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1.	  はじめに 	  
 私がアメリカに滞在している際に、日本から来ました、と話すと必ず言われるのが

「TOYOTA はいい車だよね」という話である。ほとんどの外国人が日本と聞いて思い浮

かべるのは、トヨタとアニメのようだ。その他に知っている企業はあるかと尋ねても、他

の自動車ブランドか SONY くらいで、日本ブランドは認知度がかなり低いことを覚えて

いる。日本には海外に進出している企業も多く存在するにもかかわらず、なぜ Apple

やコカコーラのように誰もが知るグローバルブランドとして認識されていないのかとても

疑問に思っていた。そこで、日本発のブランドの中でグローバルブランドとして知られ

ている企業を調べてみると以下の結果が得られた。 

 

	  	   ブランド名 	  	  
1 Toyota	   トヨタ 

2 Honda	   ホンダ 

3 Canon	   キャノン 

4 Sony	   ソニー 

5 Nintendo	   任天堂 

6 Panasonic	   パナソニック 

7 Nissan	   日産 

8 Lexus	   レクサス 

9 Toshiba	   東芝 

10 Nikon	   ニコン 

11 Komatsu	   コマツ 

12 Shiseido	   資生堂 

13 Bridgestone	   ブリヂストン 

14 Suzuki	   スズキ 

15 Ricoh	   リコー 

図１： MEMORVA,日本国内企業・グローバルブランドランキング（2013） 

 

 

 この図１を見てわかることは、１番多くランクインしているのが自動車ブランドで 15 位

までに 5 つ、次に多いのがソニーなどの家電メーカーの 3 つである 。この結果を見て

も、日本の自動車がどれほど有名かわかる。しかし、その他の業界でいうとゲームの任

天堂は Wii や DS などを世界中で提供しているが、実際に利用する子ども達にはそれ

が日本のブランドであることはあまり知られていないようだ。このような日本のグローバ

ル企業と前述した Apple などのグローバル企業にはどのような違いがあるのだろうか。

この論文では特にアパレル業界を中心とし、消費者のもつブランドイメージという視点

から、 消費者が抱くグローバルブランドに対するポジティブなイメージとその原因を明

らかにすることを目的として論文を進めていく。 

 本論文では、第二章に先行研究としてブランド論、標準化・適応化などのグローバル

展開する企業の考慮すべき理論、さらには Andreas Strebinger の主張する PBG と消

費者の持つブランドイメージについて紹介し、グローバルブランドのイメージ形成とそ
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の効果を分析していく。また、第三章では ZARA をケースとして取り上げグローバル戦

略を考察するとともに、異なる国出身の対象者４人に実際にインタビューを行い、消費

者側から見たブランドイメージを考察する。そこで、企業側のブランド戦略と消費者側

のブランドイメージを比較し、消費者が持つグローバルブランドのポジティブな印象と

その要素について具体的に検証していく。第四章ではまとめと本論文の限界につい

て述べる。 

 

 

２．先行研究：企業側の視点 
	  

2-‐1.	  ブランド 	  
 ある企業が海外へ進出する際とても重要な要素となるのが「ブランド」である。ブラン

ドを確立させることで他の商品とは確実に違うことを証明し、消費者に購買意欲を持た

せることができる。そこで、第 2 章ではブランドとは何か、強いブランド、なぜブランドの

形成が重要なのかについて見ていきたい。 

 まず「ブランド」という言葉を聞いて何を思い浮かべるだろうか。CHANEL、Louis 

Vuitton、GUCCI 等の高級アパレルブランド、もしくは Mercedes-Benz や BMW 等の

高級車が多くの人の抱くイメージだろう。そもそも、「ブランド」とは「焼き印をつける」と

いう意味からきており、家畜の所有者を示すために押した印であった。そこから発展し、

現在ではある企業の商品、サービス等を示す象徴的な名称やロゴマーク、パッケージ

デザインをさすことが多く、企業が自社商品の質の高さや安全性などを普遍的に消費

者に示す指標として利用されている（ケラー、2000、p.37）。言い換えると、ブランドはあ

る企業の商品を他の企業の商品と差別化し、さらにはその特徴によって競合他社の商

品よりも優位性を示すことができるのである。 

 では、強いブランドとは何か。恩藏（2003）によると、ブランドとは製品やサービスにブ

ランドエクイティ（ブランドの資産価値）を授けることであるという（p.28）。つまり、ブランド

は単なる名前やロゴではなく、その商品の品質やイメージと強く結びついた消費者と

企業の信頼関係でもあると言える。例えば、初めて使う商品であっても、よく名の知れ

た有名ブランドであれば安心できると考えるのは、ブランド認知やブランド知覚品質と

いったブランドエクイティが影響していると言える。さらに、強いブランドには顧客のも

つ品質や評判を超えたポジティブなイメージが重要となる（岩崎、2013、p.5）。強いブ

ランドはそれを利用する消費者によって特徴的なイメージが作り上げられる。例えば、

同じ車でもベンツと BMW に乗っている人の印象は少し違ってくる。ベンツ＝お金持

ち・社長などがイメージされ、BMW ではスポーティなセレブがイメージされる（岩崎、

2013、p.4）。そして、消費者はそのブランドが持つイメージを利用して、他者に与える

自分の印象を作り上げることができる。このように、強いブランドには顧客の持つポジテ

ィブなイメージが重要な競争優位の要素となり、消費者はその商品の品質や安全性を

超えてブランドの持つイメージを得たいという欲求を持つようになるのである。 
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2-‐2.	  	  海外進出におけるブランドの標準化と適応化 	  
 まず企業が自社商品を海外に展開する際に直面する課題として、言葉や文化、生

活習慣の違いなど多数存在するが、ここではブランドの標準化と適応化という課題に

注目したい。標準化・適応化とは何か、それぞれの利点、またその課題について具体

的に見ていく。 

 

 

2-‐2-‐1.	  標準化・適応化とは 	  
 ”標準化”とは、簡単に言えば同一の製品を地域全体あるいは世界全体に同じように

提供することである。国によって法律や市場の状況によって細かな変更はあるものの、

同じ商品を世界中に展開する方法である。標準化は、世界中に統一的なブランドを提

供することでブランドの認知度が高まるだけでなく、規模の経済1が働きコストを削減す

ることができる（小田部、2010、p.371）という大きな利点がある。標準化はターゲットとす

る消費者が世界中でよく似ており、彼らのニーズに共通性があり、類似した購買パター

ンがあるときにうまく機能する（小田部、2010、p.192）。例えば、グローバルに展開する

企業で標準化を選択しているのは PC の Apple 社や、マクドナルド、コカコーラ、など３

つほどすぐに思いつく。 

 一方で、”適応化”とは、ターゲットとする各国の顧客のニーズやウォンツの違いに注

目し、現地の市場やニーズに合わせた 適な変更を加えた商品を提供することである

（小田部、2010、p.371）。それぞれの地域でブランド名やパッケージデザインが異なる

ため、世界規模でのブランドの認知度は低くなり、さらに製品や品質、価格も現地の消

費者に合わせて変更するため市場・消費者調査等に費用もかかる。しかし、適応化は

現地の市場や文化、ライフスタイルに合わせた柔軟な戦略ができるという点で、統一

的なブランドに比べて消費者の満足度を上げることができるという重要な利点がある。

そのため、その地域の消費者の生活に根ざした必要不可欠なブランドにもなり得るの

である。 

 このような適応化、標準化の考え方をグローバルに展開する企業に当てはめると、グ

ローバルブランドを標準化、地域ブランドを適応化とみなすことができる。そこで、次の

項ではより具体的にグローバルとローカルに視点を当てて、利点やグローバルブラン

ド、ローカルブランドとなる条件を具体的に説明していく。 

 

 

2-‐2-‐2.	  グローバル・ブランディング 	  
 小田部（2010）によると優れたグローバルブランドとは、世界の消費者に向けて一貫

したアイデンティティを確立しており、同一の製品形態、同一の中心的便益やコア価

値、そして同一のポジショニングを保っている（p.370）。このようにグローバルブランドと

しての厳しい基準を満たすことは非常に難しいが、一方で多くの利点が得られる。その

１つが規模の経済である。ブランドを統一することによって生産、流通、プロモーション

における規模の効果に加えて、研究費開発のコスト削減にも繋がる。なぜなら、グロー

バルブランドとして発売されている製品にはコンピュータや自動車といったハイテク産

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 規模の拡大により、効率的な調達や相対的な研究開発費の抑制によりコストを減ら

すことができる効果（マネー辞典 参照）	  
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業が多いためだ。その他の利点としては、認知度の高さがある。グローバルブランドは

世界中で販売されているため、地域ブランドよりも人の目に触れる機会が多く、広域メ

ディア（特にアジアやヨーロッパにおいて）を利用すればより容易にブランドの認知を

高めることが出来るのである。さらに、「グローバルである」という事実がブランドイメー

ジに加わるだけで、世界と競争できる企業、さらにそのブランドを支える意志をもつ強

い企業という評価がつくことになる。そのような良い評判がブランドのイメージに繋がる

と、国外のみならず国内にも強い影響力を持つことが出来るのである（小田部、2010、

pp.370-372）。 

 さらに、消費者がどのようにグローバルブランドを評価しているかについての研究が

行われ、３つの重要な評価の次元を特定している（小田部、2010、p.410）。 

 

 

 1. 品質のシグナル 

   消費者はグローバルブランドを質がよく、名声の高いものだとみなしている。 

 2. グローバル神話 

   消費者はグローバルブランドを理想的なものとみなし、自分も属することで理想に

近づいた感覚を得る 

 3. 社会的責任 

   消費者はまた、グローバルブランドに社会問題に取り組み、よき市民としての義務

を果たして欲しいと考えている。 

 

 

 以上の点からも、グローバルブランドに対する消費者の期待や指示は非常に強力で

あることが分かるだろう。しかし、実際にはこのようなイメージを与えるグローバルブラン

ドを生み出すことは大変難しい。その理由として、国によるブランドの価値やブランド資

産の違いが特に大きいと考えられている。中でも、次の５つの要因があげられる（小田

部、2010、pp.410-411）。 

 

 

1. 歴史の違い：先発ブランドは後から現れたブランドよりも認知度が高く、一貫し

たポ ジショニング戦略でブランドイメージを確立している。 

 ２． 競争状況の違い：国ごとの市場の大きさ、競合の数によって競争状況が異なる 

 ３． マーケティング支援活動の違い：国によって好まれるコミュニケーション戦略が

異なる。（プッシュ型・プル型など） 

 ４． ブランドへの文化的な受容性の違い：不確実性回避志向の強弱によって異なる、

ブランドというものに対する文化的な受容性の違い 

 ５． 製品カテゴリーの普及の違い：ライフスタイルの違いからブランドが属する製品

カテゴリーが消費者に根付いているかが国ごとに異なる。 

 

 

この代表的な５つの課題をクリアしてこそ、世界中で受け入れられるグローバルブラン

ドになることができるのである。 
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2-‐2-‐3.	  地域ブランディング 	  
 地域ブランディングとは、ある企業が海外に商品を販売する際にその地域に適応化

させ、商品のネームや製品自体を変えて販売するブランディングである。地域ブランド

が使用されるケースとしては、文化や言葉の障害、競合企業との兼ね合い、現地の消

費者の愛国心が強く影響する場合などがあげられる。例えば、世界各地で認知度が

高く人気のあるブランドであっても、ある国では名前が発音しづらかったり、タブーな意

味合いを持っていたりする場合はブランドネームを変更せざるを得ない。さらに愛国心

やある国への敵意などから地域ブランドを好む人々も多いため、あえて適応化すること

で現地化をアピールする場合もある（小田部、2010、p.415）。また、時間をかけて地域

ブランドが築き上げてきたブランドの資産は消費者にとっても企業にとっても非常に価

値があるので、地域ブランドを買収した場合にも、企業はそのまま地域ブランドとして

維持する場合もある。さらに、地域ブランディングはある地域の抱く感情やライフスタイ

ル、食品などの文化背景に大きく影響を受ける場合にうまく機能する。特に、歴史的に

確立された味覚や嗜好は短期間で変わることは不可能であり、例え超有名グローバル

ブランドが食料品市場へ介入してきてもある一定の期間が過ぎれば消費者は地域ブ

ランドへ戻る傾向がある（小田部、2010、p. 412）。 

 このようにグローバルブランディングと地域ブランディングはブランドイメージ形成に

大きな影響を及ぼす可能性がある。だからこそ、企業側は自社商品の優位性をしっか

りと考えどのようなポジショニングでブランドを発信していくか考える必要がある。また、

どちらか一方を選択するのではなく、各企業の置かれている状況に応じて何をどの程

度標準化させ、どこを適応化するかを判断することが重要となるのである。 

 

 

2-‐2-‐4.	  標準化・適応化の限界 	  
 以上のように、全世界に同じ商品を提供することで統一的で強力なブランドイメージ

を作り上げ、さらに規模の経済を利用することでコストを削減し世界で勝ち進んでいき

たい企業がたくさんある。しかし、同時に各国の多様な文化や法律に柔軟に対応しな

ければ現地の消費者の生活に根付き、継続して購入してもらえないという大きな壁が

立ちはだかっていた。このようなブランドの標準化と適応化の論争は 1950 年代から始

まっているが、完全に標準化し統一した商品やマーケティングを行うことは非常に難し

い。例えば、世界中の誰もが知っているであろう、ファストフードチェーンのマクドナル

ドは自社のシンボルとも言えるハンバーガーをインドでは販売していない。インドの

人々が宗教上牛肉を食さないためだ （James, 2009）。このように、どんなに大手のグロ

ーバル企業であっても展開する国に適した形に適応しなければ、地域のとびとには利

用してもらえないのである。 

 以上のケースからも分かるように、今では標準化か適応化かという二者択一ではなく、

何をどの程度標準化、あるいは適応化するかを考えバランスを取っていくことが重要に

なってきている（小田部、2010、p.400）。 
 

 

2-‐3.	  ブランドの統一性への疑問視 	  
 上記の通り、このような研究結果が一般的に認識されているにもかかわらず、未だに

強いブランドを作る上では標準化（グローバルブランディング化）することが理想的な
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方法だと考えられている（小田部、2012、p.371）。また、Andreas（2012）によると消費者

はローカルブランドよりもグローバルに展開しているブランドを好むと言われている

(p.2)。この意見は、これまで論じてきた標準化と適応化のバランスを取ることが も良

いブランディングに繋がるという研究結果と実際の消費者の動向に矛盾が生じることに

なる。それではなぜ、グローバルブランドはブランドエクイティをもった強いブランドにな

ることができ、さらに消費者に好まれるのだろうか。 

 その理由の１つとして、ブランドの”Perceived Globalness”があげられる。Perceived 

Globalness は消費者があるブランドの質や高級感を評価する際にポジティブに影響

すると考えられている（Andreas, 2012, p.2）。つまり、ブランドが世界各地の国々で利

用でき、購入できるものであればそれだけで消費者から見たブランドの価値が上がると

いうことである。 Andreas によると、Perceived brand globalness (PBG)とはあるブランド

が世界中で利用・購入できると考えられている規模だと定義されている（2012、p.2）。

日本語で直訳すると、Perceived=認識される、Brand Globalness=グローバルブランドら

しさ、つまり「消費者に認識されたそのブランドのグローバルブランドらしさ」となる。この

PBG がブランドイメージや消費行動に強く影響している。そこで、ここからは PBG とブ

ランドイメージについて知覚品質とブランドの評価という視点からより具体的に分析し

ていく。 

 

 

2-‐3-‐1.	  PBGと知覚品質 	  
 まず、ブランドの「質」に対する見識は”世界共通の認識”と言われており、グローバ

ルブランドは世界中の人に購入されているのだから非常に質の良い商品であるに違

いないとみなされてしまうのである（Andreas、2012、p.4）。しかし、Andreas は消費者が

グローバルブランド全般に同じような消費行動を取ることは疑わしいと指摘し、ブランド

の成功にはある特定のブランドが注目され、さらに特定の国や地域の与える影響が大

きい（2012、p.2）と述べている。 

 

 

 PBG には３つの混同の可能性がある（Andreas、2012、p.5 ）。 

  1.特定のグローバルブランドのブランドエクイティとの混同 

  2.ブランドの起源である特定の国や地域の影響力 

  3.ブランドが利用できる/成功するある特定の国や地域の影響力 

 

 

 グローバルブランドには 比較的質が良く、価値の高いものを消費者に提供する会社

が多く、実際に R&D、資源の調達、生産やマーケティングにおいて企業には十分な利

点がある。それは供給者側のシナジーと言われており、例えば、Google はグローバル

ブランドだからすばらしい検索エンジンを提供していると考えるように、消費者は自分

自身の経験から、グローバルブランドはローカルブランドよりもブランドの資産価値が

高いという認識を作り上げていく。つまり、消費者は他のブランドに比べて技術的に優

れていたり、価値のあるものを提供したりするグローバルブランドに対して強くグローバ

ルブランドらしさ、PBG を感じる（Andreas、2012、p.5）傾向がある。従って、そのような

ある特定のブランドのブランドエクイティと PBG の効果が混同されやすく、その結果グ

ローバルブランド＝技術的に優れていて価値のあるブランドだと逆に解釈されるように
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なる。 

 また、この PBG とブランドの効果はこれまで多くの学者によって研究されてきたが、

「グローバルネス」と特定の国やあるブランドが作られた地域を混同してしまうケースが

多くみられる。そのような特定の国やブランドの起源となる地域は「グローバルネス」の

主な指標として英語を重要視している。つまり、「グローバルネス」とは英語を話す国、

とりわけアメリカで作られたブランドを指していると言うことができるのである（Andreas、

2012、p.3）。この部分で Andreas はかなり断定的な強い表現を用いており、興味を持

ったので調べてみると、Reputation Instituto 社の世界でもっとも評価されている企業

100 においてトップ 20 には８つのつのアメリカ企業があった。 

 

 

 世界で も評価の高い企業（2013）  

1 BMW ドイツ 

2 The Walt Disney アメリカ 

3 ROLEX スイス 

4 Google アメリカ 

5 DAIMLER(Mercedes-Benz) ドイツ 

6 SONY 日本 

7 Microsoft アメリカ 

8 Canon 日本 

9 Nestlé スイス 

10 LEGO Group デンマーク 

11 Intel アメリカ 

12 Apple アメリカ 

13 Volks wagen ドイツ 

14 Adidas Group ドイツ 

15 Johnson & Johnson アメリカ 

16 Samsung Electronics 韓国 

17 L'Oréal フランス 

18 Nike アメリカ 



	   10	  

19 Colgate-Palmolive アメリカ 

20 Philips Electronics オランダ 

図２ 

 【Reputation International, 2013, The World’s Most Reputable Companies. Page 17】 

 

 

 ３つ目の典型的な混同は、同じような需要があるマーケット、もしくはより高度な需要

のあるマーケットで、あるブランドが成功することが PBG に大きく関係している

（Andreas、2012、p.6）。消費者は、もしそのブランドが自分たちの国より発展している

国で売れているのであれば、そのブランドの質は良いに違いないと勝手に思い込んで

しまうからだ。また、グローバルブランドの も重要な利点の１つは、需要者側のシナジ

ーと呼ばれる消費者にとっての利便性である。例えば、世界中で利用できる携帯電話

やソフトウェアのような技術的に互換性のあるシステム、クレジットカードや銀行の ATM

などの世界的に利用できる金融システム、そして国際的にシームレスな運送システム

などである（Andreas、2012、p.6）。この世界各地で利用できるというグローバルブランド

の利便性はローカルブランドには提供できない重要な利点である。要するに、あるブラ

ンドが１つ以上のマーケットに存在していること、さらにそのマーケットが自分たちのマ

ーケットと同じくらいもしくはそれ以上に発展しているとブランドの知覚品質にポジティ

ブに影響すると考えられている。 

 これらの混同は、PBG に大きく影響し、グローバルブランドとはこうあるべきだという断

定的な認識を作り上げていく。その結果、製品が優れているからグローバルブランドだ

とみなされるのではなく、グローバルブランドであるから優れているとみなされるように

なると考えられる。  
 

 

2-‐3-‐2.	  PBGとブランド評価 	  
 ブランドの広告に多様な人種のモデルを利用する企業は、その企業のポジショニン

グにおいて質や技術の優位性をかなり重視している傾向がある（Andreas、2012、p.6）。

例えば、シャンプーなどはそれぞれの民族性によって髪の毛の質や量などがことなる

ので、各地域の特性に適応し、商品の質がどれほど優れているかが重要となる。その

ため、広告のモデルはその地域の民族性に合った人、またはその地域で認知度の高

い人を選ぶだろう。一方で１つの民族性のモデルのみに重点を置いている広告は

CHANEL、GUCCI、などに代表される高級アパレルブランドなどによく用いられる。そ

こには偏った民族性が関係しており、高級ブランドで起用されるモデルは特に白色人

種の民族性に大きく偏っている。それは中東やアジアのような白色人種ではない欧米

以外の国にさえも同じように利用され、今やブランドに高級感を印象づける方法として

世界中で受け入れられている（Andreas、2012、p.7）。たしかに、高級アパレルブランド

の広告に起用される真っ白な肌に、手足の長い欧米人のモデルに多くの人が１度は

憧れたことがあるだろう。 

 また、都心に住む十分に教育を受けた若い消費者は、グローバルブランドを利用す

ることで国際性や彼らが「グローバルカルチャー」に属していることを示すことができる。

つまり、グローバルブランドはグローバル市民とみなされるための重要なアイテムなの

である（Andreas、2012、p.7）。さらに、1960 年代後半の研究で、消費者は現在の社会
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的地位もしくは彼らの理想の地位を示すあこがれの存在と関連するブランドを買ったり

使ったりすることで自身の社会的地位を高めようとするという研究結果がある（Andreas、

2012、pp.7-8）。これまでの考察を言い換えると、高級ブランドはつまりそのブランドの

理想的なユーザーの明白なイメージと関連していなければならず、さらには高い社会

的地位（例えば、高収入や一流の専門的な職業など）の象徴にもならなければならな

い。そして、ブランドの評価を高めるためには、ブランドのポジショニングは も有力な

文化や地域と繋がっている必要がある。それが、現在では特に北アメリカと西ヨーロッ

パを指しているのである。上記の世界で評価の高い企業のトップ 20 の中で見ると、西

欧の企業が９社(45％)、アメリカが８社(40％)とかなり高い割合を占めていることが分か

るだろう。 

 

 

2-‐3-‐3.	  先行研究のまとめ 	  	  
  ここでひとまず、今までの先行研究でわかったことをまとめてみたい。企業がブランド

構築に力を入れるのは、ブランドを確立することで他社ブランドとの差別化をはかり自

社商品の優位性を示すためである。また、ブランドの海外進出において重要となる標

準化と適応化の選択は何をどの程度標準化し適応化するかのバランスが も重要な

要素となっている。しかし、それでもなお強いブランドを作るには標準化することが一

般的だと考えられていることは変わりない。ここで標準化・適応化の具体的な例として

グローバルブランドと地域ブランドを取り上げその理由を考えた。グローバルブランド

は世界中に一貫した商品・サービスを提供することで生産、流通、プロモーションにお

ける規模の経済によりコストを削減できる。また、グローバルブランドであること自体が

ある種のブランドになっており、消費者に良い印象を与えることができる。 

 一方で、地域ブランドの利点は消費者のニーズに適した商品・サービスを提供できる

ため顧客の満足度を十分に高めることができることだ。ここまで見ていくと、Andreas

（2012）の主張する世界中の消費者が持つ「グローバルブランドは世界中の人に買わ

れているから質が良いはずだ」という認識が誤りである（p.4）ことには納得できる。しか

し、それではなぜ「グローバルブランドである」ということがブランドの知覚品質に影響

するのか。Andreas はその理由としてある特定のブランドエクイティやブランドの起源と

なる国、ブランドが成功する特定の国の３つが深く関係していると主張しているが、そ

れらに共通しているのは消費者が自分の経験やイメージから勝手に作り上げた誤った

認識であるということだ。そのため、ブランドが発展したマーケット（特に西欧やアメリカ）

で確立しているというだけで、品質は優れているだろうと解釈されてしまうのである。従

って、消費者はグローバルブランドに対して純粋に質の良い商品を求めているわけで

はないと考えられる。さらに、先行研究を通してグローバルブランドにとっては品質より

も評価や消費者のもつイメージの方が重要だと言えるだろう。なぜなら、前述したよう

に、世界中の消費者のもつニーズやワンツは異なるので、ターゲットに合わせて適応

化することで、 も良い品質を生み出すことができるはずである。にもかかわらず、多く

の消費者がグローバルブランドを求めるということはそれにも勝る何らかの利点が得ら

れるからだと考える。 

 品質よりもグローバルブランドに取って重要なもの、それはブランドの評価であろう。

PBG とブランドの評価は品質以上に西欧化、欧米化と強く結びついている。広告では

多くの高級アパレルブランドが白人のモデルを起用するため、白人モデルはブランド

に高級感を持たせる方法の１つだと考えられている。また、消費者はブランドを身につ
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けることで自分の理想とする存在（俳優や歌手など）や社会的地位（職業）に近づこうと

する。従って、ブランドはユーザーの理想的なイメージと深く結びついている必要があ

り、その理想的な文化や地域が現在では西欧と北米であるということだ。 

 

2-‐3-‐4.先行研究から見た仮説 	  
 これまでの項では、企業側が考慮すべきグローバルブランドの条件やグローバルブ

ランドと PBG の関係について簡単に説明して来たが、ここからは消費者の視点に立っ

て実際に「グローバルブランドである」というブランドが消費行動に影響するかを見てい

きたい。そこで も注目したいのは、実際に消費者はグローバルブランド＝欧米化とい

う印象を持っているのかという疑問である。その疑問を検証するために、まずは消費者

にはブランドのイメージがどういう風に伝わっているのかという点を調べる。そこで、ファ

ストファッションブランドの ZARA をケースとして取り上げ、企業側の戦略と消費者の持

つブランドのイメージとを照らし合わせて相違点、合意点を見つけ、実際に消費者にど

のように伝わっているかを検証する。また、様々な国の消費者にインタビューすること

で、受け取ったブランドイメージを比較し、そこから西欧っぽさやその他の共通点が導

き出せるのではないかと考えた。また、ここでなぜ ZARA をケースとして取り上げたかと

いうと、世界 86 カ国に展開しているグローバルブランドで、世界各地に同じ商品をとど

けている標準化の強い企業であり（Zara Anual Report、p.23）、各国の消費者のブラン

ドイメージを比較しやすいと考えたため。同業他社の H&M の海外出店は 48 カ国

（H&M Annual Report, p.40）であるから、Zara のグローバル展開の強さがわかるだろう。 

 
 

3.	  事例紹介 	  
  

3-‐1.	  ZARAについて 	  
 ZARA はスペインのガリシア地方に本社を置くアパレル流通メーカーInditex グルー

プのメインブランドであり、2012 年度は売り上げの 66.11%を担った（Inditex Anual 

Report, 2012, p.23）。現在、Inditex グループは世界 80 カ国以上に進出しており 2012

年だけ見ても、482 店舗を 64 のマーケットに展開させた急成長をみせるグローバルア

パレル企業と言えるだろう。同社の 2012 年度（2012 年 2 月 1 日−2013 年 1 月 31 日）

の売り上げは 15,946 百万ユーロ、その 66.11％の売り上げを誇る ZARA の 2012 年に

おける売上高は約 10,541 百万ユーロにも上る（Inditex Annual Report. pp.21-23）。

2013 年１月の平均レートでは 1 ユーロが約 118 円（七十七銀行 為替相場情報 参照）

として考えても 1.24 兆円という巨額の売り上げをあげている。Inditex 社は 2008 年から

５年連続で売り上げを伸ばしており（同社 Annual Report, p.21）、その戦略に世界各

国のアパレルメーカーから注目が集まっている。 
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図３                         図４ 

 

         図３： The Economist 2012. 

         図４： Inditex Annual Report 2012, 

p.3  

 

 

 Inditex 社の創設者である Amancio Ortega 氏は、自社の企業モデルを説明する際

に、ファッションを売るのは魚を売るのに似ていると話している。新鮮な魚が素早くかつ

相応の値段で売れるように、 先端の旬なファッションは高くても消費者に素早く購入

されるということだ。このように ZARA のブランド戦略の中で も重視されているのが「ス

ピード」である。様々なコレクションで発表された 新のファッションをいち早く店頭に

届けるため、ZARA は自社工場、さらに 10 人余りのデザイナーを上海に、そして約

250 人のデザイナーを本社のあるスペインのコルーニャに持ち、デザインから生産・流

通までのサプライチェーン全体を自社で管轄している。さらに、商品のほとんどをスペ

イン、モロッコ、ポルトガルで生産し、各国へ空輸で届けることを徹底している。そのお

かげで、デザイン制作から店舗に商品が並ぶまでの時間を２〜３週間と定め、どこより

も 新のデザインを素早く世界の店舗に届けることができるのである（The Economist, 

2012.）。また、Zara 特有の戦略としては、広告をうたないことである。雑誌やテレビに

広告費をかけない代わりに、店舗自体が 大の広告になると考え、広告よりも立地を

重視している（U-NOTE, 2013）。東京であれば多くの人の目に付く新宿や銀座などに

店舗を構え、大きなショーウィンドーを飾ることで広告の代わりにし、2013 年３月にはニ

ューヨークのマンハッタン５番街に大々的なアウトレットをオープンした（The Economist, 

2012）。このように、スピードを 大の武器と考え空輸を利用する代わりに、広告費を削

りコストを削減するという独自の戦略を作り上げている。 
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3-‐2.	  インタビュー調査 	  
	  

3-‐2-‐1.	  インタビューの方法と対象 	  
 グローバルブランドのブランドイメージがどのように消費者に伝わっているのかを調査

するために複数の国籍の消費者にインタビューを行った。今回はデプスインタビュー

を利用した。デプスインタビューとは、対象者を１〜２名に絞り、時間をかけて質問内容

について具体的に意見を聞いていく方法である（山本、2012 p.4）。デプスインタビュ

ーのメリットとしては、対象者１人の意見を深く掘り下げて聞くことができるのに加えて、

回答内容だけでなく表情や話し方を総合的に読み取ること、対象者の反応を見ながら

質問内容を随時変更できること、その他にも他人の意見に左右されにくいなどがあげ

られる（訂正調査の手法、2010）。消費者の持つブランドイメージはそれぞれの経験的

思考によって作り上げられているため、多様化することが予想された。そのため今回の

調査では、グループインタビューではなくデプスインタビュー方式を利用し、対象者そ

れぞれの主観的なイメージを具体的に聞き出すとともに、質問を随時変更しそのイメ

ージを作り上げる原因となった背景を聞き出すことを目的に行った。 
 

 

3-‐2-‐2.	  インタビュー内容 	  
 今回のインタビューはグローバルブランドのイメージの違いを調べるため、国籍の異

なる４名の対象者にインタビューを行った。対象者全員に共通して行った質問は以下

の４つである。上記のとおり、デプスインタビューは対象者の反応を見ながら質問内容

を臨機応変に変更・追加できるという特徴があるので、今回も疑問があればその都度

質問を加えていった。 

 

 

1. グローバルブランドと聞いてどのようなイメージを思い浮かべますか？ 

  ・イメージとその理由 

・	 具体的なブランド名 

2. あなたの好きなブランドを３つあげてください。その理由は？ 

3. あなたが持つ Zara のイメージを教えてください。その理由は？ 

4. Zara の魅力・嫌いな点は何ですか？その理由は？ 

 （デザイン・品質・価格・広告モデル・H&M との比較） 

 

 

 今回は対象者の持つ「イメージ」という曖昧なものを言葉で表現してもらうため、返答

の際には対象者の考えを誘導しないよう十分注意した。また、「なぜ」や「例えば？」な

どの質問を繰り返し追求し、因果関係を聞き出していった。 
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3-‐2-‐3.	  インタビュー結果 	  
 

 

22 歳 女性 韓国 （年齢 性別 出身国） 

 まず、グローバルブランドのイメージについて質問した。グローバルブランドと聞いて

思い浮かべるのは世界中で知られているブランド、または大きい企業で働くには良い

というイメージだという。具体的なブランド名を聞くと、Prada や CHANEL、SONY、

Nikon、LG がすぐにあげられた。その中でも、SONY や Nikon などの電機メーカーは

実際に利用しているが、Prada や CHANEL といった高級アパレルブランドは知ってい

るし、お店で見たりはするが、実際に買ったことはないという。その理由は、純粋に価

格が高すぎて学生の間は手が出せないとのこと。 

 次に自分の国で実際に利用している好きなアパレルブランドを３つあげてもらうと、①

Zara、②Mango、③Aland であった。①はこの３つの中でも１番好きなブランドで、ヨーロ

ッパのブランドであるため他の韓国のアパレルショップとは違ったデザインの服が揃っ

ているところが好きな理由らしい。さらに、Zara は 新の流行スタイルを発信していると

ころも魅力的なのだそうだ。商品によっては価格が少し高いので、学生には少し手が

出しにくいものもあるという。②は①と同様にスペインのアパレルブランドで、安くて大

人っぽい服が購入できるので良く利用するそうだ。③は韓国のセレクトショップで、多く

の有名な韓国人デザイナーの服を揃えているところが気に入っている。また、古着や

アンティーク小物も置いていて商品を見るだけでも楽しいと言っていた。 

 次に、ケースとして取り上げた Zara のイメージについて具体的に聞いていった。Zara

に対するイメージは上記の通り、ヨーロッパの 新流行スタイルという印象を持ってい

るらしい。特に、若者向けの洋服が多いとも言っていた。しかし、実際にスペインに半

年間住んでみて Zara の印象はずいぶん変わったという。韓国での Zara は 20 代の女

性向けのファッショナブルなブランドというイメージであったが、スペインではもっと若い

女性向けの様に感じている。その理由は、店に置いている商品のデザイン自体が 10

代後半向けのものが多いことに加えて、韓国の Zara と比べると価格がとても安く、店

内に高校・大学生が目立っていたためだ。 

 さらに、品質について尋ねると、あまり良くないと即答した。３ヶ月前に買った細身の

ジーンズはすでに伸びてしまっているらしい。そのため、デザインが 新で値段もさほ

ど高くないので、だいたい１〜２年使えれば良い方だと割り切って利用していると言う。

また、オンラインショッピングを利用したことがあるかと聞くと、ないと言っていた。品質

があまり良くないので、好きな服をホームページで見つけて、実際の店舗で試着し、糸

のほつれがないか、欠陥がないかをチェックしてからでないと購入しないらしい。また、

絶対に試着してからでないと買わないのはオンラインショップのモデルが原因でもある。

Zara の広告を見たことがあるかという質問に対して、１度も見たことがないと言っていた。

しかし、オンラインページに掲載されているモデルの印象を聞くと、みんなヨーロッパっ

ぽい色白の可愛いモデルだがクールな表情をしているという。しかし、そのほとんどの

モデルが 180cm の長身のため 165cm の自分が着てみると全然似合わないことはよく

あるという。そのため、特に海外のブランドの時は実際にお店で試着をしてから買うこと

が多いそうだ。 

 この質問から発展させて、ブランドの広告は商品を買うときに影響するかという質問

に対しては、自分の好きなモデルや女優が広告に使われていると商品を使ってみたく

なると言っていた。その理由は、自分も広告のように綺麗に見えるのではないかと思っ



	   16	  

てしまうため。一方で、体系や顔の印象が全く違うため自分には似合わないと思うこと

もよくあるらしい。そのため、広告を見るだけならハリウッド俳優や海外のモデルでもい

いが、実際に服を買う時は自分と同じくらいの身長のアジア人のモデルの方が断然良

いと言う。その方が、自分に合った服を見つけやすく、ファッションの参考にしやすい

そうだ。 

 

 

 

21 歳 女性 日本 

 グローバルブランドと聞いて何を思い浮かべるかという質問に対して、初めは「グロー

バルブランド」という言葉にあまりなじみがないと言っていた。しかし、グローバルブラン

ドはだいたい価格が安いという印象があるらしい。また、どこの国にもあるのでシンプル

なデザインが多く、日本のブランドと比較するとカラフルな色使いをしているという。

様々な国へ旅をするのが好きだという彼女は、旅先で日本でも見たことのあるブランド

を見て初めて、それがグローバル展開しているブランドだと気づいたらしい。しかし、旅

先では日本でも手に入るブランドではなく、そこでしか買えない地域ブランドを買うこと

が多いという。その理由は、グローバルブランドは日本でも利用したことがあり安心して

使えるが、地域ブランドはたいてい安く買えることに加えて、その国の商品を試してみ

たいという好奇心が強いからだという。グローバルブランドと聞いて思い浮かべる具体

的なブランドは、GAP、H&M、BENETTON といったアパレルブランドやパンテーン、

Dove などのパーソナルケアブランドをあげていた。これらの商品は南米やアジア、ヨ

ーロッパを旅した時にほぼどの国でも見かけたブランドで、日本でも良く利用している

そうだ。 

 次に、自分の国の好きなアパレルブランドを聞くと①Journal Standard、②GAP、③

Freak’s store の３つをあげた。①は日本の株式会社ベイクルーズのもつブランドの１

つで、自社商品と海外からの輸入商品を提供するブランドである（ベイクルーズグルー

プ HP. 会社概要）。好きな理由は、ナチュラル系のデザインが多く、上記の３つのブラ

ンドの中でも１番好きだという。店内も木材を基調としたこだわりのある雰囲気で、よく

お店に足を運んでしまうらしい。②はデザインがシンプルで、色の展開が豊富なため、

①よりも商品を買う機会は多いそうだ。そこで、同じような商品を扱うユニクロとの違い

を聞いてみると、ユニクロの服は街で同じ服を着た人を見かけることが多く、安っぽく見

えるらしい。また、GAP は様々な取り組みをしていて、くじで当たると 50％オフになるな

ど急に安くなることがあるので、結果的に１番利用するブランドになっているという。③

は大人っぽい印象で価格も高いため、見るだけで実際に買うことはほとんどないらしい。

しかし、服のデザインや店内の雰囲気が好きで、買い物に行く時は必ず立ち寄るお店

だそうだ。 

 続いて、Zara のイメージについて聞くと、日本では Zara を利用したことがないらしい。

日本よりも先にスペインで Zara の存在を知り、デザインが流行っぽくて良いという印象

を持っていた。しかし、日本で Zara の店舗へ行くと、価格が２倍くらい高いことに驚き

利用したことはないという。価格以外の点で日本とスペインの Zara の印象の違いはあ

るかと尋ねると、日本の方が白と黒でまとめたシックで大人なデザインの服が多く、上

品でタイトなワンピースが多いらしい。さらに、品質もしっかりしている様に感じるそうだ。

その理由は、スペインの店内は服が散乱していて綺麗に見えないため、安っぽい印象

をうけると話していた。 
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 また、具体的に Zara の印象を掘り下げて聞いていくと、品質に対しては全然よくない

と笑って答えていた。他のファストファッションブランドと比較すると、ユニクロより品質は

かなり劣るが、H&M よりは良いらしい。そのため、現在スペインに住む彼女は家族がス

ペインに訪れる際にユニクロの服を買って持って来てもらうという。スペインでの Zara

の価格は日本のユニクロと同じくらいなので、それならば質の良いユニクロの服を買い

たいと思ったそうだ。Zara、ユニクロ、H&M を比較すると、価格はほぼ同じくらいだが、

Zara はレースやビーズなどの装飾のディテールが細かくて良いと評価している。 

 広告については、店内にある女性のポスター１つしか思い浮かばないという。むしろ、

H&M の広告の印象が強いという。H&M は大々的に広告を出しているため街を歩いて

いれば目に入ってくるし、テレビコマーシャルも出しているためだ。広告を目にする回

数と、実際にお店に足を運ぶ回数に関係はあるかと質問すると、あまり関係ないそうだ。

また、H&M と Zara はたいてい近くに店舗を出しているので買い物に行く時はほぼ両

方の店に立ち寄ることが多いという。現在はスペインに住んでいるということもあり、週

に１回は Zara に行っているということだ。しかし、その度に新しい服が増えているので

あきずに通うことができるのだそうだ。 

 次にブランドのモデルが消費行動に影響するかという質問に対して、外国で買い物

をする時は欧米人がモデルであることが当たり前なので関係ないが、日本にいる時は

影響するそうだ。モデルが日本人の方が買いたくなるという。なぜなら、日本人モデル

の方が体系も近く親近感がわくため、買いたくなるらしい。また、外国人モデルの中で

も好き嫌いがあり、白人よりもラテン系のモデル方が肌の色も近く綺麗だと感じることが

多いそうだ。 

 

 

19 歳 女性 スペイン 

 グローバルブランドに対して持つイメージは、世界中で有名で評判の良いブランドが

多く、品質も高く評価されていると感じている。もちろん、値段もそれなりに高く高級感

のあるブランドが多いそうだ。具体的にどのようなブローバルブランドを思い浮かべる

かと尋ねると、GUCCI、Carolina Herrera などの高級アパレルブランドや Zara、Mango、

ロレアル、メイベリンなどをあげていた。Zara と Mango はスペイン発祥のブランドのた

め、テレビや雑誌から得た情報を見てグローバルに展開しているブランドだと小さい頃

から知っていたらしい。また、ロレアルやメイベリンなどのコスメティックブランドはスペイ

ンのお店でも一般的に販売されているので、スペインのブランドだと勘違いしてしまう

ほど生活に根ざし、毎日利用しているとのこと。 

 好きなアパレルブランドとしては①Zara、②Pull&Bear、③Primark の３つをあげた。そ

の理由を聞くと、①は上記の通りスペインのブランドで、「誰でも買える価格で 新のク

ールな服を提供する」という創業者の考えにとても感動して高校生の頃から利用し続

けているという。高級ブランドと同じようなデザインの服が、自分の手の届く範囲の価格

で買えるところが 大の魅力らしい。そこで、もし将来お金持ちになって高級ブランド

の服を買えるようになったとしても、Zara を利用するかと聞くと、好きなデザインがあれ

ば高級ブランドとミックスして利用するだろうと言っていた。それほど Zara の服のデザ

インを気に入っているそうだ。次に、②は Zara と同じ index グループのブランドの１つ

で、②が好きな理由は、①同様に可愛いトレンドを抑えた服が安く買えること。さらに、

Zara と比較するとカジュアルな毎日着られる服が多いそうだ。③はアイルランド発のフ

ァッションブランド Penny’s の小売店で、革新的でファッショナブルな服を安く提供して
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いる（The times 100）好きな理由は、他のファストファッションに比べてどこよりも安いこ

と。質は良いものと悪いものがあるので、自分の目で確かめて買う必要があるという。し

かし、１度きりのパーティードレスやハロウィンのコスチュームなど着る機会の限られて

いる時には、品質の悪さを割り切って利用しているらしい。 

 次に、Zara の印象を聞くと、大人っぽいクールな洋服が揃っているという。デザイン

や価格に加えて、自国スペインのブランドだから好き、買いたいと思っている部分もあ

るらしい。イギリスの王妃であるケイト・ミドルトンが Zara のネックレスを使用しているニュ

ースを見て、自国のブランドが世界中で評価されていることはとても誇らしいことだとも

言っていた。さらに、Zara の品質については良いと答えていた。たまに、薄いヨレヨレ

の素材を使っているあきらかに質の悪いものもあるが、多くの服にレザーやレースなど

様々な素材が使用されているので質も良く見えるそうだ。価格については、高いものも

あるのですべて Zara で揃えることは難しいが質とのバランスを考えると妥当な値段だ

という。また、興味深かったのが、10 年ほど前までは Zara の商品は今よりももっと安か

ったそうだ。しかし、ブランドが世界的に有名になるにつれて価格も徐々に上がってい

って、約 30€で売られていたドレス類が今では約 50€まで値上がりしているという。今

後、さらに価格が上昇すると今までのように気軽に利用できなくなると嘆いていた。 

 続いて Zara の広告についてはあまり魅力的ではないと答えた。その理由は、ほとん

どの広告で着用している服が白と黒ばかりであるためだそうだ。Zara の服はカラフルな

色使いや、柄物も多くそれも魅力の１つであるにもかかわらず、ブランドのイメージに直

結する広告には白黒の服ばかりで退屈だと話していた。また、色だけでなく広告に載

る服はドレスが多く、日常的に使えるものが少ないことにも疑問をもっているようだ。広

告モデルに対しては、ナショナリティや肌の色、髪の毛の色が自分とは異なることはあ

まり問題ではないという。それよりも、サイズの方が重要らしい。多くのモデルは身長が

とても高く、体系も細すぎるため、自分の外見と違いが大きい。もっと、一般的な体系

に近いモデルの方が、服を着た時のイメージが想像しやすく魅力的にみえるらしい。

自分の体系に近い人がとても綺麗な服を着ている広告があればもっと服を買いたくな

るだろうと話していた。 

 

30 歳 女性 アメリカ 

 まず、グローバルブランドと聞いてどんなイメージを思い浮かべるかという質問に対し

て、アメリカ以外の国でも利用できるブランドだという。具体的には、マクドナルドやスタ

ーバックスなどの食品ブランド、Apple、Louis Vuitton をあげた。この４つのブランドは

どれも世界中の国で販売されているので、グローバルなイメージが強いという。スター

バックスを週に３回は利用しているという彼女は、特に店内の雰囲気が好きらしい。そ

の雰囲気は海外のスターバックスでも同じように提供されているため、日本でもフラン

スでも安心して利用できたそうだ。今では、初めて訪れる国であっても、スターバックス

ならくつろげる場所だというイメージが出来上がっているという。 

 次に、実際に良く利用する好きなブランドを聞くと、①Anthropologie、②J.crew、③

Made well の３つをあげた。真っ先にあげた①は、アメリカ・ペンシルベニアに本社を

置く URBN 社のブランドの１つで 30 代の女性をターゲットにしたアパレルブランドでカ

ラフルな色使いの服が多い（URBN Home Page）。好きな理由は、店内の雰囲気や陳

列の仕方がとても可愛いこと、服のデザインも女性らしいものが多いので好きだという。

特に、デザインに関しては ディテールや色使いにこだわっていて他のブランドとはひ

と味違ったユニークなものが多いところが魅力らしい。質は特別良いとは言えないが、
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特別な日に着たい服が揃っているそうだ。②はアメリカ・ニューヨーク発のアパレルブラ

ンドで、オフィスカジュアルをメインとするブランド。ベーシックなシャツやスカートが多く、

綺麗なスタイルを購入する時に利用するという。昔は、ファミリー向けのもう少し安い商

品を提供していたが、ここ数年でブランドのイメージを一新して少し高級感のあるブラ

ンドになったという。彼女は新しくなったイメージにはとても好感を持っていて、利用す

るようになったそうだ。③は J.crew の姉妹ブランドであり、若い客層をターゲットにして

いるらしい。J.crew よりも流行のデザインが多く、色もカラフルで元気な印象を受けると

いう。しかし、価格は高いためセールの商品しか購入したことがないそうだ。 

 続いて、Zara のイメージを尋ねると、スタイリッシュでクールな女性の印象が強いとい

う。その理由は、オンラインショッピングで見ると、体のラインをはっきりと出すデザイン

や細身のパンツ、ミニスカートが多く、素材ではレザーをたくさん使用しているイメージ

が強いからだそうだ。彼女の住むミシガン州には Zara の店舗はなく、１度だけオンライ

ンでセーターを買ったことがあるという。デザインに関してはとても可愛く気に入ってい

るが、価格が結構高い割には質があまり良くなかったのでそれ以来利用したことがな

いらしい。安い服を買うなら店舗のある H&M でじっくり見て買う方が良いという。 

 Zara の広告は、オンラインでしか見たことがないが上記の通りかっこいいクールな女

性が多かったように感じるという。しかし、初めて Zara を見た時はスペインではなく、イ

ギリスのブランドだと思っていたらしい。その理由は、オンラインページのモデルがイギ

リス人っぽく、ラテン系の女性の持つはっきりした顔立ちや黒髪のモデルがいなかった

ため。モデルがどこの国出身かは彼女にとってあまり重要ではないそうだが、モデルの

印象はブランドの印象に繋がると話していた。また、広告モデルの購買意欲への影響

はあると答えた。モデルが自分とは異なる髪の色であっても、何か少しでも自分と共通

している点があれば買いたくなるらしい。ほとんどのモデルは細すぎて自分の体系とは

全然違うが、それでも細い女性は美しく見えるそうだ。モデルにするのであれば、一般

人の体系ではなくとても細いか、太っているとわかる人が良い。太っているモデルは、

自分と同じような体系の人でもこの服を着れば綺麗に見えるという等身大の目標にな

るためだ。 

 

3-‐2-‐4.	  インタビュー結果のまとめ・考察 	  
 

 これまで、韓国、日本、スペイン、アメリカ出身の４人の消費者にインタビューを行っ

てきたが、ここからはその結果のまとめ・分析を行っていきたいと思う。 

 まず、企業側の戦略と消費者の持つブランドイメージの比較において興味深かった

のが価格と品質の関係である。ブランドイメージにおいては品質と価格が大きく影響し、

そのバランスが重要であることが分かった。Zara の品質については、スペイン人以外

の３人は共通して品質は良くないと語っていた。その理由としては、日本、韓国、アメリ

カでは、消費者が期待する品質の 低基準がスペイン国に比べて高いと言うことがあ

げられる。日本に限定して言えば、ユニクロやしまむらなどの格安ブランドにしてもある

程度の品質は保証されていて、その他の H&M やフォーエバー21 などと比較しても糸

の始末や縫い目は細かいためだ。また、スペイン以外の３人が語る「質が悪い」の裏に

は、価格が高い割には質が伴っていないという共通の意見がある。スペイン発祥のブ

ランドである Zara は商品のほとんどをスペイン・モロッコ・ポルトガルで生産し、空輸で

発送している。それもすべて、 先端の服をできるだけ早く店舗へ届けるというこだわ

りのためだ。そのため、スペインから地理的に遠い国は必然的に価格が高くなってしま
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うのである。そこで、Zara のオンラインショップで 各国の価格差を比較してみた。2014

年１月 12 日現在で、各国の通貨を１ユーロ単位で換算し計算すると（計算方法の詳

細は図５参照）、その結果はスペインでは 45.95€で販売されている黒いワンピースが、

韓国では 82.04€、日本では 70.20€、アメリカでは 65.62€で販売されている（Zara 

HP）。一番高い価格の韓国では、スペインと比較するとおよそ２倍の価格で販売され

ている。同じ質の同じ商品をこれだけの価格差で提供されては、価格に対して質が伴

っていないというネガティブなイメージを持たれても仕方が無いと言えるだろう。 

 

 

	  	   ドレスの現地価格 ユーロ換算 

ドレスの価格

（EUR） 

スペイン 45,95（EUR） １ 45,95 

日本 9,990（JPY） 142.3（JPY）	   70,20	  
韓国 119,000（KRW） 1450.51（KRW）	   82,04	  
アメリカ 89,90（USD） 1.37（USD）	   65,62	  
図５ 

【2014 年１月 12 日時点での各国の通貨を１ユーロに換算して計算。ロイターHP 外貨

為替レート参照。】  

 

 また、消費者がブランドに対して重視する要素はそれぞれ個人的な好みがあるため

多種多様で、これといった傾向をみつけることはできなかった。消費者はそれぞれ服

のデザインや価格、店内の雰囲気などを好み購入するに至るようである。ここでは、そ

の中でもブランドが消費者のあこがれの存在と強く関係することに関して取り上げたい。

ファストファッションでありながら、Zara が高級感のあるファッショナブルなイメージを作

り出すことが出来たのは多くの有名人やセレブに利用されているからでもある。例えば、

スペイン人女性が話していたように、イギリスの王妃であるケイト・ミドルトンが Zara のネ

ックレスをしてレッドカーペットに登場したり、ハリウッドのセレブが Zara のドレスを着用

していたりと多くの人の注目を集める公共の場に登場してくることが多い。この点から

考えると、Zara は多くの人の憧れる有名人に利用されることで評判を高めることができ

たのだろう。 

 以上のことから、Zara に関しては製品が優れているから良いブランドだと見なされる

のではなく、多くの有名人に利用されているから優れているとみなされていると考えら

れる。 これは、Andreas（2012）の主張する PBG と知覚品質において因果関係を逆に

据えてしまっている点に当てはまると言えるだろう。 

 次に、具体的なケースとして取り上げた Zara についてまとめていきたい。 

 まず、Zara のブランドイメージは、 新の流行スタイルやスタイリッシュでクールな服

という意見が多く、４人全員に共通していた。具体的には、タイトで体のラインをはっき

り見せるデザインや色に関して言うと白と黒の印象が強いようだ。それを好むかどうか

は人それぞれだが、企業の も重要視する 新のファッションを素早く提供するという

点は各国の消費者に同じように伝わっていると言えるだろう。また、服のデザインに対

するイメージは、他の国々のブランドとは少し違った特徴があるようだ。例えば、日本の

若い女性はふんわりとしたワンピースやゆったりとした可愛らしいスタイルを好む女性

が多く、体のラインの出るタイトな服は奇抜で、ある特定の若い女性のみが着ている印

象が強い。しかし、スペインでは若い女性のほとんどが毎日ジーンズやタイトなパンツ
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を好んで着ている。従って、Zara の服はクールなパンツスタイルが多いことや大人の

女性が上品に体のラインを見せることができる点で印象が異なる。このように、洋服の

デザイン自体にも日本や韓国とは違った西欧の雰囲気が感じられると言えるだろう。 

  また、Zara の広告・モデルに関して消費者はあまり印象がないようだ。そのため、

Zara のイメージは実際にお店に行った時の雰囲気や評判、オンラインショップからき

ているという意見が多かった。この結果は Zara の戦略通りだと言える。というのも、Zara

のプロモーション戦略として、広告費をかけず、店舗自体を広告とする方法があり、そ

れが強く影響しているためだろう。しかし、近くに Zara の店舗がなくてもオンラインで注

文する消費者がいるほど認知度の高いブランドとして確立しているとも言える。その一

方で、企業側の戦略と消費者のブランドイメージに食い違いが生じていたのは、その

数少ない広告に対するものである。スペイン人女性の話す白と黒ばかりでつまらないと

いう意見と、ドレスばかりでなくもっと日常使いのできる服を載せて欲しいという意見で

ある。Zara の広告でモデルが着用している服は実際に白と黒ばかりで、オンラインショ

ップのトップページもほぼ白黒紺の３色に限られている。このことから、働く女性のため

の服を提供するブランドとして始まった Zara はあえてこの色を選び、シックな印象を与

えていると考えられる。しかし、実際に消費者が評価しているのは旬なデザインであり、

その中にはカラフルな服や柄物も含まれている。従って、Zara の消費者の中には企業

側がメインと考えるオフィスカジュアルだけでなく、普段のカジュアルな服を求める消費

者も多く存在し、ブランドイメージに相違が生じていると言えるだろう。 

 また興味深かったのは、アメリカ人女性が話していた Zara の第一印象がイギリスっぽ

いという意見である。スペインは移民が多く様々な人が暮らしているが、例えばペネロ

ペクルスのように、顔立ちがはっきりしていて、黒髪というのが多くの人の持つラテン系

のイメージだろう。しかし、韓国人女性の話からも分かるように、Zara のオンラインショッ

プにはいわゆるスペイン人ではなく、ヨーロッパらしい色白のモデルが多く使用されて

いる。これは、スペインという１つの国を強調するのではなく、ヨーロッパらしい雰囲気を

出すことでグローバルな印象を消費者に与えることができるためだとも考えられる。つ

まり、Zara の広告には多くの人に魅力的だと思われるような戦略が使われ、消費者側

もその影響を受けヨーロッパっぽいブランドという印象を抱いていると言えるだろう。 

 以上のことを踏まえると、クールでかっこいいスタイルをイメージさせる洋服のデザイ

ンやオンラインショップのモデルから受ける印象において、消費者は Zara に対して何

かしら西欧っぽさを感じていることが分かる。つまり、消費者が主張するクールなパンツ

スタイルは、T シャツにジーンズのようなアメリカンカジュアルではなく、レザー素材や

サイズ感を重視したスタイリッシュでかっこいいヨーロッパをイメージしているのである。

さらに、Zara は金髪の白人モデルを起用することで、「スペインブランド」ではなく「ヨー

ロッパのブランド」であることを印象づけている。今回インタビューした４カ国すべての

消費者に対して同じように「ヨーロッパ」をアピールしており、消費者側もそれをポジテ

ィブな印象として受け取っていると言うことが分かる。 

 さらにおおきなイメージとして、グローバルブランドであることについて考えていく。グ

ローバルブランド全体に対する印象はそれぞれ個人的な意見の違いはあっても、大き

な括りで言うと４人全員が良い印象を持っていると言える。具体的には、世界中で知ら

れている、評判が良い、質が良い、価格が安いなど様々であるが、特に世界の多くの

国で利用できるという意見が多くあげられた。日本人やアメリカ人の話していたシャン

プーやスターバックスの例から考えると、実際に海外へ行った時にグローバルブランド

の存在に気づいたり、良さを知ったりすることが出来るようだ。つまり、単純に多くの国
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で利用できるから良いブランドだということではなく、実際に彼女達が海外へ行った際

にグローバルブランドを利用して安心感を得た経験から得られたポジティブな印象で

ある。このことから、グローバルブランドの良さは自国にいる時よりも、自分の使い慣れ

たブランドの少ない海外でより効果を発揮する。また、これは PBG と知覚品質の効果

であげた需要者側のシナジーに一致するが、スターバックスに行けば落ち着いた空間

が提供されているというイメージは、利便性を超えて安心感という品質に対する信頼を

抱くことにも繋がることがわかる 。 

 

 

 

4.	  まとめ 	  
 本論文は、グローバルブランドに対して消費者が抱くイメージを調査し、Zara をケー

スとして取り上げ、実際に「グローバルブランドである」というブランドが消費行動に影

響するかどうかを検証してきた。Zara の品質に対してはほとんどのインタビュー対象者

が悪いと答えたにもかかわらず、有名人が利用しているから憧れ、優れているブランド

だと見なされていた。これは、ブランドが消費者の理想の存在と結びついたために、

PBG がポジティブな影響を与え、品質との因果関係を逆に据えた結果になっていると

考えられる。また、Zara は服のデザインやオンラインショップのモデルの印象からヨー

ロッパというイメージが強いことが分かった。今回ケースとして取り上げた Zara はスペイ

ンのブランドであるため、欧米と言うよりは西欧に偏ってしまったが、消費者には「Zara=

スペイン」というよりも、「Zara=西欧」というイメージで伝わっていると言うことが分かった。

従って、グローバルブランドは１つの国の印象を強調するのではなく西欧という大きな

範囲でブランドイメージを形成すると言えるだろう。そして、消費者側にもグローバルブ

ランドは西欧っぽいというイメージが出来上がっていると言える。 

 しかし、グローバルブランドであるということ自体が消費行動に影響するかという仮説

に対する結論としては、自分の使い慣れたブランドの少ない海外ではグローバルブラ

ンドであるということが消費行動に影響すると言える。今回の調査では、海外に出かけ

たときという条件付きの結果となってしまったが、使ったことのないブランドばかりの海

外ではグローバルブランドの信頼度が上がり、消費者は安心して利用できるということ

が分かった。このことから、消費者はグローバルブランドに対してポジティブなイメージ

を抱いており、 好んで利用すると言うことが出来るだろう。 

 一方で、本稿の限界としては結論がはっきりと断定出来なかったことである。各国か

ら１人ずつの対象者にしかインタビュー出来なかったことから、個人の経験の差や個

人的な意見を考慮せざるをえず、国ごとの傾向を見つけるには至らなかった。また、今

回はグローバルブランドの印象を比較するため、あえて複数の国の同世代の女性に

限定してインタビューを行ったが、高級ブランドを利用できる経済力のある年配の層や

アジアや欧米以外の出身の対象者を交えると異なった結果が得られただろうと考えら

れる。 
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