
Japanese Brands in Asia’s Emerging Markets 
 

アジア市場における日本ブランド 
 



目次	

はじめに	  
	  
調査結果サマリー	  
	  
第一章：購買決定要因	  
	  
第二章：市場の人格	  
	  
第三章：日本製	  
	  
結論と考察：	  
日本のブランドにとって意味する事	  
	  
	  
	  
　	

03	  
	  
04	  
	  
05	  
	  
19	  
	  
29	  
	  
39	  
	  
	  

2	



日本企業による急成長するアジアの新興市場への参入の新たな波が押し寄せている。日本国内における人口の高

齢化、確実に低下し続ける国内消費成長率という状況に対し、所得と消費が激増しているその他のアジア諸国とい

う構造により、ビジネスの成長を海外に求める日本企業が増加している。 	  
2014	  JETRO	  レポートによると、日本企業による海外直接投資額は2013年に5年連続最高額となる1,350億ドルに達し

た。その投資先として最も大きいのが2015年12月に自由貿易地区として統合されるASEAN地域で、現在6億人の消

費者が暮らしている。ASEANに対する日本の海外直接投資額は2013年には2012年から約倍増の236億ドルに達し

た。一方で中国への日本の海外直接投資は32.5％減少した。	  

以前は日本企業の生産ハブとして位置づけられていた東南アジアは今では主要ターゲット市場となり、これにより日

本企業の同地域におけるオペレーションにも変化が起きている。もはや工場の建設のみならず、販売網、流通、

マーケティングやカスタマーサービスまでを考えなくてはならない。	  

	  
	  

	  
これら新たに生まれてきた多国籍日本企業のマーケティング担当者達は誰しもが同じ悩みに直面している：生活が

どんどん上昇しているASEAN地域の消費者達と深い情緒的な結び付きを持ちブランドやビジネスを成長させるため

には何をしたらよいのだろうか？	  
これはこれまでのように現地の販売代理店に委託するのを止め、初めて現場での自らの存在感を高めることを判断

した多くの日本企業にとって非常に重要な課題である。ソニーやトヨタといった多国籍日本企業の「第一陣」達が海

外市場でブランド構築のスキルを磨いたことによって欧米の競合他社と肩を並べることが可能になっているのに対

し、ほとんどの日本国内企業は日本独特のブランディングへのアプローチを展開してきたことから、いざアウェイの

環境におかれると競合から遅れをとる傾向にある。	  	  
日本では『ブランディング』とは製品のブランドアイディアではなく、企業コーポレート・アイデンティティを意味している。

広告キャンペーンでは製品を作っている会社理念か製品特徴を伝えることはあっても、ブランド価値を伝える傾向は

少ない。このことは日本のマーケッターが日本以外の市場で新たな消費者と自社製品との情緒的絆を構築していく

際に大きな課題として直面する。	  

	  
	  

	  
これらの多国籍日本企業の新たな波がアジアの新興市場に参入する際に、現地での長い歴史と消費者との強い結

びつきを有する地元ブランドや、同じく経済成長を続けるASEAN地域への存在を強化している欧米競合他社の洗練

されたブランドとの競争が必須となる。	  
J.	  ウォルター・トンプソン・アジア・パシフィックでは、アジアの主要諸国でブランドを構築しポジショニングすることを検

討している日本企業のお手伝いをするために、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、タイ、中国、インドそ

して日本において20歳～49歳の消費者3200人を対象とした調査を実施した。調査ではアジア各国の消費者の購買

決定要因や、新しいブランドに対する受容度、さらには他国や他国製品に対するイメージなどあらゆる角度からの

質問を投げかけた。	  
また本調査ではブランドの産地がそのブランドのイメージに対してどのように影響するかを情緒レベルで探るために、

世界の主要国を人に例えて形容してもらうなどの質問も設け、特に日本に対するイメージや日本企業や日本製品の

何が他と違うのかを深堀りした。その際に、日本人調査対象者と他の７つのアジアの新興市場における対象者達と

の日本企業や製品に対するイメージの大きな違いは何かを分析することで、日本企業が日本国外でやるべきことは

何かを導き出すことを行った。	  

	

	  
	  

	

	

はじめに:	
	

3	

日本企業による急成長するアジア

の新興市場への参入の新たな波が
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人口の高齢化、確実に低下し続け

る国内消費成長率という状況に対

し、所得と消費が激増しているその

他のアジア諸国という構造により、

ビジネスの成長を海外に求める日

本企業が増加している。 	  
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アジアで台頭する消費者はかなり合理的… 彼らは何よりも機能性と信頼性を求めている。良い『価値』を体現して

いる限り、対価を払うことは厭わない。 	

 	

….しかしながら、ブランドにも役割が求められている:   機能性や価値が大きな鍵を握っている一方で、スタイルやデ

ザインへの要求も高い。また新興アジアの消費者は、ブランドは個人の個性を反映しており自己表現のツールであ

るという意識が日本の消費者よりもかなり高い。  	

	

オンライン上での繋がりに意欲的: 新興アジアの消費者はブランドのコミュニケーションも、仲間との会話においても

ソーシャルメディアに強く影響されている。日本の消費者に比べ、新興アジアの消費者はオンライン上でのブランドと

の交流にかなりオープンな姿勢を持っている。  	

	

日本的なモノ全てに大きな魅力を感じている:  ASEANやインドの消費者は日本や日本製品に深い魅力を感じている。

日本への旅行願望は世界中のどの国への旅行よりも高く、日本について『メンター』又は『親友』という言葉で説明し

ている。調査で質問した世界中のどの国よりも日本は差別化されたパーソナリティを持っており、洗練されたテクノロ

ジー、働き者、そして信頼できるというイメージがある。これらの特性はアジアにおいては非常に高い価値を持って

おり、情緒レベルにおいて消費者が日本に対して持つ感情に大きな影響を与えている。調査対象者の過半数が日

本を『愛すべき者』、『友達』、『メンター』と表現した。	

 	

“Made In Japan” は高評価:  新興アジアの消費者は日本そのものを見る目で日本製品を見ている。調査対象市場

において『Made in Japan』は高品質、信頼性および優秀なテクノロジーを意味しており、消費者の日本製品の購買

意識が高い。ASEAN諸国の何国かは自国製品よりも『Made In Japan』 製品への好意度が高い。	

 	

日本は『品質』とイコールだが『クール』ではない:  国、製品、ブランドにおいて日本は尊敬されており、革新的で信頼

性が高いと見られているが、魅惑的、デザイン性が高いまたはクールとは見られていない。特に日本のブランドは、

信頼性は高いが魅惑的ではないと感じられている。日本のブランドはこのギャップを埋めるための明確なポジショニ

ングと強力なブランドアイディアが求められている。日本だけが持つ細部へのこだわりや職人技、さらには日本の

ファッションやアニメを世界に認めさせた若者文化が体現するストリート・クールやサブ・カルチャーが持つ価値を有

効活用していくことでさらなる強化が可能となる。	

 	

社会貢献をするブランドが好き: 新興アジアにおける消費者との相互コミュニケーションは何も製品だけの話に留ま

るものではない。新興アジアではブランドにはアイディアが求められており、あらゆる手段でそのアイディアを大きな

ものにしていき、ユーザーまたは社会に対して何かしらの貢献や役立つ何かを提供することが求められている。日

本のイメージが『友達』、『愛すべき者』、『メンター』であることからも、日本のブランドはそのイメージを行動に変えて

いけるポジションを獲得していると云える。 	

	

ASEANは大きな機会： ASEAN地域の消費者は新しいブランド、『Made In Japan』、そしてオンライン上でのブランドと

の交流に最もオープンである。また欧米のブランドの方がアジアのブランドよりもスタイリッシュであるという意識も比

較的低い。ASEANそのものが急成長する機会であることに加え、日本のブランドがさらなるグローバル市場に拡大

していく上での有効なテストマーケットでもある。	

 	

チャイナ・チャレンジ:  国としても製品やブランドの産地としても日本に対する購買動機や意識における中国の特徴

は他のアジア諸国とは大きく異なっている。中国の調査対象者だけは日本に対する敬意や憧れは持っておらず、ほ

ぼ全質問に対してよりネガティブな見解を示していた。この意識は現在も続いている2国間の歴史的緊張感に根付く

ものである。中国本土に参入する日本のマーケッターにとってこの点は特に重視すべきことであり、中国市場に対し

ては他のアジア諸国とは異なるアプローチを取る必要性が想定される。一方で、台湾、香港、シンガポール（本調査

の対象国からは外されているが）など大きな中国人人口を有する他の市場においては、日本や日本製品に対する

意識はその他のASEAN諸国に近い高い敬意と憧れであることが示唆されている。	

調査結果サマリー	
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Drivers	  of	  Purchase	  
Decisions	
	  
第一章：購買決定要因	  

5	

Sira	  Anamwong	  /	  Shu@erstock.com	



スタイルやデザイン性も欲しい、合理的消費者	

新興ASEAN市場における消費者はかなり合理的である一方で、魅惑的なブランドアイディアやコミュニケーションに

も非常に強く動機付けされている。彼らは品質と信頼性を最も重視しているものの、スタイルやデザイン性への要求

も高い。また新興アジア諸国の消費者は使用するブランドは自己を反映していると感じており、この傾向は日本の

消費者よりかなり高い。品質に対してプレミアム対価を払う姿勢はある一方でコスト意識も高い。ASEAN地域ではブ

ランドアイディアとポジショニングは消費者とのつながりにおいても消費者をブランドの価値カーブの上位に押し上

げる上でも、重要な鍵を握っている。	

 	

アジアの消費者が大切にしている要因は多くあるものの、品質・機能そして製品パフォーマンスは購買決定におい

て最も高い要因となっている。価値はその次にくる重要要因である。また、カスタマーサービス、デザイン、環境への

影響も重要要因となっている。	

第一章:	  購買決定要因	

製品購入する際には様々な要因が重視される中で、最も重視される要因は「品質」と「価値」となっている。これら
の要因は特に日本のブランドの強みでもある。	  

購入決定要因　（全体） 

Q. 製品やサービスを購入する際に、購入決定により重要な決定要因があるとされている。あなたが購入決定する際に下記のそれぞれの重
要度はどの程度ですか？  
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39% 

52% 

49% 

44% 

52% 

56% 

55% 

54% 

53% 

50% 

49% 

46% 

39% 

62% 

56% 

41% 

44% 

47% 

32% 

26% 

26% 

24% 

23% 

25% 

24% 

13% 

11% 

96% 

95% 

93% 

92% 

92% 

84% 

83% 

80% 

78% 

76% 

75% 

74% 

59% 

50% 

パフォーマンス・機能・品質	 

バリュー・フォー・マネー	 

購入のしやすさ・便利	 

価格	 

カスタマー・サービス	 

環境に優しい	 

デザイン・製品パッケージの見た目	 

企業・製品を作る人々	 

ブランド名	 

製品が実際に造られた国	 

製品の氏素性	 

クール・ファクター	 

広告の面白さ	 

友人が使用している	 

どちらかというと重要	 非常に重要	 
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特にマレーシアとフィリピンを中心に調査対象となった8カ国全域において、消費者のコスト意識はいまだに高い。	  
	  

コスト意識が最も低い傾向が見られたのは中国の消費者：「ブランド名より価格の方が重要」と回答したのはわずか

38％であった。 	

第一章:	  購買決定要因	

アジアの消費者は製品の品質が非常に重要だとしている…	

	

…しかしながら、特にマレーシアとフィリピンを始め、消費者の大多数はいまだに価格に敏感である。	

中国の消費者は最も価格にこだわらない。	

	

88% 

87% 

85% 

88% 

86% 

90% 

78% 

65% 

95% 

93% 

86% 

88% 

95% 

96% 

91% 

91% 

92% 

88% 

たとえ高額でも、耐久性の高い製品を購入したい	 

私は価格ではなく、品質を基準に購入する	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 

60% 

58% 

56% 

38% 

48% 

42% 

62% 

58% 

59% 

58% 

58% 

51% 

57% 

49% 

54% 

74% 

72% 

64％	 

64% 

71% 

67% 

75% 

57% 

64% 

50% 

53% 

50% 

自分にとってはブランド名より価格の方が重要である	 

製品を購入する際は、通常は最も安価なものを選ぶ	 

他より安いブランドを購入することを好む	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 

Q. 下記それぞれにどの程度同意しますか？  7	

とても/やや同意すると回答した人(%) 
	

とても/やや同意すると回答した人(%) 
	



しかしながら、価格だけが重視されるわけではない。10人中9人が、価格ではなく品質が購買決定の動機となると回

答しており、例えより高額であっても耐久性のある製品を購入する意向を示している。	  

品質の高い製品にお金を出しても良いという意識が最も高かったのはインドネシアの消費者で、日本人消費者と同

レベルであった。その意識が最も低かったのはフィリピンの消費者であったが、それでも78％が耐久性の高い製品

に対してはより高額を払っても良いという結果も見られた。	

ASEAN地域の消費者は製品の機能については高ければ高い程良いという意識が強く、調査結果でもデザインやス

タイルに比べ機能性がかなり高く評価された。	

第一章:	  購買決定要因	

特にASEANを中心としたアジアの消費者は、製品に機能性を求める…	

	

93% 

83% 

94% 

69% 

91% 

87% 

79% 

64% 

97% 

91% 

95% 

90% 

99% 

95% 

92% 

87% 

97% 

85% 

I want the products I use to be as functional as 
possible 

Function is more important to me than design or style 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 

使用する製品の機能性が高い程良い	 

デザインやスタイルより機能性の方が重要である	 

アジアの消費者は製品の品質が非常に重要だとしている…	

	

88% 

87% 

85% 

88% 

86% 

90% 

78% 

65% 

95% 

93% 

86% 

88% 

95% 

96% 

91% 

91% 

92% 

88% 

I prefer buying a product that will last, even if it’s more 
expensive 

I buy based on quality, not price 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 

例え高額でも、耐久性の高い製品を購入したい	 

価格ではなく、品質を基準に購入する	 

Q. 下記それぞれにどの程度同意しますか？  

Q. 下記それぞれにどの程度同意しますか？  
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とても/やや同意すると回答した人(%) 
	

とても/やや同意すると回答した人(%) 
	



調査対象となった全市場を通して、ブランドにはクール要因を求めており、ブランドは自己表現のツールであると考

えられている。調査対象者10人のうち8人が使用する製品は自己人格を表現しており、自分らしさを反映するブラン

ドを購入すると回答している。　	  
一方で日本の消費者は他のアジア市場の消費者と比べ、製品やブランドを自己表現として捉える意識は低めであ

る。特にインドネシア人、インド人、タイ人および中国本土の消費者は日本人と比べよりブランドを自分らしさや自己

表現として感じている傾向が見られた。  	

	  

この違いは他の近隣諸国の消費者に比べ、日本人特有の控えめな性質によるパーソナルな調査質問に対する強

い回答を抑える傾向がひとつの要因として考えられるものの、慎重に検討すべき価値観の違いが存在していること

も示唆している。	  
日本国内よりも新興アジア諸国における日本企業は、より社会的ステータスや価値観、そして自己表現のツールと

してのブランドのポジショニングを行う努力が求められる。	

第一章:	  購買決定要因	

特にASEANを中心としたアジアの消費者は、製品に機能性を求める…	

	

Q.下記それぞれとどの程度同意しますか?  

82% 

82% 

69% 

85% 

88% 

80% 

89% 

90% 

79% 

70% 

69% 

45% 

88% 

81% 

73% 

69% 

69% 

70% 

84% 

87% 

73% 

85% 

86% 

72% 

82% 

82% 

61% 

自己表現として製品を使用している	 

自分のスタイルを反映しているブランドを購入する	 

所有しているブランドや製品で、その人の社会的地位がわ
かる	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 
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とても/やや同意すると回答した人(%) 
	



影響力の範囲:何が旬なのか、オンライン上で何が行われているのか、がブランドへのロイヤルティをドライブする	  
	  

ブランドの選択を行う際にアジアの消費者は、昔から使っていた馴染みのあるブランドよりも、仲間が使っているブ

ランドを使う傾向が高い。これは彼らが必ずしも従来的な選択にこだわるのではなく、今現在何が人気で評判が高

いかによって選択することを示唆している。またASEAN消費者の過半数は新しいブランドを試すことや、デジタル上
でブランドと交流することに対し日本人消費者と比べかなりオープンである。明確なブランドメッセージとオンライン・

オフライン両方で消費者と繋がる強いキャンペーンを展開する日本のブランドはASEAN地域で成功する機会が大き

いと思われる。	  
	  

日本のブランドが欧米市場に参入する際は、既に確立された競合ブランドと戦うためにかなりの努力が求められる。

アジアでも地元の競合や巨大な多国籍プレーヤーは存在するが、本調査では回答者の過半数が実際に今まで

使ったことがないブランドを購入することを好むと回答している。ASEAN参入時に明確な意思を示すことが出来る日

本の多国籍企業にとっては、このASEAN消費者の持つ積極的な好奇心や実験意欲はまさにグッド・ニュースである。

日本の消費者に比べ新興アジア諸国の消費者の新しいブランドに対する受容度は相当高い：日本人消費者のわず

か41％が新しいブランドへのトライアル意向を示したのに対し、インドでは72％、フィリピンでは67％、ベトナムでは

55％という結果であった。	  
	

第一章:	  購買決定要因	

アジアの消費者は自分が親しんでいるブランドを好むが、新しいブランドを試すことにも弊害はない。	  
特にインドとフィリピンではこの傾向が高い	  
	

54% 
48% 

72% 
41% 

48% 
48% 

67% 
49% 

55% 

今までに使用したことのないブランドを購入したい	 

87% 

80% 

82% 

87% 

86% 

90% 

74% 

60% 

91% 

74% 

91% 

81% 

94% 

88% 

91% 

77% 

85% 

86% 

以前に使用したことのあるブランドを購入したい	 

有名企業のブランドを購入したい	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 
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とても/やや同意すると回答した人(%) 
	



日本を含む調査対象国８カ国全ての消費者において、友人や家族が使っているブランドを使う傾向（75％）のほうが、

共に育ったブランド（59％）より高い結果が見られた。	  

影響力の範囲:何が旬なのか、オンライン上で何が行われているのか、がブランドへのロイヤルティをドライブする	  
	

ブランドの選択を行う際にアジアの消費者は、昔から使っていた馴染みのあるブランドよりも、仲間が使っている

ブランドを使う傾向が高い。これは彼らが必ずしも従来的な選択にこだわるのではなく、今現在何が人気で評判

が高いかによって選択することを示唆している。またASEAN消費者の過半数は新しいブランドを試すことや、デジ
タル上でブランドと交流することに対し日本人消費者と比べかなりオープンである。明確なブランドメッセージとオ

ンライン・オフライン両方で消費者と繋がる強いキャンペーンを展開する日本のブランドはASEAN地域で成功する

機会が大きいと思われる。	

日本のブランドが欧米市場に参入する際は、既に確立された競合ブランドと戦うためにかなりの努力が求められ

る。アジアでも地元の競合や巨大な多国籍プレーヤーは存在するが、本調査では回答者の過半数が実際に今ま

で使ったことがないブランドを購入することを好むと回答している。ASEAN参入時に明確な意思を示すことが出来

る日本の多国籍企業にとっては、このASEAN消費者の持つ積極的な好奇心や実験意欲はまさにグッド・ニュース

である。日本の消費者に比べ新興アジア諸国の消費者の新しいブランドに対する受容度は相当高い：日本人消

費者のわずか41％が新しいブランドへのトライアル意向を示したのに対し、インドでは72％、フィリピンでは67％、

ベトナムでは55％という結果であった。（スライド１５）	  

	

新興アジアでは　「私の仲間」の方が「私の両親」よりもブランドを決定する際に重視される要因となっている。	  
この事実は他の世界各国にも当てはまるものの、急速に成長と変化が激しいアジア社会の特徴が、消費者のブラ

ンド選択において『仲間』が果たす役割を揺るぎなきものとしていることが考えられる。特に新興アジアは確実に人

口が若い：例えばインドとマレーシアの平均年齢は25歳、ベトナムは27歳、そしてインドネシアは28歳である。教育、

価値観そして所得レベルは世代によって明確に異なっている。これらの市場における旧世代の消費者は自国がか

なり後進国であった時代の記憶が強いが、人口の中心となっている現在の20代から40代はその人生のほとんどが

自国の高度成長期と重なっており、アジアが世界経済の原動力となっている時代を過ごしてきている；このデモグラ

フィックはアジア地域、自己、そして将来に対する自信が脈々と流れている人口層である。嗜好、機会、そして意識

が、所得が増える度に急速に変化していく中で、何が新しく、革新的でクールかを決定するベストな指標が『仲間』に

よって提示される強い傾向は今後も続くと思われる。	  

このことは、昔からある地元ブランドや多国籍プレーヤーが占有しているカテゴリーに参入する際にターゲット世代

の想像力を掻き立てることの出来る日本のブランドには大きな機会となる。 	  

	

	  

第一章:	  購買決定要因	

アジアの消費者の購入決定には仲間の影響が大きい。「伝統」よりも大事。	  	  
	

75%	  

59%	  

86%	  

42%	  

74%	  

67%	  

45%	  

50%	  

65%	  

59%	  

79%	  

59%	  

83%	  

68%	  

79%	  

60%	  

91%	  

66%	  

Total	   China	   India	   Japan	   Indonesia	   Malaysia	   Philippines	   Thailand	   Vietnam	  

友人や家族も使っているブランドや製品を使うと	  
安心する	

自分が子供の頃から使っていた、親も使っているブランド	  
を購入する	
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とても/やや同意すると回答した人(%) 
	



特にアジアの若い、オンライン世代のターゲットの話題や会話を触発する道は無数に存在する。日本以外のアジア

の消費者は日本の消費者に比べブランドとオンライン上で交流することに圧倒的にオープンな姿勢を見せている。

調査対象となった新興アジア市場７カ国では回答者の７０％がオンライン上でアクティブなコミュニケーションをして

いるブランドが好きだと答えているのに対し、日本の回答者ではわずか３８％であった。日本以外のアジアの回答者

の65%は「ソーシャルメディア上で友達にブランドの話をされると興味がピークに達する」と言っているが、日本の回

答者ではわずか３４％に留まっている。	

オンライン上でコミュニケーションをしてくるブランドに対して最もオープンな消費者は、中国	   (80%),	  インド	   (80%),	  フィ

リピン	   (71%)	   そしてベトナム	   (70%)で、またこれらの国の消費者達はソーシャルメディアで話題にされているブランド

を購入する傾向が最も高い結果となっている。  	

第一章:	  購買決定要因	

日本以外の消費者の大多数はオンライン・ソーシャルメディア上でブランドと交流したり、ブランドについて語り合っ
たりすることを歓迎している。これも仲間の役割が大きい。	  
	

66% 

62% 

50% 

80% 

74% 

65% 

80% 

75% 

65% 

38% 

34% 

27% 

68% 

43% 

46% 

60% 

59% 

41% 

71% 

67% 

52% 

62% 

59% 

53% 

70% 

81% 

46% 

オンライン上で積極的にコミュニケーションをしているブラ
ンドは好きだ	 

ソーシャルメディア上で友人があるブランドの話をしている
のを見ると興味が高まる	 

フェイスブックなどのソーシャルメディアでみんなが話題に
しているブランドを購入したい	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 
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とても/やや同意すると回答した人(%) 
	



保守的な文化がいまだに残るアジアのほぼ全域における若者世代にとってのソーシャルメディアは、自己表現と対

話、そして安心と承認へのビークルを提供する存在である。自立性を主張する欲求がある若者達にとって、それがあ

る一定の受容範囲内での主張であることも同じく重要である；認知はされたいが、反抗はしたくない。ブランドは個人

の自己表現の重要なツールとしての可能性を持っており、ソーシャルメディアはその個人がオン・トレンドであること

や、旅慣れていることや成功していることや社会問題意識が高いことなどを拡散してくれる存在である。新興アジア

の消費者は自分を目立たせると同時に仲間から浮かないためのブランドや他では入手できない情報を提供してくれ

るブランドとオンライン上でエンゲージしていくことに非常に強い意欲を持っている。  	  

	  
新興アジアではオンライン上での消費者エンゲージメントが日本に比べると高いということは興味深い事実である。

ひとつの仮説としてはより集団主義で建前や礼儀が重視される日本社会に比べ、アジアの新興社会は消費者の自

己表現やアイデンティティの投影に寛大であるということ。	  
	  

新興アジアの消費者は自分を目立たせると同時に仲間から浮かないためのブランドや他では入手できない情報を提

供してくれるブランドとオンライン上でエンゲージしていくことに非常に強い意欲を持っている。 例えばKotexは、女子

たちが男の子や学校や生理にいたるまでの全ての話題について語り合え、家庭では質問しにくい疑問に答えてくれ

る医者が存在するオンライン上のフォーラムを開設したことで、わずか数週間で百万人を超えるインドネシアの女の

子たちのコミュニティーを創出した。　	  

	  
中国ではファスト・ファションブランドであるVanclが、買い物客に同ブランドサイト上で購入した洋服でコーディネートし

た自分の写真をソーシャル・ネットワーキング・ブログにアップすることを促し、他の人がその洋服コーディネートを購

入することが可能な仕組みを提供し、最も多くのファンを獲得した買い物客モデルに対して彼女たちがもたらした売り

上げに対するコミッション報酬が得られる特典を設けた。これら２つのケースはアジアにおけるブランドオンライン上で

達成できる積極的な消費者との繋がりを象徴する成功事例である。 	  
	  

アジア市場における日本のブランドは日本の国内に比べ、オンライン上における消費者とのよりパーソナルな結び付

きを持つ努力が必要となる。そのためには消費者の参加を促しアジア地域の市場全体で一貫性のあるブランドの

メッセージが伝わる強いデジタル戦略が求められる。これは日本のブランドによっては、デジタル戦略のシフトを意味

する。ユニクロのような数少ないエッジのある日本のブランドの中には効果的なデジタル活動を行っているブランドも

存在しているが、その他多くの日本のブランドは縦割りまたはプロモーション志向の強いコンテンツにフォーカスしが

ちで、ソーシャルメディアを通した消費者との対話を生み出すことに注力していない傾向が見られる。  	

第一章:	  購買決定要因	
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影響力の範囲:何が旬なのか、オンライン上で何が行われているのか、がブランドへのロイヤルティをドライブする	  
	

ブランドの選択を行う際にアジアの消費者は、昔から使っていた馴染みのあるブランドよりも、仲間が使っている

ブランドを使う傾向が高い。これは彼らが必ずしも従来的な選択にこだわるのではなく、今現在何が人気で評判

が高いかによって選択することを示唆している。またASEAN消費者の過半数は新しいブランドを試すことや、デジ
タル上でブランドと交流することに対し日本人消費者と比べかなりオープンである。明確なブランドメッセージとオ

ンライン・オフライン両方で消費者と繋がる強いキャンペーンを展開する日本のブランドはASEAN地域で成功する

機会が大きいと思われる。	

日本のブランドが欧米市場に参入する際は、既に確立された競合ブランドと戦うためにかなりの努力が求められ

る。アジアでも地元の競合や巨大な多国籍プレーヤーは存在するが、本調査では回答者の過半数が実際に今ま

で使ったことがないブランドを購入することを好むと回答している。ASEAN参入時に明確な意思を示すことが出来

る日本の多国籍企業にとっては、このASEAN消費者の持つ積極的な好奇心や実験意欲はまさにグッド・ニュース

である。日本の消費者に比べ新興アジア諸国の消費者の新しいブランドに対する受容度は相当高い：日本人消

費者のわずか41％が新しいブランドへのトライアル意向を示したのに対し、インドでは72％、フィリピンでは67％、

ベトナムでは55％という結果であった。（スライド１５）	  

	

第一章:	  購買決定要因	

日本以外の消費者の大多数はオンライン・ソーシャルメディア上でブランドと交流したり、ブランドについて語り合っ
たりすることを歓迎している。これも仲間の役割が大きい。	  
	

66% 

62% 

50% 

80% 

74% 

65% 

80% 

75% 

65% 

38% 

34% 

27% 

68% 

43% 

46% 

60% 

59% 

41% 

71% 

67% 

52% 

62% 

59% 

53% 

70% 

81% 

46% 

オンライン上で積極的にコミュニケーションをしているブラ
ンドは好きだ	 

ソーシャルメディア上で友人があるブランドの話をしている
のを見ると興味が高まる	 

フェイスブックなどのソーシャルメディアでみんなが話題に
しているブランドを購入したい	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 
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とても/やや同意すると回答した人(%) 
	



また日本以外のアジアの消費者は、社会貢献や積極的に社会問題を支持するブランドを好む傾向が高い。中国、

インド、インドネシア、タイ、そしてベトナムの消費者は１０人に９人が社会的責任を果たしているブランドを購入する

意向が高いのに対し、日本では１０人に７人以下であった。 	  	  	  	  
	

ブランドがこのような対話を創出する場合、CSR（企業の社会責任）の分野が有効である＝「ブランドの社会貢献」	  
	  

第一章:	  購買決定要因	

Q.下記それぞれにどの程度同意しますか?  

87% 

78% 

93% 

85% 

89% 

87% 

65% 

56% 

93% 

87% 

79% 

73% 

96% 

84% 

89% 

66% 

90% 

88% 

社会的責任を果たしている企業のブランドを購入する意向
が高い	 

積極的に社会問題に取り組んでいる・貢献しているブラン
ドを購入する意向が高い	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 
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とても/やや同意すると回答した人(%) 
	



意識 – エクセプション（例外）マップ 

製品は出来るだけ機能性が高い方が良い	  
価格ではなく品質で購入 	  

自分のスタイルを反映しているブランドを購入	  

有名な企業のブランドを購入する	  

友人が使用しているブランドを使うのは安心 	  

耐久性の高い製品のほうが好き	  

使用する製品は自己表現のひとつ 	  

自分が好き・あこがれる国のブランドを購入 	  
以前使用したことがあるブランドを購入したい	  

オンライン上で話しかけてくるブランドは好き 	  

FBであるブランドを友人が話題にしていると興
味が高まる	  

デザインやスタイルより機能性の方が重要	  

ソーシャルメディア上で話題になっているブランドを購入した
い	  

欧米のブランドの方がアジアのブランドよりスタイリッシュである	  

なるべく自国の製品を購入するようにする	  

多くの人が使用しているブランドは使いたくない	  

有名人が使っているブランドを購入する傾向が高い	  

通常は一番安価なものを購入	  

子供の頃から使っていたブランドを購
入	  

他より安価なブランドを購入したい	  

ブランドは高額であればあるほど良い	  

製品の生産地はあまり気にしない	  

ブランド名より価格が重要	  
自国のブランドは信用しない	  

中国	  

インド	  

日本	  

マレーシア	  

フィリピン	  

ベトナム	  

タイ	  

インドネシア	  

機能性と価格	  

仲間の承認	  

有名人とSNS上	  
での話題	  

高価でもOK	  

しかしながら、実はこの領域において日本企業は非常に優位なポジションにいる。多くの日本企業はその企業理念

こそが世間の信頼をドライブすると考えている。特に戦後はほとんどの日本企業が企業理念に強い社会責任を取り

入れ謳っている。例えば住友商事は新たな価値を生み出し『広く社会に貢献する』ことをビジョンとして掲げている；

日本航空は『企業価値を高め社会の発展に貢献する』ことを目指している；トヨタが掲げるミッションの大きな要素も

また『より豊かな社会を生む』こととなっており、本気で取り組んでいる。日本という国ではほとんどの企業が終身雇

用を提供し、CSRが企業の使命の象徴となっており、実際に社会を優先させている。  	  

日本企業はアジアに参入していく上で、他の市場を包括することを踏まえ自らの企業ミッションを拡大または再定義

することを検討し、新たな消費者と共にそのミッションを語り合う方法を見出すことが重要となる。これはブランドのデ

ジタル戦略とも絡めることが可能である。積極的にオンライン上でエンゲージし、対話をし、そして社会貢献をする企

業はアジアの消費者との絆と話題を創出することが可能となる。	

 	

全ての国々が同じわけではない … 国によって重視される要因が異なる。日本でも価格は重要要因ではあるが、
同時にコストセーブによって高級品やプレミアム体験につなげたいという意向もある。	

	  

影響力の範囲:何が旬なのか、オンライン上で何が行われているのか、がブランドへのロイヤルティをドライブする	  
	

ブランドの選択を行う際にアジアの消費者は、昔から使っていた馴染みのあるブランドよりも、仲間が使っている

ブランドを使う傾向が高い。これは彼らが必ずしも従来的な選択にこだわるのではなく、今現在何が人気で評判

が高いかによって選択することを示唆している。またASEAN消費者の過半数は新しいブランドを試すことや、デジ
タル上でブランドと交流することに対し日本人消費者と比べかなりオープンである。明確なブランドメッセージとオ

ンライン・オフライン両方で消費者と繋がる強いキャンペーンを展開する日本のブランドはASEAN地域で成功する

機会が大きいと思われる。	

日本のブランドが欧米市場に参入する際は、既に確立された競合ブランドと戦うためにかなりの努力が求められ

る。アジアでも地元の競合や巨大な多国籍プレーヤーは存在するが、本調査では回答者の過半数が実際に今ま

で使ったことがないブランドを購入することを好むと回答している。ASEAN参入時に明確な意思を示すことが出来

る日本の多国籍企業にとっては、このASEAN消費者の持つ積極的な好奇心や実験意欲はまさにグッド・ニュース

である。日本の消費者に比べ新興アジア諸国の消費者の新しいブランドに対する受容度は相当高い：日本人消

費者のわずか41％が新しいブランドへのトライアル意向を示したのに対し、インドでは72％、フィリピンでは67％、

ベトナムでは55％という結果であった。（スライド１５）	  

	

第一章:	  購買決定要因	
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ブランドの選択を行う際にアジアの消費者は、昔から使っていた馴染みのあるブランドよりも、仲間が使っている

ブランドを使う傾向が高い。これは彼らが必ずしも従来的な選択にこだわるのではなく、今現在何が人気で評判

が高いかによって選択することを示唆している。またASEAN消費者の過半数は新しいブランドを試すことや、デジ
タル上でブランドと交流することに対し日本人消費者と比べかなりオープンである。明確なブランドメッセージとオ

ンライン・オフライン両方で消費者と繋がる強いキャンペーンを展開する日本のブランドはASEAN地域で成功する

機会が大きいと思われる。	

日本のブランドが欧米市場に参入する際は、既に確立された競合ブランドと戦うためにかなりの努力が求められ

る。アジアでも地元の競合や巨大な多国籍プレーヤーは存在するが、本調査では回答者の過半数が実際に今ま

で使ったことがないブランドを購入することを好むと回答している。ASEAN参入時に明確な意思を示すことが出来

る日本の多国籍企業にとっては、このASEAN消費者の持つ積極的な好奇心や実験意欲はまさにグッド・ニュース

である。日本の消費者に比べ新興アジア諸国の消費者の新しいブランドに対する受容度は相当高い：日本人消

費者のわずか41％が新しいブランドへのトライアル意向を示したのに対し、インドでは72％、フィリピンでは67％、

ベトナムでは55％という結果であった。（スライド１５）	  

	

考察の視点:	

新興アジアにおける消費者は個人のニーズを満たしつつ個性を反映させることの出来る、機能性とクール要

因を兼ね備えたブランドを求めている。確実にコスト意識は高いものの、全ての側面で合格している製品に対

してはより高い対価を払うことを惜しまない。日本の消費者に比べよりオンライン上でのブランドとの交流に対

してオープンで、ブランドが自己表現の手段であるという意識が強い。   	

日本のブランドは新興アジア全域において消費者とオンライン上でエンゲージし、パーソナルなレベルでつな

がることを可能とする明確なブランドアイディアを開発する必要がある。企業はすでに日本のイメージと強く関

連する機能性と優位性の高い品質を効果的に活用すべきである。　	  

品質とクール・ファクターを提供できる日本のブランドは、特にASEANでは明確なアドバンテージを得ることに

なるだろう。	

第一章:	  購買決定要因	
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Market	  Personality	  
	  
第二章：市場の人格	  
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第二章:	  	  市場の人格 	

アジアの消費者にとって日本は海外旅行先として２番目に訪れたことが多かった国であり、何よりも、今後是非訪れ

てみたい国としてトップとなったのが日本。日本という国は「アイディア」としても理想としても、アジアの消費者にとっ

て相当共感されている。	  
	  

新興アジアの消費者は日本が大好きである。「日本」という発想そのものが大好きだし、日本を尊敬しているし、日

本を訪れてみたいと思っている。	  

本調査の対象となった全市場において、日本はフランスと並んで行きたい国のトップとして挙げられており、イギリス、

イタリアやその他の有名なアジアの観光地を上回っている。日本への旅行に最も関心が薄いのは中国であった。し

かしながら、ASEANの消費者にとって日本は最も訪れたい国。また主要海外旅行先の中で日本は訪れたことがある

国として２番目に挙がっており、この地域の消費者にとっての日本の魅力の強さが伺える。	

海外旅行経験者の間で最も訪れたことがある国はタイで日本はそれに続く。これは少なくとも経済的な理由も影響
していると思われる（経済的に旅行可能か否か）	  …	  

行ったことがある国 （全体） 行ってみたい国 （全体） 

日本への旅行に対する関心度合いは国によって少しずつ異なる。	  
ASEANの消費者に比べ中国とインドの消費者はやや関心が低い	  

27% 

22% 

22% 

21% 

20% 

20% 

13% 

13% 

12% 

10% 

9% 

8% 

6% 

6% 

4% 

4% 

タイ	 

日本	 

中国	 

マレーシア	 

韓国	 

米国	 

英国	 

インドネシア	 

フランス	 

ドイツ	 

イタリア	 

ベトナム	 

オランダ	 

フィリピン	 

インド	 

スウェーデン	 

Q. 下記の国々のうち、行ったことがある国はどこですか？ 

41% 

41% 

39% 

38% 

36% 

32% 

31% 

31% 

27% 

21% 

17% 

17% 

16% 

14% 

13% 

11% 

日本	 

フランス	 

米国	 

英国	 

イタリア	 

ドイツ	 

オランダ	 

韓国	 

スウェーデン	 

タイ	 

マレーシア	 

中国	 

ベトナム	 

インドネシア	 

インド	 

フィリピン	 

Q. 将来的に下記のどの国に行ってみたいですか? 

行ってみたい国 (市場ごと) 

Q. 将来的に下記のどの国に行ってみたいですか? 20	



また日本は別の意味でも際立っている。勤勉で、テクノロジー力が高く、成功している信頼性の高い国というイメー

ジがある。事実調査結果でも、多くのアジアや欧米諸国の中で最も強く差別化されたイメージを持たれているのが

日本であった。 	  
	  

	  
	

第二章:	  市場の人格	

他のどの国よりも日本は強く差別化されたイメージを持たれている：洗練された技術、勤勉、そして高い信頼性...	  

国の人格マップ （全体） 

従順	  

気楽	  

充足して
いる	  

ユーモアがある	  

成功者 	  
規律正しい	  

スピリチュアル	  

技術的洗練	  

控えめ	  

情熱的	  
友好的	  

面白い	  

インスパイアリング	  

信頼できる	  賢い	  

受身	   おとなしい	  

文化的	  

トレンディ	  

冷酷	  

堅苦しい	  

つまらない	  

まじめ	  

楽しい	   バランスがいい	  

うぬぼれてる	  

勤勉	  

家族中心	  
Heroic	  

一貫性がある	  
China	  

France	  

Germany	  

India	  

Indonesia	  

Italy	  

Japan	  

Malaysia	  

Netherlands	  
Philippines	  

South	  
Korea	  

Sweden	  
Thailand	  

UK	  

US	  
Vietnam	  

クリエイティ
ブ	  

一緒にいて	  
楽しい	  

禅の境地	  

おとなしく	  
規律正しい	  	  

きちんと	  
仕事をこなす	  

トレンディ
でおしゃれ	  

Q. これからの幾つかの質問に関しては、通常よりもクリエイティブにこれらの国々を思い浮かべてください。これらの国々を国としてではなく、その国の持つ人格やキャラクターとして捕らえてみて
ください。まずはそれぞれの国があなたの知り合いだったとしたら、と考えてみましょう。下記それぞれの文言が表現していると思う「人」はどんな人ですか？各文言についてあなたの知ってい
る人として考えてみてください。各文言につき感じたことをベースに、複数または一つ選ぶか、全く選ばなくてもかまいません。 

日本の人格 （対象市場） 

Q. これからの幾つかの質問に関しては、通常よりもクリエイティブにこれらの国々を思い浮かべてください。これらの国々を国としてではなく、その国の持つ人格やキャラクターとして捕らえてみて
ください。まずはそれぞれの国があなたの知り合いだったとしたら、と考えてみましょう。下記それぞれの文言が表現していると思う「人」はどんな人ですか？各文言についてあなたの知ってい
る人として考えてみてください。各文言につき感じたことをベースに、複数または一つ選ぶか、全く選ばなくてもかまいません。 
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一方で、日本は「クール」、「お洒落」、「トレンディ」または「楽しい」というイメージは持たれていない。しかしながら、

実際に日本には沢山「クール」なものがある。マンガやアニメやストリートファッションに至るまで日本のサブ・カル

チャーが世界に与えている影響は大きい。また日本では経済不況からのし上がってきた新たな若い、機敏な起業家

によるイノベーションも多く生まれている。	  
グローバル・ブランドはそのことを理解している：Nikeは最近クールファクターを強化するためにシャネルのデザイナ
ーKarl	   Lagerfiled等のファンを抱える日本のファッション・レーベルSACAIとコラボし女性向けウェアのコレクションを立
ち上げた。	  
	  
QZ.com,	  “Nike	  just	  increased	  its	  cool	  factor	  by	  teaming	  up	  with	  an	  awesome	  Japanese	  brand”,	  February	  18,	  2015）	
	

	  

	  
	  

第二章:	  市場の人格	
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日本のビッグ・ブランドはまだそれらの豊かな資源に手をつけていない。例えば日本の電気メーカーブランドの多くに

対する消費者の尊敬の眼差しはエンジニアリングに対して向けられているものであり、デザイン性ではない。 	

日本企業は、ブランドのクール・ファクターを強化するために、例えば先端のスタートアップ企業を買収し新たな人材

を注入したり、新規性の高いデザイナー達に製品開発を任せてみたりすることを検討してみてもよいかもしれない。ま

たこれらの日本ブランドが、若い消費者が集まるアジア地域に参入する際は、地元の若者カルチャーを効果的に活

用しながらブランドストーリーを強化することも出来る。	  

一方で新興アジアの消費者がすでに日本に対して持っている情緒的な絆は日本のブランドがその存在感を演出する

際に豊かな基盤と可能性を提供することになる。 	  
	

本調査では対象者に様々な国を人に例えてもらっているが、回答者の半分は日本を「愛すべき者」または「親友」とし

ており、これはその他の国に比べて強く出ている。	

第二章:	  市場の人格	

どの国があなたにとって愛すべき者または親友か （全体） 

全体としてアジアの消費者は他のどの国よりも日本に対して強い感情的な絆を感じている。次に続くのはタイとフィ
リピン。アジアの消費者は欧米の国々とはあまり絆を感じていない。	  
	  

Q. 各国を人に例えたとすると、あなたとの関係を最もよく表しているのは？ 

33% 

30% 

28% 

26% 

26% 

25% 

23% 

23% 

23% 

21% 

19% 

19% 

18% 

17% 

16% 

16% 

日本	 

タイ	 

フィリピン	 

インド	 

インドネシア	 

ベトナム	 

フランス	 

マレーシア	 

米国	 

中国	 

イタリア	 

英国	 

ドイツ	 

韓国	 

オランダ	 

スウェーデン	 
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第二章:	  市場の人格	

当然の事ながら、自国に対する感情的絆が最も強い。	  
	  

%自国との感情的絆がある	  

Q. . 各国を人に例えたとすると、あなたとの関係を最もよく表しているのは？ 

半数の回答者が日本との関係を「メンター」、「親友」または「愛すべき者」と表現している…	  

日本との関係 （全体） 

7% 
12% 13% 

17% 19% 
16% 17% 

あまり好きではな
い人	 

知り合い・名前だ
け知っている人	 

もっと知りたい人	 友人	 メンター	 親友	 愛すべき者	 

全体	 

感情的絆のスペクトラム 	  

52%	  

Q. . 各国を人に例えたとすると、あなたとの関係を最もよく表しているのは？ 

24	
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アジアにおける戦後の地理政治的な歴史の中での近代日本の役割として、他のアジア諸国にとっての誇りが挙げら

れる。日本はアジア経済として初めて西洋諸国と肩を並べ、さらにその上まで上り詰めたことで、国際社会における

アジアの存在を築いた国である。経済的にも社会的にも日本の功績は、勤勉性、自制心、そして成功を価値観とす

るアジア文化圏において羨望の的となっている。また日本の礼儀正しく秩序のある社会と、仏教的な智慧も、規律を

是とし個人よりもコミュニティーや集団を重んじるアジア文化圏が敬意を示す由縁である。 	

ASEANの消費者は特に親日家である。仮説のひとつとして東南アジアでは日本と同様な意味合いを持つ「調和」が

重んじられており、人間関係においては配慮の精神が価値を持っていること。中国における「調和」は安定、つまり

最終目的に達するための手段を指している。	  
	

事実日本はアジアに共通する多くの価値観をさらに高次元かつ希望溢れるレベルまで持ち上げた国として広く認識

されている。例えば東日本大震災の際もテレビでは日本の被災者達が水や食事の給付にきちんと列を作って並ぶ

様子や、無人となった店にある食品を手に取りお金をカウンターに置いていく様子がニュースとして放映されたこと

で、アジア地域の視聴者の日本に対する威信と尊敬の意が集まった。世界中のほとんどの国々ではもし同じような

状況となった場合は暴動や犯罪が勃発してもおかしくない中で、このような日本人の慎み深い行動はアジア圏にお

いて非常に深い敬意で受け止められた。またこれまで日本はアジア地域で何かしらの危機が発生した際に、見返り

を求めずにすぐに国際的協力の手を差し伸べてきた。その結果、日本は先進的で洗練された誠意ある国として認識

されることとなった。 	  

	

ただし、中国の消費者だけは例外である。彼らは日本に対してネガティブな視点を持っており、これは第二次世界大

戦以降から続く対立や不和により二国間の関係に陰が落とされていることに根ざしている。また深い文化的違いも

存在している。中国は本質的に野心が強く合理的である。このような価値観の違いが日本のブランドに対する親近

感や好意のレベルに影響を与えている可能性もある。	  

	

日本や日本のブランドに対する見解において、中国の回答者はいずれの質問に対しても他の市場の回答者とは明

確に異なる立場を見せている。中国の消費者は日本の人格を全体的にネガティブに評価している：他のアジア諸国

が日本を先端テクノロジー、熱心、勤勉と評しているのに対し、中国の消費者は日本を頑固、冷酷、偉らそう、受身

だとしている。日本を人に例えると？という質問に対しては、中国回答者の約半数が「あまり好きではない人」、17％

が「知り合い。名前ぐらいは知っている人」と回答している。これは他のアジアの回答者が表現した「メンター」や「愛

すべき者」とは極端な対比である。しかしながら中国の消費者は日本を「礼儀正しい」とも表現している。	  

	

一方でASEAN地域及びインドの消費者の感情意識において日本は常に高い次元で存在している。特にベトナムの

消費者は日本をメンターとして敬っており、回答者の６０％が日本を訪れたいと思っている。	

第二章:	  市場の人格	
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Q.	  For	  the	  next	  few	  quesgons	  we’d	  like	  you	  to	  think	  about	  these	  counges	  a	  li@le	  more	  creagvely	  than	  you	  normally	  would.	  	  Instead	  of	  being	  countries,	  we	  want	  you	  to	  think	  more	  about	  the	  
‘personality’	  and	  character	  of	  the	  country.	  First	  we’d	  like	  you	  to	  imagine	  for	  a	  moment	  that	  each	  of	  these	  countries	  were	  “people”	  that	  you	  knew.	  	  For	  each	  statement	  below,	  please	  indicate	  
which	  of	  these	  “people”	  you	  feel	  that	  statement	  describes.	  	  You	  may	  select	  all,	  some,	  one	  or	  none	  of	  these	  ‘people’	  depending	  on	  how	  you	  feel	  about	  each	  statement.	  	  

第二章:	  市場の人格	
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考察の視点:	

アジアの消費者はすでに日本に対し強い好意を感じている。その好意を触発していくかどうかは日本のブラン

ド次第である。日本ブランドが有しているテクノロジーにおけるアドバンテージを活用していく、または所有して

いく。これについてはすでに高い信憑性が存在している。例えテクノロジー以外のカテゴリーであっても、日本

製品とイメージ連想が強い科学的なイノベーション力や完璧主義はあらゆる製品において強力な戦略要素と

なる	  

：例）吸収力、脂肪分解植物、初摘み茶葉など。日本人が持つ細部へのこだわりを職人技が重要となる分野

にも展開する。	

日本の若者文化やサブ・カルチャーを活用し、日本のブランドに欠けるクール・ファクターを強化。これは製品

デザインからコミュニケーションまで、あらゆる要素に反映可能である。 	

bluehand	  /	  Shu@erstock.com	
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Made	  in	  JAPAN	  
	  
第三章：日本製	  
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日本製品はアジアの消費者（中国を除く）が購買したい自国以外の製品として群を抜いている。	

日本製品は「非常に感心する」という項目でドイツを抜いてトップの座を獲得。	

ASEAN	  の消費者は盲目的に欧米ブランドの方がよりスタイリッシュだと考える傾向は弱い。これは日本のブランドが

機能性とスタイルを両立できた場合は怖いものなしとなる。	

日本製品は品質、優秀なテクノロジー、安心、信頼といったイメージを強く連想させている。	  
	  

消費者にとって製品の発祥地は重要である。回答者の７０％以上が、自分の尊敬する国の製品を購入したいと述

べている。そしてその中でも日本はトップに挙げられている。６４％の人が日本製の製品を購入する可能性が高いと

しており、続いて米国（５２％）、ドイツ（４７％）となっている	

第三章：	  Made	  In	  Japan	  	

消費者は、可能な限り自国の製品を購入しようとする	  
	

74% 

26% 

59% 

31% 

83% 

30% 

68% 

17% 

77% 

19% 

68% 

26% 

86% 

17% 

75% 

32% 

82% 

29% 

できるだけ、自国の製品を買おうとしている	 

自国のブランドを信用していない	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 

彼らは尊敬する国を支持する	  
	

72% 

83% 

78% 

54% 

68% 

62% 

72% 

77% 

83% 

自分が好きな国や憧れている国のブランドを買うのが好きだ	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 
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とても/やや同意すると回答した人(%) 
	

とても/やや同意すると回答した人(%) 
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55% 

65% 

69% 

65% 

43% 

41% 

42% 

54% 

58% 

欧米のブランドはアジアのブランドよりスタイリッシュだ	 

Total China India Japan Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 

またアジア諸国の消費者（中国を除く）が自国以外の製品で最も購入したい国の製品として日本は群を抜いている。

ケースによっては自国製品よりも上回る勢いで、どの国から製品を購入したいかという質問に対し、マレーシアの回

答者では「Made	   in	   Japan」のほうが「Made	   in	   Malaysia」よりも高い評価となっており、フィリピンやベトナムでも日本

製品のほうが自国製品よりも購買意向が高い。	

幅広い国々の製品の中で最も感心する製品はどこの国のものかという質問に対しても、日本はトップに評価され、

続いてドイツ、米国、イギリスという結果となった。	

第三章:	  Made	  in	  Japan	

特にASEANの消費者は欧米ブランドがアジアのブランドよりスタイリッシュであることに同意する可能性が低い。これ
はASEANにおける日本ブランドの関連性と潜在的な魅力を強化する。	  
	

各国で製造された製品が購入される可能性が非常に高い（回答者全体） 

Q.下記それぞれの国で製造された製品をどの程度購入したいですか？ 

64% 

52% 

47% 

43% 

42% 

37% 

35% 

35% 

33% 

31% 

29% 

28% 

28% 

27% 

26% 

24% 

日本	 

米国	 

ドイツ	 

英国	 

フランス	 

韓国	 

タイ	 

イタリア	 

スウェーデン	 

中国	 

インド	 

インドネシア	 

ベトナム	 

オランダ	 

フィリピン	 

マレーシア	 

日本は最も尊敬されている	
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とても/やや同意すると回答した人(%) 
	



ブランド・ジャパンはスタート地点ですでに先頭に立っているだけでなく、ASEANの消費者は欧米ブランドにそもそも

それほど傾倒する傾向がないことから、多国籍日本企業にとってはこれも大きな機会である。	  

	  
欧米ブランドをアジアブランドよりもスタイリッシュだとしている東南アジアの消費者は半数以下。中国とインドの消

費者は欧米ブランドをよりスタイリッシュだと評価する傾向があるものの、インドネシア、マレーシア、フィリピンで同

様の傾向を示したのは１０人中わずか４人であった。	

ASEANの回答者が必ずしも欧米ブランドの方がアジアの競合ブランドよりも勝った評価をしないという事実は、こ

れらの消費者グループのプロフィールに根ざした現象である。彼らは若く、教育レベルも加速化している。アジア

が世界経済を促進している時代に大人になった前向きな世代である。J.ウォルター・トンプソンが実施した調査に

よると、彼らは自分たち、アジア地域に対して自信を持っており、「俺たちの時代」であるという意識が強い。	  

”ASEAN	  Consumers	  and	  the	  AEC”,	  2013,	  J.	  Walter	  Thompson	  
	  

これは強いブランドイメージを投影できる強い日本のブランドにとってはさらに門戸が開かれることを示唆している。	

このチャンスを実現するためにも日本のブランドはその氏素性を活用していくべきである。にもかかわらずASEAN
においてこの戦略を展開している日本のブランドはあまり多くない。多くの日本企業は現地のパートナーやディス

トリビューターと契約を結びアジア市場に進出していることで、現地のチャネルや市場インサイトを活用することが

可能となっている。一方で、製品のポジショニングやマーケティング手法については現地パートナーに頼るケース

や、最終決定権を現地パートナーに委任する契約となっている場合も多いためにブランドの発祥地がマーケティ

ング活動の中で必ずしも重視されない傾向がある。	  
	  

	  	  	

第三章:	  Made	  in	  Japan	

各国で製造された製品にとても感心する（回答者全体） 

そして、日本の製品は最も感心されている	

67% 

49% 

48% 

42% 

41% 

35% 

35% 

31% 

27% 

24% 

24% 

23% 

20% 

18% 

16% 

15% 

日本	 

ドイツ	 

米国	 

英国	 

フランス	 

イタリア	 

韓国	 

スウェーデン	 

中国	 

タイ	 

オランダ	 

インド	 

インドネシア	 

フィリピン	 

ベトナム	 

マレーシア	 
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発祥地：そう簡単に活用できる権利ではない	

	  

どのブランドが最もその由来となる国と強く連想されているかを測定するために、本調査では回答者にアジア、ヨー

ロッパの国々及び米国から連想されるブランドを挙げてもらった。 	

日本と最も強く連想されているブランドはテクノロジーと自動車のブランドであった。ドイツはドイツ車ブランドで強く想

起されている。フランスは高級ブランド、スウェーデンはIKEAとボルボ、米国といえばAppleとコカ・コーラが際立った。	  

	

アジアの消費者の日本及び「Made	   in	   Japan」に対する羨望は非常に強い一方で、日本ということから純粋想起され

るブランドは主にソニー、トヨタ、ホンダに大きく限定されている。低いレベルでの純粋想起では東芝、パナソニック、

ユニクロも挙げられた。比較的歴史が浅い上に調査対象となった市場全てに存在しているわけでもないユニクロの

成功は特筆すべきである。	  
	

いずれにしても日本のブランドはそれなりにスコアを獲得している。日本以外で実際のブランドが「よくわからない」を

超えたスコアを獲得したのはBMW,メルセデス、フォルクスワーゲンのドイツとサムスンの韓国であった。調査対象市

場全体を通して、他のヨーロッパブランドの認知は低く、自国以外の消費者に連想されているASEANブランドはほと

んどなかった。	

第三章:	  Made	  in	  Japan	

他のアジア各国と最も強く連想されるブランド（回答者全体） 

Q.以下の国のそれぞれについて、その国と最も関連付けられるブランドや会社の名前を指定してください。もし何も無い場合にはその様に答えてください。 

中国	  
	

韓国	 インド	

消費者が韓国と最も強く関連付けるブランドとしてサムスンが際立っている	  

他のアジア各国と最も強く連想されるブランド —	  自国を除く  （回答者全体） 

それぞれのマーケットに住んでいる回答者を除いたとき、インドと中国のブランドを見ることは殆ど出来ない	  

中国	  
	

インド	

Q.以下の国のそれぞれについて、その国と最も関連付けられるブランドや会社の名前を指定してください。もし何も無い場合にはその様に答えてください。 
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つまりこれは各国が消費者意識に刻み込むことが出来る「Made	   In」ブランドはそれ程多くないことを示唆している

可能性がある  	

第三章:	  Made	  in	  Japan	

東南アジア各国と最も強く連想されるブランド （回答者全体） 

消費者がほとんどの東南アジア諸国のブランド名を想起することが困難	  

インドネシア	

フィリピン	

マレーシア	

ベトナム	タイ	

Q.以下の国のそれぞれについて、その国と最も関連付けられるブランドや会社の名前を指定してください。もし何も無い場合にはその様に答えてください。 

東南アジア各国と最も強く連想されるブランド —	  自国を除く  （回答者全体） 

それぞれの国に住んでいる人を除いたときに、これは増幅される	  

インドネシア	  
(インドネシア人の回答者を除く)	  

	

フィリピン	  
(フィリピン人の回答者を除く)	  

	

マレーシア	  
(マレーシア人の回答者を除く)	  

	

ベトナム	  
(ベトナム人の回答者を除く)	  

	

タイ	  
(タイ人の回答者を除く)	  

	

Q.以下の国のそれぞれについて、その国と最も関連付けられるブランドや会社の名前を指定してください。もし何も無い場合にはその様に答えてください。 

欧州各国と最も強く連想されるブランド （回答者全体） 

同様に欧米諸国でもいくつかの混乱があります。ドイツは自動車ブランドとして知られており、フランスは高級ブランド、そしてアメリカではアップル
が際立っている。	  

ドイツ	 フランス	 イタリア	

米国	英国	スウェーデン	オランダ	
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一方でMade	   in	   Japanは高品質、信頼性、安心、高い技術力の象徴としてイメージされている。これらの価値は新興

アジアにおける購買行動に強い影響を与える要因である。	

 	

	  「Made	  in」製品イメージは日本という国のイメージを映し出している	  
	

本調査で日本ブランドについて消費者に質問をしていく中で、彼らが日本という国に対して持っているイメージをそ

のまま日本のブランドに反映していることが確認された。つまりそれは、信頼性が高く、技術力があり、高品質、でも

若干やぼったい、というイメージ。	

日本製品は優秀な技術と高い品質を持って製造されており信頼性も高いが、魅惑的でもなくスタイリッシュ（フランス

やイタリアのように）でもなく、トレンディでも革新的（韓国のように）でもない。	  

	  
また日本企業は、同じくアジア地域を重視している韓国の競合各社がよりダイナミックなブランドのポジショニングを

行っていることを念頭に置く必要がある。これは韓国がその韓流ポップ・バンド、映画、ドラマなどの輸出に成功して

いることで、韓国をアジアのポップ・カルチャー・シーンのリーダーとしてのポジショニングに成功していることもその

一因であると考える。韓国ブランドはセレブリティの活用やキャンペーン、あるいは単純なイメージによって「クール・

コリア」を効果的に活用している。 	

	

第三章:	  Made	  in	  Japan	

製品生産国のイメージ （回答者全体） 

日本の製品は優れた技術でつくられ、高品質で信頼できるという項目が際立つが、フランスやイタリアなどの様に魅
力的でもスタイリッシュでもなく、韓国のようにトレンディでも革新的でもない。	  

つまらない	  
安価な	  

カッコいい	  
際立っている	  

倫理的	  

高価な	  

原材料に疑問を感じる	  

高品質	  

印象的	  
大量生産	  

低級	  

優れた技術	  

自分向けでない	  

普通	  

低い安全基準	  

プレミアム/贅沢	  

確実な	  

魅力的
な	  

スタイリッシュ	  

トレンディ	  

独自の	  デザインが良い	  

値段に見合う価値	  

中国	  

フランス	  

ドイツ	  

インド	  

インドネシア	  

イタリア	  

日本	  

マレーシア	  

オランダ	  

フィリピン	  

韓国	  

スウェー
デン	  

タイ	  

英
国	  

米国	  
ベトナム	  

	  誇りを持って作られて
いる	  

信用できる	  
革新的	  

スタイリッシュ	  
だが高価	  

品質に疑問を感じる	  

信頼できる
品質	  

トレンディで革
新的	  

Q.異なる国で作られた製品は他の国で作られた製品とは異なること回答。	

　　この質問では、あなたがあなた自身または家族のために購入するそれぞれの国の製品についてどのように感じているかを回答いただきます。 
　　あなたが以前にそれぞれの国からの製品を購入していない場合でも、いままでに見たこと、聞いてきたこと全てに基づいて回答願います。 
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第三章：	  Made	  In	  Japan	  	
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考察の視点:	

日本はほとんどのアジア及びASEAN諸国から羨望を獲得している国であり、自国以外の製品の消費者購入

意向が群を抜いて最も高いのも日本製品となっている（中国の回答者を除く）。彼らが『非常に感心する』と評

価する傾向が最も高いのは日本製品であり、ドイツ製品が次に続く。   	

しかしながら、日本のブランド全てが『日本』という文脈で強く存在しているわけではない。これはブランドの大

小に関わらず、ブランディングまたは日本の技術力、消費者とのエンゲージ、デジタル・マーケティング、クロ

ス・プロモーション、あるいは日本のマルチ・ブランドイベント等を通して活用していく価値のある領域である。 	

	  

日本製品は品質、技術力、安心、信頼性などといったイメージと強く関連づけられている。これらの特性は製

品が独自に提供する価値の一部として活用することで、ブランド力を高めプレミアム価値をドライブする原動

力となる可能性を持つ。しかしながら、優秀な品質や信頼性を語るだけでは一次元の価値で終わってしまう。

他の日本ならではの価値、例えば細部へのこだわりや職人技、あるいは日本のサブ・カルチャーが持つスト

リート・クールな側面をさらに効果的に活用していくことで、ペンキから家庭用品、健康商品、電気製品、そし

てファッションまであらゆるカテゴリーにも展開することが可能となる。 	

ASEANの消費者は欧米ブランドの方がよりスタイリッシュだとあまり思わない傾向があることも、日本のブラン

ドが機能性とスタイルを両立することが出来れば鬼に金棒となる機会であることが考えられる。 	
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Conclusion	  &	  ImplicaJons:	  
What	  it	  means	  for	  	  
Japanease	  brands	  
	  
結論と考察：	  
日本のブランドにとって	  
意味すること	
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今でしょ!	   　 　世界経済成長を超えるアジア太平洋地域の経済成長と、参入コスト削減と国境を越えた貿易がさらに

強化されるASEANの自由貿易条約が実現する今の時期ほど日本のブランドにとっての好機はない。アジア太平洋

地域およびASEAN諸国の増え続ける若い消費者は、世界の中でも今最も躍動感があり自信溢れる存在である。	  
	

ブランド構築は重要:	   	  特にASEANを中心としたアジアの消費者は日本の消費者に比べブランドを自己表現のツール

として見ている。これは明確な製品ブランドのアイディアではなく、企業ブランドに注力しがちな日本企業にとっては

重要なポイントとなる。本当に強いブランドは通常国境を越えることが可能となる明確なポジショニング又は『ブラン

ドアイディア』を有しており、これにより機能的価値だけではなく情緒的価値までを構築することが出来ている：例え

ばキットカットのブレイクや、デビアスの永遠の愛、コカ・コーラのハピネスなどを思い浮かべてもらいたい。新興アジ

アに対して高い野心の目を向ける多国籍企業は、消費者に対して機能価値を超えて提供していける価値を明確に

持つ必要がある。	  
	

際立つ日本:	   インドとASEANの消費者は強い日本のブランドを積極的に受容する準備が整っている。彼らは他のど

の国よりも日本に対して羨望と尊敬の意を抱いており、他のどの国よりも訪れたいのが日本であり、Made	   in	   Japaｎ

製品に対してすでに傾倒している。また日本という国は調査上で最も差別化されたイメージをもたれており、革新的、

高い技術力、勤勉そして信頼性が高いと評価されている。これは日本製品に対しても同様にもたれているイメージ

である。これらのイメージ特性はアジア文化圏において非常に高い価値を持っており、この地域における重要な購

買動機である。これらの価値はコンシューマー・エレクトロニクスから一般消費財、ヘルスケアや食品まであらゆる製

品カテゴリーにおけるブランドアイディアに反映していくことが可能である。高い技術力は日本のブランドを市場で際

立たせることだけではなく、日本の国としての本質的な価値を強化することにもつながる。	  

	

発祥地は重要:	   日本というだけでブランドに信頼性と憧れ感が自動的にもたらされる。これは特に信頼、技術、安心

といった価値が重視される分野では強い意味を持つ。ブランドの原産国が全く意味をなさない特異でニッチなカテゴ

リーやファッション的象徴が重視されるカテゴリーでない限りは、日本のブランドであると認知されることは、日本の

ブランドではないと思われるよりもベター。日本企業は本質的に強い発祥地を効果的に活かしていくべきである。	  

	

高く賞賛されてはいるが、さらに付加価値が必要:	   	   	  新興アジア市場の消費者はかなり合理的である。何にも増して

機能、品質、信頼性を求めている。これらの価値は日本企業や製品のイメージ特性でもある。しかしながら、もしア

ジアの市場でホームランを打ちたいのであれば、日本企業はこれらの価値をさらに明確な情緒的価値にまで高めて

いく必要もある。また調査対象国の消費者は スタイルやデザインも求めており、その価値があれば対価を払う意思

を持っている。そしてブランディングは非常に重要である：新興アジアの消費者は日本の消費者に比べブランドを自

己表現として感じる傾向が高い。アジア地域での成功を望む日本企業はこの強く差別化された消費者との絆を構築

するための魅力的なブランドメッセージで武装してくる必要がある。	  
	  

クール・ジャパン:	   日本及び日本製品は特に魅惑的・クールだとは認識されていない。ブランドの発祥地である日本

のサブ・カルチャーや細部へのこだわり・職人技の日本独特の特質を有効活用することで、単なる技術力を超えた

ブランドストーリーを構築していくことが、あらゆるカテゴリーにおける日本企業の機会となる。日本政府はこれを認

識しており、日本に対するイメージを向上させるために『クール・ジャパン』キャンペーンを立ち上げた。この政府によ

るトップダウンの施策が実際に功を奏するには何年もかかる可能性がある。日本企業もボトムアップでこの施策を

製品デザイン、生産、そしてブランド構築にいたるあらゆる側面で展開していくことが求められる。	  
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チャイナ・チャレンジ:	   歴史的に解決出来ていない論争や２国間関係に存在する緊張が主な原因であると思われる

が、中国の消費者は日本に対してあまりポジティブな感情は持っていない。その他のアジア地域諸国が日本を技術

力、熱意ある、勤勉な人という人格で表現しているのに対し中国では頑固、冷酷、横柄で受身な人というネガティブ

な形容詞で日本を表現。中国消費者のほぼ半分は日本を「あまり好きではない」としており、１７％が「単なる知り合

い・名前を知っている程度」と評している。中国消費者の日本評価でプラス面があるとすると、それは日本を『礼儀正

しい』としていること。中国では逆に『日本』という氏素性まわりについては異なる方法でメッセージやポジショングを

検討する必要がある。中国の回答者は他の市場の消費者と同様に社会貢献を行うブランドに対する好意度が高い。

よって中国の消費者とより質の高い情緒的な絆を作るにあたり、社会貢献というのは一つの有効な切り口となるか

もしれない。	  

	  

ASEAN機会:	   特にASEANにおいて強い戦略を導入する日本のブランドには非常に大きな機会が存在している。

ASEANの消費者は日本の全てが大好きなだけではなく、新しいブランドへのトライアルに積極的で、欧米ブランドの

方がアジアのブランドより勝っているとも思っていない。もし日本のブランドがこの地域にすでに存在している強い日

本のイメージを本気で活用するのであれば、オンライン戦略を強化する必要がある：特にASEANを中心とした新興ア

ジアの消費者は日本の消費者に比べソーシャルメディア上でのブランドとの交流に非常にオープンで、何事も見逃

したくないという積極的な姿勢を有していることを念頭に置くべきである。	
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•  日本ということに誇りを持つべき –日本という発

祥地を世の中に知らしめ、技術力、サービス、職

人技といった重要な長所を効果的に活用する。	  

•  さらにエッジを加える	   -‐	   伝統的に強いとされてい

る国の産業（例：フランスのワイン、英国の自動

車）であっても、初めは小さい・弱いと思われた競

合の脅威に直面する（例：オーストラリアのワイン、

韓国のエレクトロニクス）.	   強いブランドは国力を

ベースに成長してきただけでなく、普遍的な人間

のニーズを独自の方法で解決するというブランド

の存在意義に基づくエッジを付加してきた。	  

•  特定の地域市場においてはパーソナライズ/
ヒューマナイズする	  

•  ブランドのアイディアを明確にし、忠実に行動す

る。つまりブランドは自らのことを語るだけではな

く、自らの存在意義や消費者がそのブランドにつ

いて語る事柄を重視すべきである。	
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第二陣となる多くの多国籍日本企業にとってブランドの構築は独特のチャレンジとなるであろう。欧米や欧米の多国

籍企業が強いポジジョンを築いている海外市場においては、ブランド構築のプロセスが非常に明確で論理的である。

これらの欧米企業はまず消費者の意識に潜む葛藤やニーズとなるインサイトを発掘し、自社製品がこれらの消費者

にとってどのような役割を果たすべきかを明確化する。ブランドのアイディアは消費者インサイトと製品ブランドが独

自に提供できる価値が交わるポイントから生まれる。	  	  	  
	

ブランドアイディアは製品の機能的価値を超えたレベルで消費者との情緒的結び付きをもたらす。例）キットカットの

『ブレイク』、行動を促すNikeの『Just	   do	   it』、Axeデオドラントの『抗えない魅力』など。ブランドアイディアはポジション

グ・ステートメント以上のものである。ブランドアイディアとは消費者とブランドとの長期的関係を明確化するものであ

り、時代を超え一気通貫しているものである。明確なブランドアイディアを武器として持つことで、企業はあらゆる市

場や文化を反映した様々なキャンペーンや消費者イベントを開発することが出来る一方でブランドのメッセージや約

束は国境を越えても一貫性を維持することが可能となる。  	  

	  
日本では企業理念・ミッションといった企業の価値を中心としたブランディングが一般的である。またより暗黙の了解

を前提としており、全てが明確に言葉にされているわけではなく、直感的に解釈する余地が残されている。これはブ

ランディングへのアプローチがより明白で全てが明確に定義されている欧米とは大きく異なる。このアプローチの違

いは主に文化的違いによってもたらされている。日本は調和を重んじる単一民族文化国である：コミュニケーション

における根本的なアプローチは「受け手志向」であり、受け止める側が『空気を読む』ことが求められている。一方欧

米は多様な文化が混在しているため、コミュニケーションは『送り手志向』：つまり文化的背景や考え方を共有してい

ない相手に対して確実にメッセージを伝えることを重視する価値観がある。日本のコミュニケーションやブランディン

グへのアプローチは阿吽の理解が存在している日本国内市場においては十分通用するが、日本国外で導入してい

くのは難しい。	  

	

新興アジアに進出を図る日本企業はこれらの違いを解決し、日本国外でも解釈されやすくあらゆる国境を越えてい

けるようなブランド構築へのアプローチを模索していく必要がある。	

ギャップを埋める	  
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