力な武器

となった。もちろんこれも、ただ単に

｢戦略フレームワーク｣にあてはめれ

ばよいわけではない。脱得力のある結

果を生みだせる(つまり、うまく直線

に乗る)かどうかは、何在代替商品と

見るか次第であり、そこは試行錯誤な

のだ。またもちろん、１ｏ0％完全に代

普することはあり得ないわけで､どこ

に飽和点(限界普及率)が存在するか

の見極めも覗要になる。

瞳蝿司:週笠平均雌昼霞は而埋の唾熟化を兜既とす’

スケールでは負けているか

所々で密度で勝っている
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