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はじめに 

 

 

	 日本人は日本が好きか。日本人は日本に魅力を感じているのか。日本が世界にもたらす

影響はポジティブなものか、ネガティブなものか。これらの自国についての問いに多くの

日本人は「NO」というだろう。BBCのアンケート「BBC World Service Country Rating Poll」

は、主要国 16カ国に加え EUに関して、国際社会への影響がそれぞれ「ポジティブ」なも

のか「ネガティブ」なものかを、世界 27ヵ国約３万人の人々に質問したアンケートである。

2011年のこのアンケートにおいて、世界の人々の 57％が、日本が国際社会へ与える影響は

「主にポジティブなものである」と答えているのに対し、日本人で同じ答えを返したのは

39％にとどまった。なぜ日本人は自分の国にポジティブなイメージが持てないのだろうか。

どうしたら日本にブランドを感じるようになれるのだろうか。そもそも日本には国家ブラ

ンドはないのだろうか。そんな問いから、今回卒業論文のテーマを選んだ。 

	 今回、「日本が強い国家ブランドを確立するためには」というテーマのもと、強いブラン

ドを持つことに成功した事例を人ブランド、国家ブランドの枠から何個か見ていくことで、

ブランド確立の成功の鍵となるポイントを見いだしていきたい。そのポイントを提示した

上で、 後に日本の国家ブランドに対し、提言を述べるのがこの論文の大筋である。 

 

	 さて、ブランディングの話に触れる前にそもそもブランドとは何かについて述べたい。

現在、日本においてはブランドとは「高級ブランド」などの言葉に代表されるように、有

名な銘柄、名の通った商標などのイメージが強い。そんな「ブランド」という言葉の変遷

を見ていく。 

	 まずは起源である。「ブランド（brand）」はノルウェーの古ノルド語の「brander」、更に

は英語の「burned」が由来とされている。どちらの言葉も「焼印を押す」という意味があ

る。世界各地に存在する古い風習として、放牧している家畜に焼印をして、自分の所有物

であると主張し、盗難を防ぐというものがあり、これこそがブランドの起源である。家畜

はその家の財であり、重要な資産である。他人に自分のものを奪われないようにするとい

う考えがブランドの起源であった。 

	 次に 18世紀に入り、欧州にてウィスキーの樽に製造者が誰なのかを示し、本物と偽物を

区別するという工夫がされるようになった。これは製造者が権利を守ることができるだけ

でなく、周囲に対し商品の質を保証できることも意味していた。これが商標の起源である。

この風習も未だに残っており、本物の上海蟹には甲羅に焼印を押したり、また足のリング

をしたりする。他にも絵画や彫刻など、芸術分野においても制作者がサインや印を押すと
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いう行為があることもこれに類似する。商標を用いることで、製造元がはっきりとしてい

る本物であるというイメージ（＝ブランド）を確立するのである。当時の時代背景として、

社会的に身分制度が今以上にはっきりと存在し、自分と他人を比較する必要がなく、自分

が所有するものが上質なものであるかどうかが焦点になっていたのではないだろうか。 

	 そして近年、ブランドには「そのもののアイデンティティ」という意味が加わったよう

に思う。19世紀の終わり頃から、ネスレのネスカフェのキャッチコピーである「違いのわ

かる男」に象徴されるように、消費者の間で「自分は他の人と違う選択をする」ことを重

視する傾向が見られるようになった。モノがあふれ、本物を持つことが当たり前となった

近年において、ブランドは本物かそうでないかを見極めるための要素だけでなく、このブ

ランドを所有することで、自分にとってどんな効果があり、非所有者とどういった差別化

ができるのかというメッセージ性や差別要素を PRする意味合いが強くなったように思う。 

	 以上がブランドの変遷である。そして改めて今回取り扱う「ブランド」を定義すると、「企

業と顧客の間で構築される関係性」であると言える。そして、その「ブランド」を構築す

ることが「ブランディング」なのである。企業側が伝えたいアイデンティティやメッセー

ジを商品・事業・企業に込める。顧客がそれらに触れる、もしくは所有する。その一連の

流れの中で顧客の心の中に形成された感情こそ、「ブランド」であると考える。その感情は

プラスの場合もあれば、マイナスの場合もある。仮定として、品質・機能が全く同じ商品

が２つあった場合、ここで有効となるのがブランドである。その企業や事業、商品などに

対する顧客自身の実体験などからプラスの印象を持っていた際、機能性以外の要因として

大きく決断に関わってくるのがブランドなのである。つまり、ブランドを高めることによ

ってロイヤリティが向上する、ということである。ここでブランド構築の重要なポイント

２点を挙げたい。 

	 まず１つ目が顧客によるブランド構築は決して自身の実体験にのみ基づいているもので

はないということだ。顧客間による Face to Faceのトーカビリティはもちろん、各メディ

アにおける PR、そしてあらゆるメディア、特にネット上におけるトーカビリティもブラン

ド構築の大きな要因となるのである。様々な情報源にあらゆる評価が流布されるが、必ず

しも全部が全部正しいものだとは言えない。しかし、現在 Amazonや価格.comなどのポー

タルサイトにてその製品に対する評価が誰にでも簡単に公開、そして閲覧できる環境があ

るなど、ネット上のトーカビリティが活発化していることを踏まえると、企業は然るべき

対応を常に取っていく必要がある。以上のようにこれまで築き上げてきたブランドが簡単

に崩れ去ってしまうリスクもある一方で、その反対の状況、つまりブランドを新たに築き

やすい環境でもあるということも念頭に置き、行動していくことがこれからのブランド形

成には重要なポイントとなる。 
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	 ２つ目はブランドというものは提供する企業の変化だけでなく、その顧客の年齢や生活

環境などによっても刻々と変化・成長していくものであるということである。 もわかり

やすい例が自動車である。顧客の年齢や生活環境によって、求めるクオリティ、価格帯な

どが異なってくるのである。顧客の企業に対する感情がプラスのものであった場合、それ

はすなわち「顧客の提供価値への期待」であると甲斐荘氏は述べている。 

 

	 現代におけるブランドの定義を行ったところで、現代において、何を誰に対してブラン

ディングし、またその結果どういった価値を生み出そうとしているのかを述べたい。まず

ブランディングにどういった種類があるのかを述べていきたい。ブランディングには４つ

の階層があると言われている。1	 その４つを以下に示した。（図１参照） 

 

図１：ブランドの階層構造 

 

国家ブランド（カントリーブランド）／人ブランド 

｜ 

企業ブランド（コーポレートブランド） 

｜ 

事業ブランド 

｜ 

商品ブランド 

 

(甲斐荘正晃著インナーブランディングより引用、その後加筆) 

 

 

	 初めに国家ブランドと人ブランドである。まず前者は国が持つイメージを投影したもの

である。主に企業および商品に投影されるもので、その企業がどこに本社を構えているの

か、その商品がどこで生産されたものであるのかによって、顧客の購買選択が異なってく

る。これは企業単位では管理できないものであり、国家ブランドを企業として利用する場

合には、完全国内産にするかもしくは、ある一定の生産段階までを行う国と製品の仕上げ

や出荷検査を行う国とを別にするなどの対策を取るなどが方法としてあげられる。後者は

前者と並列に位置しているもので、これは企業に関連する人そのものが持つイメージを投

                                                   
1 「インナーブランディング―成功企業の社員意識はいかにして作られるか―」甲斐荘正晃著 
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影したもので、これも主に企業および商品に投影される。その人自身が持つ一種のカリス

マ性のようなものが、企業内外から注目を集め、それがブランドとして確立したというも

のである。あげられる危険性としては、その人に企業としてのブランドが依存しすぎてい

るケースで、万が一その人が死去した後、ブランドを失ってしまう、もしくは新しい企業

イメージを打ち出したとしても、その人のブランドが強すぎてそこから脱却できないとい

うものである。 

	 次に企業ブランドであるが、これはその名の通り、企業全体のイメージを投影したもの

であり、日本企業で代表的なものはＴＯＹＯＴＡ、ＮＩＳＳＡＮ、ＳＯＮＹなどが挙げら

れる。これは前述したように、企業名が製品の購買選択の場面で重要な要因になることを

表している。液晶なら SHARP、羊羹ならとらやなど、「○○なら××」といった事業的な

強みを持つことも大変重要な意味をもつだろう。 

	 そして事業ブランドであるが、企業ブランドよりもやや小規模なもので、代表的なもの

はファーストリテイリングが運営するユニクロだろう。その他にも DeNAのモバゲー、カ

ルチュア・コンビニエンス・クラブのツタヤなども挙げられる。この事業ブランドは企業

ブランドに変更されることもある。それは企業がある１つの事業のみを運営している場合

だ。また、ある事業を子会社化した場合にも成り立つ。 

	 後に商品ブランディングであるが、これはそれぞれの企業が生産しているモノ・サー

ビスそれぞれに対するもので、ここで注意したいことは「○○シリーズ」などは商品ブラ

ンディングではなく、事業ブランディングだということである。例をあげると、SONYの

VAIOシリーズなどがある。 

	 以上４つのブランディングの階層を挙げたが、互いに形態が変更されることによってそ

の分類は流動的に変わっていく。それらを踏まえ、本論に入っていきたいと思う。  
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第一章	 企業別人ブランディングケーススタディ 

 

 

 この章では主に創設者がその企業そのもののブランディングに深く関わっているケース

を紹介、分析していきたい。取り上げる企業は、フランスの一流モードブランド・CHANEL、

アメリカのデジタル家電製品、および同製品のソフトウェア開発メーカー・Apple、そして

日本の自動車メーカー・HONDAである。それぞれの業界には強大な競合他社が存在して

いる。しかし、今回取り扱う三企業とも、他社とは異なる存在感、オーラつまりブランド

を持ち、それぞれの業界で活躍している。そのブランドの源泉を「創設者そのもののブラ

ンド」という観点から、ブランディングの手法を見ていきたい。そして人ブランディング

の成功例として、どういった共通点があるのかなど、分析をすすめたい。 

	 それぞれの企業を見ていく上で、その企業そのものの歴史に加え、創設者自身の生涯や

その哲学などを見ていく必要があるだろう。この章ではそういった背景まで触れていきた

い。そして 後に人ブランドから見る、成功のポイントを述べたいと思う。 
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1. CHANEL 

	 CHANEL（以下シャネル）は誰もが知るフランスのファッション・ラグジュアリーブラ

ンドである。創業は 1910年、パリに「シャネル・モード（Chanel Mode）」という帽子店

を開業したことが始まりである。創業者であるココ・シャネル（Coco Chanel、本名：ガブ

リエル・ボヌール・シャネル（Gabrielle Bonheur Chanel））は創業時 27歳であった。展

開する商品はレディース・ファッションを中心に、アクセサリー、フレグランス、メーク・

スキンケアなど多岐にわたる。2011年 12月現在、世界に 324店舗、日本国内に 50店舗を

構える。50店舗という数はアジアにおける同社の店舗数の約半分に値している。また、北

アメリカにおける全店舗数の 95％がアメリカに集中している。（図２参照） 

 

図２：シャネル世界地域別店舗数割合 

 

（シャネル HPより引用後、独自に作成） 

 

上記の数からもわかるように、シャネルにおけるアメリカ、日本の重要性は高い。それは

なぜか。特にアメリカに関していうなれば、それはシャネル、さらには創業者のココ／シ

ャネルのマーケティングにあったと言える。それについてはまた後ほど述べることとして、

それだけではなく、アメリカ人、日本人はなぜシャネルが好きなのか。我々はシャネルの

何に惹かれているか。それはいわずもがな、シャネルのブランドであろう。そのシャネル

のブランドを評価する際に一つの目安となるのが、マーケットリサーチ会社ミル・ウォー

ド・ブラウンが 2006年から毎年発表している世界ブランド価値ランキング、BrandZだろ

う。このランキングはアメリカドル換算で計算されており、①ブランドの財務的価値、②

39% 

33% 

20% 

5% 

2% 1% 

北アメリカ	 

アジア	 

ヨーロッパ	 

中東	 

オセアニア	 

南アメリカ	 
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ブランドの収益貢献度（顧客購買影響度）、③ブランドの成長性の三点を対象として評価さ

れているものである。このランキングにおいてシャネルは、ラグジュアリー部門において

常に上位 4位以内にランクインしている（図３参照）。シャネルの歴史についてまずは述べ

ていきたいと思う。 

 

図３：ラグジュアリー部門上位５ブランド過去６年間の推移 

 

（ミル・ウォード・ブラウン社 BrandZ 2006-2011より引用） 

 

	 シャネルの始まりは前述したように、1910年、ココ･シャネルが 27歳の時、フランス・

パリのカンボン通りに開店した「CHANEL MODE（シャネル・モード）」という帽子専門

店である。オペラ歌手であるココ･シャネルの友人が彼女の作った帽子を被り舞台に立った

ことで、雑誌にこの店が取り上げられたこと、そして何より数多くのセレブリティの口コ

ミによって大人気店となる。この人気を受け、続いて、1913年、高級リゾート地であるフ

ランス・ドーヴィルに現在のシャネルのようなモードブティック「GABRIELLE CHANEL

（ガブリエル・シャネル）」を開店する。続いて、1915年、ピアリッツに「 MAISON D’HAUTE 

COUTURE（メゾン・ド・クチュール）」を開店し、また、パリ・カンボン通りの帽子専門

店「CHANEL MODE」もオートクチュールの店に改装する。これらを受け、ココ･シャネ

ルは本格的にオートクチュールのデザイナーとして有名となり、シャネル自体も本格的に
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高級衣裳ブランドとしてその地位を確立していく。この頃から、シャネルは斬新なファッ

ションや総合的なモード提案を世に打ち出していく。具体的にはジャージー素材のドレス

（この背景には第一次世界大戦によるトリコット地の入手困難があり、当時男性下着の素

材として使われていたジャージーが比較的入手が容易であったため、利用したとされる）

や、マリリン・モンローの名言で有名な「CHANEL No .5」を初めとした香水、イミテー

ションジュエリーなどの販売を開始した。この後も続く、シャネル、そしてココ･シャネル

の斬新かつ実用的な商品の数々の裏にはシャネルの根底にある、ココ･シャネルの哲学が大

きく作用している。これについてはまたのちほど述べることとする。それからは香水事業

の企業化、アメリカ市場への参入など企業活動を活発化させ、1929年には「CHANEL No .5」

が香水市場で世界一の売上げを記録し、1935年にシャネルは黄金期を迎える。従業員数は

4 ,000人を突破、年間 28，000点あまりもの商品を発表する、巨大一流ブランドとなる。

これほどまで大きな規模のブランドとなってもなお、ココ･シャネルはシャネルの名を冠す

る商品ひとつひとつに自身の信念、哲学を込め、それに反するものは決して関与しないと

いう姿勢を貫いている。そのエピソードの一つに、当時シャネルが重要な市場のひとつで

あると認識していたアメリカのハリウッド映画市場にて、シャネルがスターの衣装制作の

オファーがきた。しかし、依頼者のニーズとシャネルのテーマに違いがあり、この依頼は

頓挫する。これは経営的に大きな打撃となるが、このエピソードからココ･シャネルがシャ

ネルを通して、自分の信念をいかにまっすぐに伝えたかったのかがわかる。そんな隆盛を

極めたシャネルであったが、その後、第二次世界大戦の開戦を受け、その企業活動は一気

に縮小化する。香水、ジュエリー事業以外は事業停止し、店舗の臨時閉店を行う。第二次

世界大戦が終戦してもその活動縮小は 1954年まで続くが（ココ･シャネルの男性関係が原

因で彼女はスイスへ亡命することとなったため）、その後パリ・カンボン通りのブティック

が再開。ココ･シャネルは亡命先から帰国し、本格的にファッション界へ復帰する。帰国後

初のオートクチュール・コレクションではココ･シャネルへの「売国人」という悪評も受け

るものの、その一方で彼女のファッションには高い評価が与えられる。終戦直後は彼女へ

の批判が相次ぎ、シャネル自体の売上げも伸び悩むが、戦争の爪痕が消えるとともに、再

びシャネルの輝きが戻ってくる。1971年にココ･シャネルは死去するものの、彼女の経営、

ファッションに対する哲学は未だに強く根付いている。 

	 さて、これらがシャネルという企業の大まかな歴史であるが、以上からシャネルという

ブランド、そしてシャネルの企業活動はココ･シャネルに強く影響されているということが

よくわかるだろう。フランスやヨーロッパだけではなく、当時の新興国アメリカをはじめ

とした世界中の人々はシャネルの商品のその先にあるココ･シャネルの信念、哲学に惹かれ、

また時にはその姿を疎み、シャネルの商品の購入を決めていた。実際のココ･シャネルの人
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気として、2009年、アメリカ、フランスがココ･シャネルを題材とした映画を計３作品製

作している。これほどまで本格的に取り上げられていることは個人のデザイナーの伝記映

画としては異例のことのようだ。ではその購買決定の大きな要因となっている、ココ･シャ

ネルの信念、哲学とはのもとで生きていたのか。次にココ･シャネルの人生、そして信念に

ついて述べていきたい。 

	 ココ･シャネルについて述べるにあって重要な点は３つある。まず１つ目はその不遇な幼

少・下積み時代である。ココ･シャネルは 15歳のときに母親が死去し、孤児として修道院

で育った。この環境が彼女に「周囲に自分の存在を認めさせたい」「ただのお金持ちになる

のではなく、常に人から特別な価値を持った人間であると注目されたい」という反発心を

持たせた。そして、彼女は修道院で裁縫の技術を身につけ、実際に針子としての奉公を行

い、デザイナーとしての素質を磨いていく。その一方で、キャバレーで歌手として働くな

ど、苦労が絶えなかった。 

	 ２つ目は彼女のファッションの哲学である。まずシャネルの商品全てに共通することが

「我慢をすることなく、誰もがエレガンスになれること」、つまり「モダン・ライフに適し

た実用性と機能性、そして遊び感覚」である。そして彼女が心がけていたのは「流行を作

るのではなく、伝統を作る」ことである。そのためには古くから常識とされていたことを

打ち破るのも厭わないのがココ･シャネルのスタンスである。彼女がこの信念をそれほどま

でに強く持ったこと、そして今でもシャネルがこの信念を根底に持つことこそがシャネル

の 大の成功の鍵である。では具体的にシャネルの商品をあげ、この信念を説明していく。

まず一つ目は前述したジャージー素材のドレスである。それまで男性社会で生きる女性は

男性の所有物であり、飾りの一部であった。そのため、華美に着飾ることが義務であり、

重量のあるドレス、着心地の悪い下着、きつくて苦しいコルセットの着用など、不自由も

受け入れざるを得なかった。しかし、そんな婦人服に動きやすいジャージー素材を取り入

れ、「男性から女性を解放」したのだ。同じコンセプトで発表されたのが、女性のパンツル

ック、ショルダーバッグ、ポケット付きのジャケットなどである。また色やその機能性を

重視してココ･シャネルが重用したのが「黒」である。それまで喪服にしか使われなかった

この色を「汚れが目立たず、そしてエレガントに見える」という理由一つでファッション

の一部として用いたのである。また香水についても彼女の信念をうかがうことができる。

ココ･シャネルがなぜ香水を作ったか。それは当時の香水の使用目的が大きく関わる。当時

の人々は風呂などに入る習慣があまりなく、そのきつい体臭を隠すために香水を用いてい

た。ココ･シャネルはそうした使用目的に強い疑問を抱き、「香水はあくまでも清潔に、そ

してエレガントに香るべし」との信念のもと、シャネルから香水を発売することを決めた。

さらにはイミテーションジュエリーにも彼女の強いこだわりが感じられる。なぜ本物のジ
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ュエリーではなく、イミテーションジュエリーなのか。それは本物のジュエリーは高価で

あるため、誰もが買うことができるわけではないという彼女の疑問が発端となっている。

イミテーションジュエリーにすることで、比較的安価で誰しもが「エレガンス」になれる

のである。とはいえ、香水にしろ、イミテーションジュエリーにしろ、シャネルというブ

ランドによって、高価であったことは間違いない。 

	 そして 後に３つ目の重要な点が自分の信念に揺るぎない自信を持ち、それを広めてい

た点である。シャネルは第一次世界大戦後、アメリカ市場においてコピー商品が大量に出

回った際、そのコピー商品を承認していたことがある。その背景には当時重要視されてい

たアメリカ市場と欧州市場の「ファッションは買回品か否か」という違いがある。オート

クチュールが高い社会的地位を占めていた、当時の欧州市場（中流階級以上）にとってフ

ァッションはまだ買回品ではなかった。その一方で、新興国であったアメリカの市場にお

いて、ファッションは買回品だったのである。その点に気がついていたココ･シャネルはコ

ピー商品がアメリカ市場においては「都合の良い買回品」になることに気がついたのであ

る。コピー商品を容認し、アメリカの小売店を味方にして、コピー商品をシャネルの広告

塔として利用した。実際にココ･シャネルはアメリカの人々がいずれコピー商品ではなく、

本物のシャネルの商品を買いにパリへ来たくなるだろうと考えていたようだ。つまり、コ

コ･シャネルは自分自身の作る商品にコピー商品には負けない魅力があるため、まずはシャ

ネル自体の存在を知ってもらおうとしたのである。特に「動く（＝働く）女性」を前提と

していたシャネルはアメリカという自由の国に生きる女性達が自らの服に自ずと惹かれる

ことに確信を持っていたのかもしれない。またココ･シャネルはマスコミやバイヤーを味方

につけるように活動した。その例として海外のジャーナリスト向けにコレクションの説明

プログラムを作ったのである。これは今ではどのブランドでも行われている当たり前のこ

とであるが、これを初めて行ったのはシャネルである。その証拠にフランスでの大流行、

アメリカでの成功の発端はいつもファッション業界で有名な雑誌（「ハーバース・バザー」

「ヴォーグ」等）の記事掲載である。 

	 以上の３点がココ･シャネルの美学を語る点で重要となるポイントだろう。これらの点を

創始者であるココ･シャネルがシャネルに徹底的にたたき込んだことが他社との大きな違

いであるとも言える。ココ･シャネルが没してから 40年が経つが、シャネルはココ･シャネ

ルの美学を伝統として大事にする一方で、「今のモダン･ライフに適したモード」を革新と

して商品に埋め込んでいる。 
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2. Apple 

	 Apple（以下アップル）は、アメリカを代表するデジタル家電製品、および同製品の関連

ソフトウェアメーカーである。創業は 1976年、創業者はスティーブ・ウォズニアック、そ

して 2011年 10月 5日に惜しまれつつもこの世を去ったスティーブ・ジョブズである。彼

は創業者にして、一度アップルを追い出され、1997年に復帰しているのは有名なエピソー

ドである。しかし、彼の経営者、そして技術者としての才能が売上および利益率の推移に

現れていることを述べたい。（図４参照） 

 

図４：アップル売上高および利益率推移 

 

 

アップルの売上すなわちスティーブ・ジョブズ本人の魅力というわけではないが、上記し

たグラフから彼のもたらす影響が大変強いことがわかるであろう。 

	 そんなアップルのブランドをシャネルの節でも参照した BrandZで見てみる。このラン

キングにもアップルのブランド力が反映されている。（図５参照）なお、2011年にはアッ

プルは BrandZ総合ブランド Top100で１位を獲得している。これほどまでにアップルを輝

かせているのはスティーブ・ジョブズのどういった点なのか。アップルと彼の歴史を振り

返りながら、分析していきたいと思う。  
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図５：テクノロジー部門上位５ブランド過去６年間の推移 

 

（ミル・ウォード・ブラウン社 BrandZ 2006-2011より引用） 

 

	 アップルの始まりは二人のスティーブの出会いだった。大学中退後、アタリで技術者と

して働いていたスティーブ・ジョブズと HPで働いていた同じく技術者のスティーブ・ウ

ォズニアックが出会い、自作で「AppleⅠ」を納品したことが始まりだった。初めこそ売れ

行きは悪かったが、すぐに売上は軌道にのり、ジョブズはこの活動をこのままの個人規模

ではなく、世界規模の大企業の事業にしようとウォズニアックに持ちかけた。そして 1976

年、ガレージでアップル・コンピュータは生まれたのである。様々な融資を受けたことを

きっかけに、アップルを法人・株式会社化、「AppleⅡ（ウォズニアックがほぼ独自に開発

した）」の発売・爆発的人気など、アップルはみるみる内に成長していく。しかし、そんな

パーソナル・コンピュータ業界にとうとう IBMという強大な競合他社が参入したのである。

IBMの参入を受け、アップルは新たな商品の開発を試みることとなる。しかし、そんな状

況でもなお、アップルの売上を支えていた「AppleⅡ」がないがしろにされている状況を受

け、創業者の一人であるウォズニアックはアップルを退社してしまう。もう一人のジョブ

ズも苦境を迎える。当時のアップルは外部から社長を受け入れていた。（後ほど述べること

となるが、）自身の美学に対して完璧主義者であるジョブズはしばしば社内で対立を起こし

ていた。その一方で自身の経営能力に不安を感じていたため、外部から再びマーケティン

グ能力に長けた社長を招致する。その人こそ、当時ペプシコーラの事業担当社長をしてい
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たジョン・スカリーである。はじめこそ、この二人の関係は良好であったが、IBMに遅れ

をとり続け、経営不振に陥ったアップルの諸悪の根源をジョブズに見出したスカリーは

1985年、とうとうジョブズをアップルから追い出してしまう。追い出されてしまったジョ

ブズは失意の底に沈む。しかし、彼の快進撃はここから始まることとなる。アップルに辞

表を提出後、彼は NeXTというアップルと同じくデジタル製品およびソフトウェアメーカ

ーを作る。また現在はディズニーの傘下にあるデジタルアニメーション製作会社ピクサー

を所有した。両社とも、特に前者の会社はジョブズ自身がやりたいと望んだこと全てを叶

えるための会社だったと言っても過言ではないだろう。実際にアップルでの彼の仕事を評

価した投資家の中には NeXTに多額の投資をしたものが少なくない。しかし、NeXTは決

して成功を収めることができたわけではなかった。（実際にこの失敗を受け、投資家の多く

はジョブズのことを「大ぼら吹き」「詐欺師」と呼んでいたようだ）しかし、業界内で一定

の存在感を見せることができた点からすると、ジョブズにとって NeXTでの仕事は無駄で

はなかったと言える。なぜならば、ジョブズが去った後、アップルは迷走を繰り返し、経

営困難な状況が続いたのである。それだけではなく、アップル社内は CEOをはじめ、社内

紛争が多発しており、低迷を続けていたのである。そんなアップルが目をつけたのがジョ

ブズ率いる NeXT社だったのである。そして 1996年、NeXT社はアップルに買収されるこ

ととなり、1997年ジョブズはアップルへ見事復帰できることとなったのである。その後、

彼独特のビジネス感覚をもって、アップルの立て直しを図る。1998年には世界で爆発的な

人気を誇ったデスクトップ型パーソナル・コンピューター「iMac」を、2001年にはMP3

プレイヤー「iPod」とメディアコンテンツ配信サービス「iTunes」を、さらには「Mac OS 

X」、「iPhone」、「MacBook Air」「iPad」と矢継ぎ早にアップル製品を発表・販売し、新製

品が出る度に世間を沸かせた。その一方で、2011年 1月にスティーブ・ジョブズは病気を

理由に 2001年から正式に勤めていた CEOの職を休職、そして同年８月に辞職した。それ

でも休職していた 7ヶ月間、アップル社における大きな経営戦略の意思決定には関わって

いた点から、彼のビジネスへの美学を感じることができる。しかし、同年 10月、スティー

ブ・ジョブズはこの世を去った。これから、ジョブズの居なくなったアップル社がどうビ

ジネスを展開していくのかに注目が集まっている。 

	 以上がアップルの大まかな歴史である。ここで、アップルにおけるスティーブ・ジョブ

ズの人ブランディングの成功要因について内部要因と外部要因に分けて考えてみたいと思

う。まず内部要因であるが、スティーブ・ジョブズ本人の個としての強烈な性格、そして

才能がアップルという組織に反映されていることがあげられる。シャネルと同様に、人々

はアップル、もしくはアップル製品に惹かれているというよりも、その先にあるジョブズ

の哲学に惹かれていると言っても過言ではない。（その証拠が売上やブランドランキングに
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反映されていると考える）ジョブズの性格として有名なものは「完璧主義」「エゴイスト」

「強すぎる自己顕示欲」「大胆すぎる行動力」そして「反骨精神」である。そしてそれらを

形にするための、レベルの高い話術、ビジネスに関する先見性、技術畑出身者としての知

識があったことが彼自身にブランドを持たせることができた要因だろう。 

	 次に外部要因について述べたい。ジョブズは自身の考えを反映させるためならば、社内

紛争も厭わなかった。つまり、彼の美学を実現できる場所（＝アップル、または NeXTや

ピクサー）が常に存在していたのである。常に彼の美学を発信し続けることにより、彼の

存在を内外に知らしめ、留意させることが、彼の存在を強く印象付けるひとつの方法だっ

たのである。 

	 後にここでスティーブ・ジョブズと並び称される機会の少なくない、マイクロソフト

および同社現会長であるビル・ゲイツとの比較を簡単ではあるが行っていきたい。両社の

決定的な違いをあげるならば前者は買収によって事業を展開し、後者は自社のアイデアに

よって事業を展開するという点だろう。また、スティーブ・ジョブズが自分で興した会社

を追い出された経験を持つ一方で、ビル・ゲイツは 25年もの間マイクロソフトの CEOの

座につき続けていた。ここからわかるように、スティーブ・ジョブズの持つカリスマ性と

人間味あふれる部分のいわばパラドクスのような面が人々を惹き付けて止まないのだ。 

 

 

3. 本田技研工業 

	 後に取り上げるのは日本を代表するグローバル輸送機器メーカー、本田技研工業（以

下ホンダ）である。この企業は前述した２社と異なり、人ブランディングが日本国内に限

定されているものであると考える。それは日本人独特の感性によるものだろう。 

	 まず初めにホンダの会社概要を述べていきたい。展開する製品は自動車、オートバイ、

汎用製品であり、その他に新規分野として二足歩行ロボットや小型ジェット機なども開発

している。世界的に人気を誇るオートバイを強みとし、モーターレースに参加することで

も有名。2011年３月期の売上高は 8兆 9368億円、当期純利益は 5341億円である。創設

は 1948年（昭和 23年）、代表取締役は本田宗一郎である。以下にシャネル、アップルと同

様、自動車部門におけるブランド価値ランキングを記載する。ただ、すでに記述したよう

に、ホンダが世界的に強みとしているものはオートバイ部門であるため、参考として記載

した。（図６参考） 
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図６：自動車部門上位５ブランド過去６年間の推移 

 

（ミル・ウォード・ブラウン社 BrandZ 2006-2011より引用） 

 

	 以上が会社概要になるが、ホンダにおける人ブランディングは創業者である本田宗一郎

その人のブランドと言っても過言ではないだろう。それを受け、ホンダについては本田宗

一郎を中心としたホンダの歴史について述べていきたいと思う。 

	 本田宗一郎は 1906年、鍛冶屋の家系に生まれた。幼い頃から、父親の鍛冶職を手伝って

いたことが本田宗一郎の芯である技術者としての気質を育てたのだろう。15 歳になった宗

一郎はきちんとした教育を受けることなく、東京の自動車修理工場へと奉公に行くことに

なる。それが本田宗一郎と自動車との出会いだった。修理工としての技術を磨いた 22歳の

宗一郎は静岡の故郷に戻り、奉公先ののれん分けという形で小さな自動車工場を持つ。宗

一郎の自動車への熱は増し、とうとう自身がレースに参加するまでになる。その後、レー

スのための車開発のため、現在の静岡大学工学部に入学し、勉強を続けるが、仕事と勉強

の両立に苦しみ、また卒業することの有意義を見出せず、中退する。これは当時大変重要

視されていた「学閥」の意義を宗一郎自身が魅力的だと思わなかった、ということに等し

い。ここから本田宗一郎が常識にとらわれることない性格だということがうかがえる。中

退後は順調に拡大していた修理工場の事業に専念していたが、1945年に発生した三河地震

により、工場が倒壊してしまい、それをきっかけに事業をトヨタの前身である豊田自動織

機に売却する。一年間の休養後、現在のホンダの前身となる研究所を、そして 1948年につ

いに本田技研工業株式会社を設立する。翌年、ホンダの名番頭となる藤沢武夫と出会い、

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

百
万
ド
ル
	 

トヨタ	 BMW メルセデス	 ホンダ	 ポルシェ	 



 18 

財務を藤沢が、技術開発を本田が、という形でホンダの経営が行われこととなった。藤沢

の的確な事業提案と本田の常識にとらわれない意思決定により、事業は順調に拡大してい

く。一部上場、スーパーカブの開発・発売そして世界的大ヒット、アメリカホンダの設立

とホンダは着々と大企業に成長していくと同時に、またもや藤沢の提案からホンダは社を

あげてマン島ＴＴレースに参加することとなった。宗一郎はレースを社内外両方の面から

大変重視していた。社内的には従業員の士気高揚、そしてレース優勝車をベンチマークと

した商品開発（実際にホンダのオートバイクは乗用のものからレース用のものへと重点が

移っていった）、社外的にはブランド認知と価値の上昇など、多くの場面でレースでの経験

が効果的に働いたのである。宗一郎はレースに関するオートバイクの開発に自ら参加し、

自分の技術、美学を完璧に投影する完全主義の姿勢をとった。時には従業員を怒鳴りちら

し、手を上げることもままあったようである。しかし、宗一郎自身の現場主義の姿勢、常

識にとらわれない考え方、そして何より気さくな性格が従業員を惹き付けて止まなかった

のである。従業員の宗一郎への忠誠心が質の高い製品開発へとつながり、さらには我々消

費者に質の高い「ホンダ・ブランド」を植え付ける。その「ホンダ・ブランド」の体現者

こそが、本田宗一郎、その人自身なのである。若い頃から苦労をし、日本独特の風習を打

ち破り、その上で、大きな成功を収め、それでもなお、「町工場のおやじさん」のような雰

囲気を持ち合わせていた本田宗一郎だからこそ、多くの日本人は惚れたのではないだろう

か。 

	 現在でもホンダ社内には本田宗一郎および藤沢武夫の信念を守り続けるシステムが数多

く残っている。例えば、人事システムとして縁故採用を行っておらず、社長には技術者を

選出していることがあげられるだろう。これらは会社の私物化を恐れた藤沢と本田の教え

であり、今でも忠実に守り続けられている。また現場主義の表れとして新入社員は職種に

かかわらず、入社後約半年間、工場での勤務が義務づけられている。 

	 後にここで競合他社であるトヨタとの比較を行いたい。まず決定的に違う点が創業時

のきっかけである。本田宗一郎が奉公にでていた際に思い立ったのに対し、トヨタの創業

者豊田佐吉そして自動車開発の創始者である豊田佐吉の長男、豊田喜一郎はイギリス・ア

メリカ留学を行い、そこで西洋の自動車文化に触れたことがきっかけとされている。各者

とも発明家・技術者としての才能と経験を持ち合わせていることは共通点としてあげられ

るが、人々から親近感という形で共感を得たのは本田宗一郎であることは明確である。ま

た同じく創業時の状況であるが、トヨタが三井物産からの斡旋を受けて設立されているの

に対し、ホンダは本田宗一郎がトヨタに対し、自動車部品メーカーを売却した資金 100万

円を元手に設けた小さな町工場から始まっている。そしてレースに対する姿勢についても

大きな違いを述べることができる。すでに記述したようにホンダがレースをあくまでもひ
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とつのイベントとしてとらえ、「レースで勝った車を買ってもらう」という姿勢を持ってい

るのに対し、トヨタはレースを広告媒体の一つとして考えている。ホンダは代々社長をレ

ース経験者から選出しており、レースは社内をひとつにまとめあげる重要なイベントの一

つである、としている。これは本田宗一郎が生粋の技術者であったこと、そしてその技術

開発を制限することのない財務状況を作り出した藤沢武夫の存在、この二つ条件がそろっ

たからこそのものだろう。 

 

 

4. まとめ 

	 以上、世界を股に掛ける３企業、そして創設者３者を見てきた。この３つのケーススタ

ディを通して、創業者自身、それに関連するステークホルダーをはじめとした「人」が、

ブランディングにおいて大変重要な役割を果たすことがわかった。これが具体的に国家ブ

ランドとどういった関係があるのかも含め、本節では企業が人ブランディングを持ちうる

条件をまとめていきたいと思う。私が考える人ブランディングが有効な条件とは 

①	 その人自身が憧れの対象となるようなカリスマ性を持ちうること 

②	 その人自身に同情・共感しうるネガティブな面があること 

③	 企業の創設由来にその人自身の生い立ちなどが強く関係し、その気質が残っている

こと 

以上の３点である。まず１点目であるが、何よりもその人自身にステークホルダーを惹き

付けるような魅力があることが重要課題になる。その魅力とは技術力、創造力、言葉によ

る伝達能力などなんでも良い。人に「特別な存在」であると認識されることが必要である。

この点に関してはあらゆるステークホルダーの中でも特に従業員に対してのカリスマ性が

大変重要になってくるだろう。社内で圧倒的な存在感を持って忠誠を集めることで、「この

人の求める製品を忠実に作ろう」という気持ちが生まれる。その結果、その人自身の美学

が極めて純度の高い形で物体化したものが完成するのである。またその一方で、その人自

身が現場出身であることも成功の秘訣だろう。その美学が現実離れしているものであって

も現場や実際の技術を理解していることで、実現が可能となるのである。またなにより、

現場の気持ちを理解することが容易であること、現場の人間による親近感の持ちやすさか

ら、それがそのまま社内における求心力にも繋がるのである。 

	 次に２点目であるが、これは不幸な境遇と言っても過言ではないだろう。ココ・シャネ

ルにとっての幼少期、スティーブ・ジョブズにとっての失業期、本田宗一郎にとっての町

工場時代など、「あんな状況からこんなことになるなんて」といういわゆるシンデレラスト

ーリーこそが重要なのである。つまり、どん底の時代と結果としての輝かしい状況の落差
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が大きければ大きいほど、人々はその人に対し、尊敬、そして憧れを抱くのである。いわ

ば、シンデレラストーリーの体現者であることがこの事項にあたる。 

	 そして 後に３点目である。これは偉大な創設者を抱える企業側にとってメリット・デ

メリットがある点だろう。かつて松下電器が松下幸之助の亡き後、彼の陰から逃れること

が難しかったように、偉大な経営者の後の後継者問題はよく話題に上るものである。やは

り、企業のトップである社長が替わると、社内の雰囲気はもちろん、対外的な企業イメー

ジにも変化がある。そんな中でも創設者の美学や創設者の作り出した企業の気質を DNAと

して社内に残しつつ、その時代時代に合わせた企業活動を行っていくことが重要になる。 

	 国家ブランドにおいても同じように、①（国外から）憧れ、羨望をもたれること、②（国

内から）共感を持たれること（＝帰属意識を持たれること）、③独自のアイデンティティを

保持すること、この３つの条件が強いブランドを持つためには重要なのではないだろうか。

次章ではこの３つの条件を支えるためのいわば基盤ともいえる、政治的、社会的背景を具

体的な国家ブランディングの事例を通して見ていきたい。 
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第二章	 業界別国家ブランディングケーススタディ 

 

 

	 前章では基盤の上にどうブランディングを作っていくか、というような観点で、成功の

ポイントを見出していった。本章ではむしろその基盤はどうやって作られる、または作っ

ていくのかを見ていきたい。本章では主に国そのものがブランディングに深く関わってい

るケースを紹介、分析していきたいと思う。国のイメージを利用して企業単位ではなく、

業界として売り出しているケースが多く見られる。今回、取り上げる国および業界はドイ

ツと自動車、イギリスとパブ、そしてベルギーとチョコレートである。これもまた国と業

界の歴史が深く結びついているため、業界史における国との関わりを見つつ、他国におけ

る同業界の発展と比較しながら、分析を進めたい。  
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1. ドイツと自動車 

	 多くの人にドイツ車といえば？と問えば、「高価だが、高性能で高い安全性を誇る」をい

う答えを多く聞けるだろう。ドイツにはフォルクスワーゲン、アウディ、ＢＭＷ、ポルシ

ェ、ダイムラー、メルセデス・ベンツ、オペルなど数多くの自動車メーカーが存在する。

それらの多くは日本で高級車メーカーとして知られる。しかしなぜ、ドイツにこれほどま

で多くの高級・高品質な自動車を製造する企業が集まっているのか。理由は５つある。そ

れらをドイツの歴史に絡めて説明していきたい。 

	 まず１つ目の理由はドイツの科学技術力の高さである。ドイツは第二次世界大戦前から、

優れた科学技術力を有しており、現在までにノーベル賞受賞者を 103名輩出している。特

に 20世紀においては、物理学賞、化学賞、生理学・医学賞などの科学分野における受賞者

が目立つ。また、国としても科学技術の研究・開発に対しての助成を積極的に行っており、

2008年における研究・開発支出額は国内総生産の約 2.6％にあたる。これはＥＵ平均の 1.9％

を大幅に上回る数字であり、更に連邦政府は 2015年までに国内総生産の 3％までに引き上

げる意向を示している。また企業における研究・開発に関する出資額も 490億ドルに達し

ている。そのうち、自動車製造業の占める割合は 30％である。また 2009年の特許出願数

もドイツの投資家および企業のみで世界における特許出願数の約 11％強にあたる。ドイツ

人による主な発明品としてあげられるものは、ガソリン自動車やディーゼルエンジン、ス

ペースロケットなどに使用されている液体燃料ロケットの基礎技術などがある。またジェ

ットエンジンなどの機動力の高いものも研究・開発していた歴史があり、これは戦後、ア

メリカを初めとした戦勝国に重宝された技術である。 

	 次に２つ目の理由であるが、第二次世界大戦で敗戦したということがあげられる。これ

はつまるところ、戦後に軍事、航空技術、宇宙開発などの分野への制限によって行き場を

失ったエンジニア達が自動車製造業へと集中した、ということである。これは日本が敗戦

をきっかけに新幹線の開発が進んだのと同じ理由である。詳しくは後ほど述べるがこのと

きにフォルクスワーゲン社はイギリスの管轄下にあったが、ドイツ系の民族企業として存

続を許されている。 

	 ３つ目の理由はアウトバーンの存在だろう。アウトバーンとはドイツ・オーストリア・

スイスをまたいで作られた自動車高速道路だが、一部区間において速度無制限道路として

有名である。ドイツには日本の新幹線、フランスのユーロスターなどの高速列車が存在し

ない。その代わりに長距離を移動するときはこの高速道路、アウトバーンの存在が大変重

要になってくるのである。さて、話を戻して、なぜドイツ車が高性能なのか。それはこの

アウトバーンにおける速度無制限という条件に対して高速で走ることへの安全性と長距離

を走るための耐久性を高める必要があったのである。その結果、各部の部品が丈夫で、空
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力に優れた安全性の高い自動車が完成したのである。その分、価格も高くなったことで、

ドイツ車は高級かつ高品質な自動車として有名になった。 

	 また高級という点に寄与した事項がある。それが４つ目の理由、ドイツの歴史的社会構

造である。ドイツはもともと階級社会である。隣国フランスも階級社会であるが、ドイツ

はフランスと異なり、民衆による革命などが起きていない。帝政プロシア時代を経験する

ドイツとフランス革命を経験するフランスとでは、自動車に対する考え方が大きく異なる

のである。ドイツにおける自動車の主な購買層は王宮貴族をはじめとした上流階級だった。

彼らは豪奢な高級車を求めていたのである。その一方で、フランスは第三階級である平民

が人口の約 98%を占めていたため、求められる自動車といえば大衆車だった。自動車にお

ける「階級（クラス）」という考え方はこういった背景から生まれたものであり、今でも自

分の「階級」に合わせたクラスの自動車を買う傾向が見られるようだ。 

	 そして 後に５つ目の理由はヒトラーによる「国民車構想」、いわゆるフォルクスワーゲ

ンである。1934年のベルリンモーターショウにてアドルフ・ヒトラーが提唱したこの構想

は、安価で高性能な自動車の供給を目指した。国民車構想の目的は軍事的な意味も含まれ

るが、国民の福利厚生や、自動車製造における裾野産業の発展を見込んだ経済成長、外貨

流出の防止などがあげられる。しかしそれ以上にヒトラーは自動車製造に対して思い入れ

をもち、デザインをはじめとした細かい指示まで行ったとされ、彼はまた国を挙げてイタ

リアに対抗し、自動車レースへの出場を行うなど、自動車製造における発展に大きく寄与

した。そんなヒトラーの意に沿って設立されたフォルクスワーゲンの歴史について軽く述

べたいと思う。フォルクスワーゲンの前身となる会社は第二次世界大戦前にナチス政権の

国策企業として設立された。国民車構想を受け、新たな大規模工場の建設など、大衆車の

実現へ向け、着々と構想は進んでいた。しかし、第二次世界大戦の開戦により、フォルク

スワーゲンは軍需生産に移行し、民需のフォルクスワーゲンは製造されなかった。戦後に

なって、イギリスの管轄下におかれ、そこで初めて国民車構想は「フォルクスワーゲン・

タイプ１」として決着する。フォルクスワーゲン・タイプ１を受け、イギリスやアメリカ

の視察団が偵察にきたのだが、あまりの高度さに誰も理解できず、フォルクスワーゲンは

「評価なし」との判断を下され、そのままフォルクスワーゲンはドイツ系の民間企業とし

て存続を許されたのである。万が一、ここで技術力の高さから生産の中止を言い渡されて

いたならば、現在のドイツ車の発展はこれほどまで見込めなかったかもしれない。 

	 以上５つの理由がそろったことが現在のドイツと自動車の関係を作ったのだ。そしてド

イツ車の価格・質の高さが世界的に有名になり、そのまま「ドイツ＝自動車の価格・品質

の高い国」という国家ブランドを生み出したのである。  
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2. スイスと時計 

	 スイスにはスウォッチ、オメガ、ゼニスなど、有名な時計ブランドがそろっており、ス

イスの中でも特にジュネーブが時計の町として有名である。有名な時計ブランドの多くは

高級ブランドとして知られ、デザイン性、品質の高さに定評がある。それらのブランドが

なぜスイスに集まったのか。これも時計の歴史に加え、スイスという国の歴史と絡めなが

ら説明していきたいと思う。 

	 ヨーロッパにおける現在のような機械式時計の起源は時刻を知らせる教会の鐘にある。

宗教活動が盛んであったイタリアをはじめ、イギリス、フランス、ドイツなどでその技術

は発達した。特にフランスでは教会の塔時計だけでなく、対王侯貴族の宝飾産業が盛んで

あったことを受け、1540年に世界初の時計師のギルドが成立する。続いて、15世紀から一

流ブランドとして知られていたドイツ・ニュルンベルグでも 1565年に時計師ギルドが背設

立されるなど、時計師と時計産業が中世ヨーロッパ社会においてその地位を確立していっ

た。そんな中、スイス・ジュネーブにて時計産業が始まったのは 16世紀半ばのことである。

なぜか。それは 16世紀初めから中世ヨーロッパ社会を揺るがしていた宗教改革が深く関わ

っている。ルターが腐敗していたカトリック教会に対し、異議を唱えたことで始まったこ

の運動はヨーロッパ全土に波及した。改革運動の指導者の一人、カルヴァンはジュネーブ

に改革の拠点を置き、活動を続けた。フランスではカルヴァン派対カトリック教会の戦争、

ユグノー戦争が勃発し（1562年〜1598年）、多くのユグノーがフランスよりスイス・ジュ

ネーブへと迫害を恐れ、逃れてきたのである。当時ユグノーの多くは絹織物、染色技術、

印刷術、そして時計製造技術を身につけていた手工業者であった。その一方で、当時のジ

ュネーブは宝飾産業が盛んであったが、カルヴァンの改革方針の一環で、カトリック教会

のみならず、一般市民まで質素倹約を義務づけられていた。そのため、宝飾産業に関わっ

ていた手工業者達は、フランスより逃れてきた時計師のユグノーと協働し、時計製造に移

行していくこととなった。これらの一連の流れが現在のスイス・ジュネーブにおける時計

産業の礎である。確かな時計製造技術と宝飾技術が現在のスイスの高級時計ブランド達を

生み出したのである。 

	 また、優秀な人材がそろったことに加え、地理の利も有効に働いた。精密機械である時

計の製造は大変細かな作業工程が多く、職人達の職場環境として、スイスのように空気の

澄んだ涼しい場所であったことが大変有利であった。また、輸送手段としてライン川があ

ったことも大きな利点だった。ライン川はヨーロッパにおいて重要な輸送航路であり、そ

のライン川がスイスの北西端に位置するバーゼルまで伸びている。これは高品質な時計を

ヨーロッパ各地に広めるには大きな強みとなったのである。 

	 以上がスイスの「高級時計ブランド」としての国家ブランドを世界中に広めることが出
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来たいきさつである。 

 

 

3. その他の国家ブランド 

	 後にベルギーとチョコレート、イギリスとパブ、北欧と家具、この 3つのテーマにつ

いて述べていきたい。これまでに述べたように、ドイツと自動車においては主に国家政策

が発展の重要なポイントであった。またスイスと時計は宗教改革による人材移動が主なポ

イントである。しかし、これらの３つのテーマはまた異なった点から発展を遂げた例であ

る。まずベルギーとチョコレートである。チョコレート自体は 19世紀初めにヨーロッパで

盛んに食されていたものの、ベルギーが特筆して盛んであったわけではなかった。ではな

ぜベルギーがチョコレートで有名になったのか。それは 1908年、ベルギーの植民地として

チョコレートの原料であるカカオの名産地、現在のコンゴ民主共和国が領土に加わったこ

とにあるだろう。コンゴは 1960年までベルギー領コンゴとして存在し、ベルギーチョコレ

ートの発展に寄与した。原材料を確保しているという点に加え、様々な調理方法が発展し

ていくヨーロッパの中心に位置していたこと、王室が今でも存在し「王室御用達」という

ブランドがあることが、現在のベルギーの「高級チョコレート」という国家ブランドを作

り出した。 

	 次にイギリスとパブである。パブにはイギリス式パブ「ブリティッシュ・パブ」と隣国

アイルランド式パブ「アイリッシュ・パブ」がある。現在イギリスには全土で約 6万 1000

軒のパブがあるとされ、一方のアイルランドには約 1万軒のパブがあるとされる。今回取

り上げるブリティッシュ・パブの起源は宿（Inn：イン）、ビール専門居酒屋（Ale House：

エール・ハウス）、食堂（Tavern：タヴァン）である。歴史としてはそれぞれが別々の形で

発展しつつも、同じような役割を担うようにもなり、更には公共の家（Public House：パ

ブリック・ハウス）として、18世紀頃には集会場、結婚式場、政治活動拠点（選挙本部な

ど）などにも使われていた。その一方で、市民のレクリエーションも行えるようにクリケ

ット用グラウンドを併設したパブもあったようだ。正式に文献にてパブという言葉が使わ

れたのは 1868年のこととされる。ヴィクトリア女王の時代（1837年〜1901年）にパブは

現在の形になる。その要因とは身分制度である。この身分制度こそがイギリスとパブの形

を決めたポイントである。この頃の大英帝国は「世界の工場」と称され、隆盛を極めてい

たが、それと同時に身分の細分化が進み、階級別に社会的機能がはっきりわかれはじめた。

それを受け、レストラン、ホテルといったパブの原型にあたる機能は身分別にそれぞれ発

展を遂げたのである。それに加え、ヴィクトリア女王による禁酒政策によって、現在のよ

うな個室付きのものや、ひっそりと一人で酒を飲む他人不干渉型のブリティッシュ・パブ
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が完成したのである。 

	 参考までにアイリッシュ・パブについても述べておく。アイリッシュ・パブの起源はイ

ギリスと同じくエール・ハウスと、そして雑貨屋である。この伝統は今でも続き、酒のほ

かに様々なものを提供しているところが多い。これは仕事終わりの時間に雑貨店が閉まっ

ており、夜に開店している居酒屋にニーズが集まったことが由来する。アイリッシュ・パ

ブはピューリタン革命後、カトリック弾圧を行うクロムウェルに対抗した民衆が密会を行

う場所として利用されたことが発展の主な理由である。また、アイルランドはイギリスに

比べ、階級制度が緩く、ブリティッシュ・パブのような個室や他人不干渉主義とは異なり、

個室なしの大部屋で人々のコミュニケーションが盛んなことが多い。 

	 後に北欧と家具についてである。スウェーデンの家具屋、ＩＫＥＡに代表されるよう

な北欧の「高品質な家具」という国家ブランドの場合、その起源は国家政策という面が強

いだろう。しかし、ドイツの場合と異なるのが経済政策ではなく、文化政策が 初の目的

であったという点である。北欧は戦前より、厳しい自然環境や古くから続く王室制度のた

め、経済発展が他のヨーロッパ諸国に比べ、程度が小さかった。都市部における狭い住宅

環境や、乏しい自国文化に異議を唱え、第二次世界大戦後より、北欧諸国は本格的に他国

の文化導入を試みた。主にドイツやフランスのデザイナーや建築家にならい、各国のデザ

イン界でモダニズムが進んだ。この場合におけるモダニズムとは工業製品や建築において

生産効率や機能向上といった点から合理性を追求する運動のことである。住宅インフラの

整備が至上命題であったこと、また冬の寒さが厳しく家にいることの多い生活だったこと

から、「いかに快適に暮らすか」という観点から家具に成長の焦点が合わせられたのである。

その結果、北欧家具は長く使っても飽きがこないようシンプルに、そして丈夫に作られ、

また自然に対する畏敬の念が強い北欧だからこそ、木を多用した家具が多く作られた。こ

れらの特徴は世界中に広がるには大きなメリットとして働いた。なぜならば、ドイツやフ

ランスのデザインを基とし、シンプルかつ丈夫であるため、どのような家でも他の家具と

合わせやすく、快適に使えたからである。厳しい環境に対応し、外からの利点を取り入れ

た北欧家具は世界中で人気を集めている。 

 

 

4. まとめ 

	 以上に記述したように、国家ブランディングの具体例を通してみてみると、その起源や

政治的・社会的背景にブランディングの土台となりうる、重要なポイントが様々あること

がわかる。主にその国の文化を国家ブランドとしている場合はその起源を宗教関連の出来

事や民族紛争にもつものが多い。そこに国家としての政策や、一種の組織化（ギルド、企
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業化）などの動きが加わると、文化から産業としての発展を見せ、その産業自体が国家ブ

ランドに繋がるのはないだろうか。ひとつの産業が国家ブランドの場合、その起源には戦

争や政治、経済などの問題提起が絡んでいるケースが多い。そしてその国の社会構造が深

く関わっていることがわかる。特にヨーロッパ諸国における身分制度や王室制度は強い影

響を与える。 

	 本章から、文化を産業に、ブランドが経済的価値を生むようなレベルになるためには政

府の国家的な援助が必要だということがわかった。政府の国家的援助をバックに、①（国

外からの）憧れ、②（国内からの）共感、③独自のアイデンティティの保持を実現するこ

とで、強い国家ブランドが持てるのではないだろうか。次章ではそれを実現しているフラ

ンスを例に日本への提言をすすめていきたいと思う。 

  



 28 

第三章	 フランスと日本にみる国家ブランド確立に関する考察 

 

 

 終章となる本章では確立した国家ブランドを持つフランスを比較対象として、日本の国

家ブランドを現状とこれからについて分析していきたい。実際にフランスがどうやって国

家ブランドイメージを確立してきたのか、国としての取り組み、業界の取り組みなどに焦

点を当てつつ、分析していきたい。そして後半ではフランスを参考にしつつ、日本が現在

持っている国家ブランド、そしてこれから確立すべき国家ブランドを仮説とともに述べて

いきたいと思う。 

	 この節ではアメリカの大手ブランドコンサルティング会社フューチャーブランド社が

2005年より毎年発表している国家ブランド指標ランキングを参照してみたい。（図７参照） 

 

図７：国家ブランド指標ランキング過去７年間の推移 

（フューチャーブランド社	 Country Brand Index 2005-2011より引用） 

 

	 このランキングはブランドマーケティングなどの分野を初めとした専門家に加え、ビジ

ネス・レジャー含めた渡航者の意見を参考に作られたものである。このランキングにおい

てフランスはランキングが開始された 2005年から現在まで年々下がっているものの、常に

10位以内を保っている。日本は 2007年よりランキングに登場、年々順位を上げている。

このランキングの主な観点は「認知度（どれほどその国の存在が知られているか）」、「精通

度（どれほどその国やその国の製品が知られているか）」、「関連度（その国といえば、とい

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 イタリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア アメリカ カナダ カナダ 

2 オーストラリア アメリカ アメリカ カナダ カナダ オーストラリア スイス 

3 アメリカ イタリア イギリス アメリカ オーストラリア ニュージーランド ニュージーランド 

4 フランス フランス フランス イタリア ニュージーランド アメリカ 日本 

5 モルジブ ギリシャ イタリア スイス フランス スイス オーストラリア 

6 ギリシャ イギリス カナダ フランス イタリア 日本 アメリカ 

7 フィジー スペイン スペイン ニュージーランド 日本 フランス スウェーデン 

8 タイ ニュージーランド ニュージーランド イギリス イギリス フィンランド フィンランド 

9 エジプト モルジブ ギリシャ 日本 ドイツ イギリス フランス 

10 バハマ インド 日本 スウェーデン スペイン スウェーデン イタリア 
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う問いで何を思い浮かべるか）」、「好感度（その国がどれほど高く評価されているか、共感

されているか）」、「考慮（その国への訪問時やその国の製品購入時など、その国であること

を重要視するか）」、「意思決定（何らかの形で関わろうとするか）」、「推薦度（その国を他

者に薦めるか）」の７つである。この観点のもと、「国家的な体制」「QOL（Quality of Life）」

「ビジネスシーンでの優位性」「文化、遺産」「観光」の各項目を評価していく。詳しい項

目については以下に示した。（図８参照） 

 

図８：BCIの評価内容 

 
（フューチャーブランド社 Brand Country Indexより引用後、独自に作成） 

 

このランキングにおいて、フランスは歴史、芸術と文化、食、リゾート、観光スポット（シ

ョッピングなども含む）の項目に加え、毎年専門家などから言語やファッションなどの面

で高評価を得ている。その一方で、ビジネスシーンでの優位性や国家的な体制では低い評

価を受け、加えて国民の平均的な生活水準、治安などにおいては低いスコアを出している。

それでは日本はどうなのか。日本に対する評価はフランスと同様、歴史、芸術と文化、食

に加え、国民の平均的な生活水準、治安の良さ、そしてビジネスシーンでの各項目、とり

わけ技術力では高いスコアを記録し、また専門家のコメントなどから日本製品の質の高さ

BU�� [V�! �!��RA��

E"�  �1�� %J�!

wM8x�

•  &2@H>!
•  P��!
•  ��bc4@;�!
•  NSgH>!
•  ;�hgY"�

��@f���

•  0�_Z*7�g�Wa!
•  'G;�!
•  �?;�!
•  <5/6!
•  2�!
•  �F,�!

QOL�

•  :C�g^`��!
•  ^�f#K�!
•  $T;�!
•  L�;�!

pjokiusdg
	���

•  Db`H9!
•  .�!
•  IKe(�!
•  �\�t-��g^a�

(�_X=�

•  �+gW-a!
•  rlunv�3)O!
•  M
kqmn!
•  ]!

M
�

Q��



 30 

には高い評価が与えられている。その一方で、美しい自然の多さ（アウトドア機会も含む）、

政治に関する項目や言論の自由、就職機会において低評価を受けた。このランキングから

フランスと日本に共通している国家ブランドの強みを分析すると、①国家に歴史があるこ

と、②文化大国であること、③観光立国であることの３点があげられる。つまり、この３

点がフランスおよび日本の国家ブランドを支えるといっても過言ではないだろう。図６か

らもわかるように、近年はフランスの国家ブランドは低下傾向であり、その一方で、日本

の国家ブランドは上昇傾向にあることがわかる。また、日本はフランスと比較するとビジ

ネス・技術産業における活躍が期待できる。多くの強みを持つ日本であるが、果たしてそ

れらの強みを生かす制度、体制ができているだろうか。弱みをリカバーするのではなく、

強みを伸ばしていくという観点のもとで、同様の強みを持つフランスを例に日本のこれか

らの国家ブランドを考えていきたい。 
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1. フランスにおける国家ブランドへの取り組み 

	 フランスは本章の冒頭で述べたように、歴史、文化、観光の面で強みを持っている。な

ぜ人はフランスに観光しに行くのだろうか。それは歴史、文化が充実していることが大き

なポイントとなっている。そこで今回は歴史と文化、この２点において、フランスはどう

いった取り組みを行い、これらを強みとしてきたのかを述べていきたい。 

 

１−１．歴史 

	 まずは歴史である。歴史に関しては主に歴史的文化遺産の保護および景観保護について

述べていく。フランスは国家的に法令を制定することで、歴史的文化遺産や歴史的環境の

保護に取り組むことで世界的に有名である。具体的な歴史的遺産の保護の始まりは、1830

年頃に現在の文化賞歴史的記念物局にあたる歴史的建造物監局が文化遺産管理を担当した

ことである。フランス革命によって破壊や風化が進んだ建造物や美術品を保護することを

主な目的として、中世建築博物館が設けられた。1907年には歴史的建造物を扱う職能を定

めた歴史的記念物主任建築家（Architecte en chef des monuments historiques）という資

格も制度化されている。実際に法整備が進められたのは 1913年の「歴史的記念物に関する

1913年法」が始まりだろう。この法律は歴史的・美術的な観点から保存の必要性がある動・

不動を問わない遺産を対象としている。その後、建築物や美術品だけでなく、空間的、思

想的な歴史の保護も進むこととなり、実際に 1930年には「天然記念物ならびに芸術的・歴

史的・科学的・伝承的・絵画的特質をもつ史跡の保護に関する 1930年法」が制定、1962

年には通称「マルロー法」というものを制定している。マルロー法は歴史的にみて、非常

に価値のあるとされた都市において、不動産関連の修復事業をおこなうものである。マル

ロー法は世界的にみて、歴史的環境の保護を目的とした制度という観点から非常に先駆的

なものであった。しかし、（日本でも同様のケースが見られるように、）制度の対象範囲内

の住民の立ち退き問題などが発生した。それを受け、フランス政府は 1983年、建築的・都

市的文化財保護区域（Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain : ZPPAU）

を法律的に定め、これらを保護する制度を新たに設けた。この制度を実際に施行するのは

地方自治体であり、いわゆる「歴史的遺産の地方分権」がすすんだのである。これにより、

より地元に密着した歴史的遺産の保護と民意反映が実現した。ZPPAUは 1993年の通称「風

景法」によって景観保護の要素も加えられ、建築的・都市的・景観的文化財保護区域（Zone 

de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager : ZPPAUP）となった。

ZPPAUP対象地域は歴史的観点、建築的観点からみて、文化遺産としての価値がある地域

および関係する周辺地域であったが、この中には自然がそのまま残る地域や農地は含まれ

ていない。その点を踏まえ、風景法の土地占用計画（Plan d’Occupation des Sols : POS）



 32 

をもって、農地・景観・森林などの自然の保護を進めた。これは市町村の土地利用を、法

的拘束力を持って規定するものである。これにより、市町村は POSの規定内に収まるまち

づくりのみ許可することができる。ZPPAUや POSを規定することで、ただ古いものを保

存するというだけでなく、歴史的遺産を有効活用し、経済的な観点からも、地元住民の生

活の観点からも活力ある地域を形成することを目標とした。その成功例としてあげられる

のが、パリである。世界的に有名なパリ市内の景観保護はこの POSに該当し、建築物の高

さや容積率の規制を行っている。これら法令は 2004年に文化遺産法典として編纂された。

建築物の高さだけでなく、カーテンの色、ブティックの看板・屋根の色、大きさなどを事

細かに規定することで、パリの美しい景観を守っている。この法典とそれに準拠した遺産

群こそ、歴史を今に残すべく、フランスの政府と市民が国を挙げて行ってきた努力の結晶

なのである。「フランスの歴史・文化」は強い公共性を帯びている。本来、ラテン法の流れ

を汲むフランス民法は私人の財産権に対し、 大限の享受の権利を認めている。しかし、

歴史的遺産の保護という観点が含まれると、途端に私人の財産に規制がかかり、歴史的な

価値＝公共的な価値を優先させるという姿勢が成り立つ。これらの制度が古くからあるこ

とで、フランス国民が「自分たちもその活動に参加しなければいけない」という強い意識

を持ち得たのである。その意識が前提条件となり、数多くの歴史的遺産を観光資源とし、

実際に観光大国となりうるまでになったのである。国民がもっている意識とは、多少の不

便を我慢しているという意識ではなく、その不便こそが自分たちの生活を支えているとい

う意識である。その不便こそがフランス国民の誇りに繋がっていると言っても過言ではな

い。「歴史」を守るためには保全のための法整備、維持のための補助金支援などの体制が必

要なのである。 

 

１−２．文化 

	 次に文化である。そもそも何を「文化」とするか。主に食、文学、音楽、美術などであ

るが、フランス政府は 1980年代に「文化」を再検討・再定義し、今例に挙げた点だけでな

く、それまで財政支援の対象外であったサーカス、人形劇、ファッション、水車、農家、

村の教会、教会内のパイプオルガンなど、様々なものを「文化」指定している。フランス

の文化政策の大きな特徴とは、他国に比べ巨額の財政的補助、専門機関・教育機関の充実、

評価システムの設置、文化保護を目的とした法整備があげられる。それぞれについて詳し

く見ていく。 

	 まず１点目の財政的補助であるが、フランスの文化政策として国家から与えられた予算

をどのように使うかの決定権力がフランス文化・コミュニケーション省に集中している。

歴史的遺産・景観保全の場合と同じように、地方分権もすすんでいるが、依然として国家
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の果たす役割は大きいのである。ちなみに文化・コミュニケーション省の 2005年度におけ

る文化予算は約 28億ユーロ（当時の為替レート１ユーロ＝160円として、約 4500億円）

であり、これはフランスの国家予算の約 1%にあたる。ちなみに、日本には文化省はないた

め、文部科学省内に外局として設置された文化庁がその役目を果たす。その文化予算は 1016

億円であり、これは日本の国家予算の約 0.1%である。人口比からして、日本はフランスの

人口の約２倍であるから、フランスがどれだけ国家的に文化政策を重視しているかが日本

との対比でよくわかるだろう。更に 2011年度の年間予算は約 75億ユーロとリーマン・シ

ョック、ギリシャ財政危機を受けてのユーロ危機など経済的困難があるにも関わらず増加

傾向にある。2011年度文化予算の内訳を見てみると、３億 7500万ユーロは歴史的建造物

関連、６億 6300万ユーロは舞台芸術関連、４億 2000万ユーロは困窮状態の報道関連に充

てられている。また、フランスの政府開発援助の多くを使い、フランス語の普及にも努め

ている。分野的には伝統文化、現代文化問わず、また産業として確立されている映画や音

楽の中でも、団体・個人問わず支援体制が存在する。具体例としては国立映像センター（CNC）

を中心とし、映画制作に関して補助金の支給、映画投資への優遇税制措置などがある。ま

たフランスに存在する多くの芸術文化団体を非営利団体と認定することで、優遇税制措置

などを行っている。これは団体だけでなく、個人の芸術家でも、オリジナル作品を作って

おり、独立・自営する商業的芸術活動を行っていない者に対し、税制上の優遇措置を設け

ている。また博物館・美術館でも公法上ではなく、民法上の団体であれば、優遇税制措置

を受けることが出来る。公共企業体が運営母体である場合でも、運営目的が公的であれば、

入場料、補助金の免税などの免税措置が適用される。これら数多くの財政支援が存在する

ことから、フランス国家における文化の重要性がうかがえる。 

	 次に国家的専門機関・教育機関の充実を取り上げる。フランスには 17世紀、絶対王政の

時期に起源を持つ、1795年創立の国立学術団体、フランス学士院（Institut de France）が

存在する。フランス学士院は５つのアカデミーで構成されている。考古学、文献学、言語

学、文芸などを司る「碑文・文芸アカデミー」、天文学、数学、科学、物理学、医学などを

司る「科学アカデミー」美術、音楽、建築などを司る「美術アカデミー」、歴史、地理、邦

楽、経済学、倫理学、社会学などを司る「人文・社会科学アカデミー」、そして国語、国文

学を司る「アカデミー・フランセーズ（Académie français）」の５つである。アカデミー・

フランセーズはフランス語の統一を目的として創設され、現在はフランス語の保全をはじ

め、外来語との関係、必要性のある変化の導入の可否、そして 1694年より始まったフラン

ス語辞書の編纂をおこなっている。フランス国家におけるフランス語という言語に対する

思い入れは強く、海外との文化交流を通し、フランス語の普及・教育に取り組むべく、フ

ランスの外務省がアリアンス・フランセーズ（Alliance Française）というフランス語教育
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機関を管轄している。アリアンス・フランセーズは本拠地をパリに構え、世界 136カ国 1040

拠点を展開し、年間 45万人以上がそこでフランス語を学び、600万人以上がアリアンス・

フランセーズが関係する文化活動に参加している。国際公用語が英語に完全に移行し、フ

ランス語人口が減少傾向にある中で、フランス語、そしてフランス語を通したフランス文

化の普及に力を注いでいるのである。 

	 次に評価システムの設置を取り上げる。フランスには文化を守るだけでなく、守ってい

る文化がどれほどの価値があるものなのかを正当に評価するシステムが充実している。例

えば、食文化であげるとするとフランス料理には欠かせないワイン・チーズを初めとした

フランスの農業製品が対象となる品質保証、AOC（Appellation d’Origine Contrôlée : アペ

ラシオン・ドリジーヌ・コントロレ）がそれに当たる。AOCを日本語に訳すと「原産地統

制呼称」「原産地呼称統制」となる。国家が制定した 1905年の「原料の偽装を取り締まる

法律」、1919年の「原産地保護に関する法律」を基準とし、原産地呼称委員会（Institut 

National des Appellation d’Origine : INAO）が管理する。INAOは生産者・消費者・行政

官の三者で構成されている。この認定を受けた製品は高品質として知られ、一つの購買指

針となっている。更に民間企業ではあるが、世界的に有名なミシュラン社から出版されて

いるミシュランガイド（レストラン・ホテルガイド編）も一つの評価システムに数えられ

るだろう。また芸術分野においては、多くの芸術祭が開催されている。例えば、音楽祭で

あれば「音楽の祭典」、「ブールジュの春（シャンソンの祭典）」、「トランスミュージック」、

映画祭であれば「カンヌ映画祭」などである。各祭典への出場資格は厳しい一方で、メデ

ィアから必ずしも注目されない団体・作品を取り上げるなど様々な機会がある。 

	 後に法令に関してである。今あげた AOCなど一部を除き、多くの評価システムの対象

にはフランス国外のものも含まれるケースが多い。それら国外文化のフランスへの流入防

止策として設けられている法令が数多くある。まず具体例としてあげるのは言語分野にお

ける、1994年に制定された「フランス語の使用に関する法律」（通称 : ツーボン法（Loi 

Toubon））である。これは外来語、特に英語文化の浸透への対策、そしてフランス国内の言

語統一政策として制定されたものである。これにより、外来語の使用の制限という観点か

ら、広告における外来語文章のフランス語訳の強制や、ラジオ放送における歌謡曲の 40％

をフランス語の歌とする制限などが規定された。（なお、この法令は、アメリカはもちろん、

フランス国内の地方言語使用者から多くの非難を浴びた。後者に対して 2008年憲法改正で

地方言語の部分的保護を約束したものの、ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章への署名拒

否など未だ言語問題は解決していない。）映画産業における、スクリーンクォータ制度もそ

の一例である。フランス国内で製作された映画の 低上映基準を設けており、国内全スク

リーンの 40％と定めている。またスクリーンクォータの一種である、テレビ産業における
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ブロードキャストクォータも例としてあげられる。これはプライムタイムにテレビ放送さ

れる番組の内、60％を EU加盟国内の製作番組、40％をフランスの製作番組とすることを

全てのテレビ放送局に義務づけているものである。その一方で、例外的なものも存在する。

それは第二次世界大戦直後の 1946年にアメリカとの間で結ばれたバルム-バーンズ協定で

ある。これは戦時中に積もり積もった莫大な借金を帳消しにする代わりに、フランスがハ

リウッド映画の全面的な受け入れを認める、と言ったものである。これらの法令はフラン

ス文化を守るための法案である一方で、他国にとって自由な流通の妨げになる法案として

アメリカなど一部の国から非難を浴びることもある。しかし、フランスは強固な姿勢をと

り、自国の文化を必死に守っている。 

 

１−３．まとめ 

	 これらの国家的努力を持って、数多くの観光資源を保有することとなったフランスは、

晴れて観光大国となったのである。そこにはフランス政府の国家的な高い意識があったこ

とは事実であるが、加えて、フランス国民の国家的な高い意識もあったことも忘れてはな

らない。壮大な歴史、広く奥深い文化を持つフランスという国を愛し、この国を愛しても

らえるように努力した結果なのである。政府の制定した法令に一部不自由があったとして

も、フランスを輝かせるためならば、公共を優先し、個人の自由を一部制限することも厭

わなかったのである。 
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2. 日本の国家ブランドの今とこれから 

	 さて、観光大国フランスの国家ブランドの支柱、歴史・文化の２点を見てきたが、日本

はどういった現状だろうか。まず歴史であるが、歴史的遺産（文化財）の保護から述べて

いきたい。日本における文化財の保護は文部科学省および文化庁が管轄している。現在の

施行されている文化財保護法は 1950年に制定された。この法により文化庁が設置された。

保護の対象となるのは有形文化財、無形文化財、記念物、埋蔵文化財である。記念物につ

いての取り扱いは場合により、環境省との間で調整が図られることもある。このように一

部他省との関わりがある条項もあるものの、この法律のように文化財保護を包括的にとり

まとめた法案は珍しい。またフランスと同じように文化財保護のための助成金や税制優遇

も存在するが、対象となるのは国宝や重要文化財など、重要度の高いものの所有者に限ら

れることが多い。その他、次に景観保護に関して述べる。現在も続く政府主導の景観保護

法としてあげられるのが、1966年に制定された古都保存法である。この法律は日本の往時

の中心地として歴史的価値を認められた区域を対象に「古都」指定を行い、その区域内に

ある建造物や遺跡を保存することを規定している。全部で 10市町村が古都指定されており、

その 10市町村とは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、

逗子市、大津市である。しかし、それらは例外的で、政府が景観保護に関与している場合

は大変少ない。一部の地方自治体によっては景観保護に対して、ある程度の規定を設けて

いるところもあるが、大半の場合、法的拘束力に欠ける。なぜ日本は景観保護にこれほど

まで弱いのか。それは 19世紀の数多くの戦争、戦後の復興、震災からの復興、そして高度

経済成長という流れを受けてのことである。土地の合理的活用や経済性の優先が至上命題

であったため、景観保護が後回しになった。 

	 次に文化に関して、文化支援・保護、文化発信という両面から述べていきたい。まず支

援についてだが、すでに記述したように各団体、各個人に対する財務的援助は金額、制度

数からみてフランスほど充実していない。日本で行われている主な芸術・文化の支援母体

は文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会内に設置された芸術文化振興基金、公益社団

法人企業メセナ協議会があげられる。芸術文化振興基金の助成実績を見ると、分野が限ら

れていること、また分野によって助成金額が大きく異なってくることがわかる。（図 10参

照／本論文末に掲載）また 2001年に文化芸術振興基本法が施行されたものの、具体的な活

動には結びついていない。また、対国外文化の自国文化保護という観点からみても、日本

の政策は十分ではないだろう。フランスのみならず、韓国、スペイン、ギリシャ、ブラジ

ルなどで行われているスクリーンクォータであるが、日本では 1945年に映画法が廃止され

て以来、日本では行われていない。次に文化発信であるが、政府主導の文化発信が近年に

なってやっと活発になってきている。有名な世界的に評価されている日本文化的コンテン
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ツ、クール・ジャパンの推進活動を文化庁が推し進めている。また具体的な動きとして、

政府が 9割出資している株式会社産業革新機構が 2011年 10月に 60億円を出資しアメリ

カ・ハリウッドで日本アニメやおもちゃなどのコンテンツを映画化するための新会社を立

ち上げた。このように、世界における日本のソフトコンテンツ人気に対し、政府も積極的

に働きかける動きも見られる。その一方で、言語としての日本語の普及活動はフランスほ

ど活発ではない。国際的な交流を通し、日本語の普及を目指す、フランスで言うアリアン

ス・フランセーズに相当する機関とは外務省の管轄下におかれる国際交流基金である。し

かし、国際交流基金は「世界の全地域において総合的に国際文化交流事業を実施する日本

で唯一の組織」であるにも関わらず、世界 21カ国、22拠点（これに加え、本部の京都、

２つの付属機関）しかない。 

 

図９：目的別訪日外客 

 
（※グラフ内、値の単位は人） 

（日本政府観光局	 訪日外客統計より引用） 

 

	 今、世界での日本への興味・期待は年々高まっている。その筆頭が日本の有する高い技

術力、ビジネスシーンでの存在感、そしてアニメ・漫画を初めとした日本文化だ。初めの

二者は日本経済を支える上で重要になる。（しかし、その一方で世界経済の影響を受けやす

く、日本単独で成り立つものではない）また、観光客だけでなく、商用客にも注力したい。
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世界における日本のビジネスシーンでの存在感は大きく、訪日外客の約 20%が商用客であ

る。（図９参照）これからもこれらの層の渡航増加に期待したい。ここでは後者の日本文化

について特筆して述べたいと思う。今、日本国内で製作されたアニメや漫画は世界中で爆

発的な人気を誇り、様々なメディアを通じ、世界へ発信されている。日本が古来より持ち

続けてきた独自の歴史の魅力に加え、この新たな文化がきっかけとなり、日本へ興味を持

ち、日本語を学ぶ若者が世界中で増え始めている。 

 

 

3. まとめ 

 

	 この章ではフランスにおける国家的な歴史的遺産・景観の保護活動、文化保護・文化発

信活動の活発さを見てきた。それに加え、フランス国民がその活動に能動的に参加し、フ

ランスという国家ブランドを誇りに思っているという点に着目した。次に日本についてで

あるが、重要度の高い歴史的遺産の保護活動、そして近年において文化発信には積極的で

ある一方で、景観・新しい文化の保護、文化の評価システムには乏しい点がみられた。特

に景観の保護に関しては早急な対応が急がれる。そして何より、これらの活動に対する日

本人の意識に解決の糸口があるのではないだろうか。 

	 そこで私が日本の国家ブランドを更に強固なものにするために必要と考える提言は３つ

ある。１つ目は重要度の低いとされている歴史的遺産の保護、景観保護などを目的とした

強い法的拘束力をもつ法令の整備だ。２つ目は守るべき歴史・文化の質の高さを裏打ちす

る正当な評価システム、そして文化（新旧ともに）を発信するための諸機関の設立である。

３つ目は日本国民自身が日本という国、そして日本国民である自分達自身に自信を持つこ

とである。上記したように日本文化が強い注目を集めているということに加え、2011年 3

月 11日に起こった東日本大震災は世界中にその悲惨さを伝えただけでなく、その災害に立

ち向かう日本人の我慢強さ、困難な時にも失わない礼儀正しさなど、日本国民の国民性の

高さを評価した。実際に大震災を受け、日本という国の存在、そこに帰属する自分自身の

存在を改めて認識した人も多いのではないだろうか。日本という国を魅力的に国民自身が

思うことで、この国の歴史を、文化を大切にしたいという思いが生まれると考える。今一

度、日本の持つ国家ブランドのポテンシャルを 大限に生かす試みを我々日本人の意識か

らはじめられないだろうか。  
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図 10：芸術文化振興基金の助成実績（芸術振興基金 HPより引用） 
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