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Reviewing the Literature of Global Branding :
A Consumer Behavior Perspective

It is said that although international and global brands have existed in one form or another for a long time, formal 
scholarly inquiry about the specific domain of global brands did not take root until the 1980s. Now the progress of 
globalization has put global brands on center stage. The current study aims to review the past and present of global 
branding research from the viewpoint of consumer behavior. It consists of the following three sections: the relationship 
between global and local brands, especially focused on the construct of perceived brand globality and local iconicity, 
global consumer culture, and branded product meanings. Finally, a view for future research on market globalization 
will be discussed.

Ⅰ．はじめに　　
Ⅱ．グローバル・ブランディング研究の概観

⒈　国際マーケティング研究分野におけるグロー
バル・ブランディング研究

⒉　国際ブランディング研究分野におけるグロー
バル・ブランディング研究

Ⅲ．消費者行動の視点から見るグローバル・ブラン
ディング研究

⒈　ローカル・ブランドとグローバル・ブランド
における消費者の知覚に関する研究

⒉　グローバル消費文化に関する研究  
⒊　ブランド品の意味付けに関する研究  

Ⅳ．結びに代えて 

Li Ling 

　インターナショナル・ブランドやグローバル・ブ
ランドそのものは、長い間様々な様相を呈してき
た（Dyer et al.,2004）。実務家は、規模と範囲の経済
性によってもたらされる経営の効率化を追求すると
いう強い意図から、グローバル・ブランドの構築・
育成に高い関心を払ってきた。にもかかわらず、学
術分野からのアプローチは、1980 年代以降と言わ
れ（Chabowski et al.,2013）、その研究の蓄積は依然
として不十分なものであるとされている（Dimofte 
et al.,2010; 鈴木・阿久津 ,2016）。
　グローバル規模でブランドの議論に火をつけたの
は市場同質化の趨勢を主張する Levitt（1983）の論
文「The Globalization of Markets」である（Chabowski 
et al.,2013; Ozsomer&Altaras,2008）。グローバル・ブ
ランディングの考え方の台頭を後押しした背景には、

グローバル組織構造へと再構築した多国籍企業の増
加があると考えられる（Chabowski et al.,2013）。
　情報通信技術の発達とインターネットの普及につ
れて、企業は世界中の消費者とコミュニケーション
を容易に図れるようになってきた。さらに、交通手
段と輸送手段の発達を加えて、海外での買い物だけ
でなく、自国にいながら世界中のモノやサービス
を容易に消費できるようになり、消費者の消費経
験はますますグローバル化している（鈴木・阿久
津 ,2016）。このように、市場のグローバリゼーショ
ンは、ブランドをグローバル・ステージの中心へと
推し出している（Ozsomer&Altaras,2008）。
　ゆえに、企業と消費者の両方にとっては、グロー
バル・ブランドの存在感が増すなか、グローバル・
ブランドに関するマーケティング的ならびに消費者
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行動的、さらには経営戦略的な理解を深めることは
喫緊の課題である（鈴木・阿久津 ,2016）。
　既存研究では、「グローバル・ブランド」の定義
は様々な視点で行われているが、大きく 2 つの学
派 に 大 別 さ れ る（Ozsomer&Altaras,2008）。1 つ は
マーケティングの標準化関連の文献に基づくもので
あり、それは、規模と範囲の経済性の強みを最大
限に活かすことによって動機付けられている。要
するに、標準化されたブランドは、マーケティン
グ、研究開発、ソーシング、製造に関わるコストを
最大限に節約できるという。標準化研究における
グローバル・ブランドとは、「大半のターゲット市
場において同じブランド名、ポジショニング戦略、
マーケティング・ミックスを使用するもの」である

（Ozsomer&Altaras,2008,p.3）。
　そして、もう一つの研究の流れが台頭している。
それは、消費者知覚の視点からの定義である（Alden 
et al.,2006; Batra et al.,2000; Steenkamp et al.,2003）。消
費者知覚の視点から検討されるグローバル・ブラン
ドは主にブランドのグローバルネスを巡る議論に焦
点を当てている。グローバルネスを識別または測定
するにあたり、学者の間で共通して強く認識してい
る鍵となる要素は、消費者の知覚である（李 ,2013）。
他方、標準化議論において重点的に検討されてきた
ブランドの販売先国数に関しては、「北米、ヨーロッ
パ、そしてアジアの 3 大地域の
多数国」という実質上のグロー
バルネスも合わせて考慮する
研究（e.g., 李 ,2013; Townsend et 
al.,2009）もあれば、「現地だけ
でなくいくつかの外国」という
ような広義の視点で検討する
議論（e.g.,Ozsomer&Altaras,2008）
も見られる。消費者が保有する
製品認知能力やブランド知識
などは個人差があることに加
え、企業と消費者との間では国
際化戦略を含む企業の経営戦
略に関する情報は非対称的で
ある。それがゆえに、消費者は
必ずしもブランドの販売先国
数に関する情報を正確に把握
できるとは限らない。よって、
グローバルネスを定義するに

あたり、中核的な要素を消費者の知覚に定めるべき
である。進出先国数を問わず、複数の国において販
売され、かつグローバルネスが消費者に知覚される
ブランドはグローバルネスを有すると考えられ、グ
ローバル・ブランドとして位置付けられる。
　前述のとおり、グローバル・ブランディングに関
する研究、とりわけ消費者行動の視点からの考察は
まだ少ない。本研究は、国際ビジネスに立脚しなが
ら消費者行動の視点からグローバル・ブランディン
グ関連の研究をレビューしたうえで、研究の発展方
向性を展望する。次節において、まずグローバル・
ブランディング研究の全体像をつかむ。続いて、消
費者視点の研究に焦点を絞り、主に 3 つのサブテー
マ、ローカル・ブランドとグローバル・ブランドの
比較研究、グローバル消費文化に関する研究、そし
てブランド品の意味付けに関する研究からグローバ
ル・ブランディング研究をレビューする。最後に、
結びに代えて今後の研究動向を展望する。

Ⅱ．グローバル・ブランディング研究の概観

　グローバル・ブランドは、複雑なコンテクストの
なかで生成される。一般的に、企業はその国際化の
初期段階においては、国内で既に検証済みのマー
ケティング戦略を新市場に拡張することを試みる

出所：Chakravarthy&Perlmutter（1985,p.6）,Douglas&Craig（1989,p.50）,Townsend et al.
（2009,p.541）に基づき筆者作成
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（Chabowski et al.,2013; 大石 ,2004）。ブランディング
の実践は、国際的に経営活動を拡大させるにつれて
標準化され、国内ブランドをインターナショナル・
ブランド、その後グローバル・ブランドへと発展さ
せる（Chabowski et al.,2013）。
　図表 1 はグローバル・マーケティングの進化プロ
セスとブランドの範囲を表すものである。グローバ
ル・マーケティングへと進化するにつれて、ブラン
ドの範囲は、ドメスティックからリージョナル、そ
してマルチリージョナル、最終的にグローバル・ブ
ランドへと拡大していくプロセスが読み取れる。
　グローバリゼーションの進展に伴い、多くの国際
企業は、マルチ・ドメスティック・マーケティング・
アプローチをグローバル・マーケティング・アプロー
チへと移行させる（Schuiling&Kapferer,2004）。また、
その移行活動は、基本的に企業のブランディング戦
略の変更であるため、国際企業は、わずか数年間で
インターナショナル・ブランド開発につながる集中
戦略転換を行う1。学術領域において、グローバル・
ブランディング研究はどのように扱われてきたか、
本節ではそれを概観する。

⒈　国際マーケティング研究分野におけるグローバ
ル・ブランディング研究

　本節では、国際マーケティング研究分野における
グローバル・ブランディングの研究状況を概観す
る。それにあたっては、代表的なレビュー論文であ
る Albaum&Peterson（1984）、Aulakh& Kotabe（1993）、
Nakata&Huang（2003）を中心に検討する。
　Albaum&Peterson（1984）は、国際マーケティン
グ分野における 1976 年から 1982 年の間に刊行され
たジャーナルに掲載されている文献の研究内容と研
究手法を統合的に評価した。それによると、全体の
5 割強（59/112）はマーケティング・ミックスをトピッ
クとする研究であり、うち 5 割程度（全体の 26%）
の研究はチャネル政策関連の研究（29/59）であった。
他方、価格政策研究は 1 本、統合的なマーケティン
グ戦略を扱う研究は 2 本しか存在しなかった。また、
2 割強の研究は、消費者とバイヤーの行動に焦点を
当てており、消費者態度と行動に関する多国家間の
比較研究は 4 分の 1 以上（7/25）を占めている。さ
らに、全体のおよそ 31% の研究は、アメリカ市場
向けの調査であることが確認された。だが、ブラン

ディング関連の研究は見当たらなかった。
　Aulakh&Kotabe（1993） は、1980 年 か ら 1990 年
の期間中に刊行された国際マーケティング関連の
ジャーナルに掲載されている文献に着目し、概念的
フレームワークと理論開発および調査手法を中心に
レビューしている。それ以前のレビュー研究の多く
は、国際マーケティング関連の研究が断片的、探索
的に行われるもので占められており、必ずしも強
固たる理論的フレームワークの構築には至ってい
なかったことを指摘している。それに対して、1980
年代において、国際マーケティング研究に関わる概
念的フレームワークの構築と、概念と理論に関わる
実証的研究は飛躍的に発展したことが同レビューに
よって確認された（Aulakh&Kotabe,1993）。その背
景には、グローバル政治、経済的動向が国際マーケ
ターに巨大なビジネス機会と挑戦を与え、1980 年
代に国際マーケティングは根本的な変化を遂げたこ
とにあるとされる。
　Aulakh&Kotabe（1993）は一次データに基づく分
析を実証研究とし、期間中に刊行された全 720 本の
論文のうち 270 本（37.5%）が実証研究であること
を示した。全 720 本のうち 452 本（50.6%）、実証研
究 270 本のうち 156 本（47.7%）は、マーケティング・
ミックスの要素、企業の進出戦略、投資意思決定を
含むマーケティング・マネジメントに関わるコンテ
ンツであった。実証研究において、その次に注目さ
れるトピックは、消費者行動（20.5%）と国際化プ
ロセス（16.5%）関連の研究であったが、国際市場
の細分化と価格政策に関する研究は依然として蓄積
されていない。
　Nakata&Huang（2003）は、1990 年から 2000 年の
間に一流学術ジャーナルに掲載されたおよそ 600 本
の論文を分析することを通して、国際マーケティン
グ研究における近年の研究パターンや進展状況を明
らかにした。研究の中心テーマは、マーケティング
戦略と組織（150/587,26%）や海外進出 / 経営方式

（97/587,17%）に移行している傾向が見られる一方
で、バイヤー行動（131/587,23%）とマーケティング・
ミックス（88/587,15%）は相変わらず注目を集めて
いる。なお、従来と変わらないのは、マーケティン
グ・ミックスの研究において、価格政策が軽視され
ていたことである（2/88）。
　ここまで主要なレビュー論文を概観した限り、
2000 年までには肝心の国際ブランディングをト
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ピックとする研究がほぼ存在しなかった。
経営実践においては、ブランディング政策
は企業の全社的マーケティング戦略のなか
の中核的問題として扱われており、国際
マーケティング戦略と同等に重要視されて
いる（Douglas et al.,2001）。にもかかわらず、
理論研究は実務に大幅に遅れをとっている
ことが確認された。
　Aaker（1991）のブランド・エクイティ
研究を契機に、ブランド研究は一気に注目
を浴びることとなり、製品に付属する一要
素ではなく、企業の経営資産として位置
付け直されながら研究が展開されていった。
にもかかわらず、国際マーケティングの議
論では、ブランドは相変わらず単なるマー
ケティング諸政策ないし製品政策の一部分としてし
か取り扱われていなかった（大石 ,2004）。

⒉　国際ブランディング研究分野におけるグローバ
ル・ブランディング研究

　前節では、2000 年代前半までに、国際マーケ
ティング研究分野におけるグローバル・ブラン
ディングをトピックとする研究があまり存在しな
いことが確認された。他方、国際ブランディング
分野における研究状況はどうであろうか。本節で
は、Whitelock&Fastoso（2007）、 特 に Chabowski et 
al.（2013）を中心にその状況について検討する。
　Whitelock&Fastoso（2007） は、1975 年 か ら 2005
年までの国際ブランディング関連のジャーナルのな
かで取り上げられたブランド研究のトピックを集計
し、分析した。図表 2 はその集計結果であり、総数
が 40 本しかないという事実から国際ブランディン
グ研究はそれほど蓄積されていないことが確認でき
る。その内訳を見ると、最も多いのはブランドの標
準化 VS. 適合化を主題とする研究であり、次に多
いのは国際ブランド戦略関連の研究である。さらに、
ブランドの標準化 VS. 適合化の研究ではブランド
名に関する研究が 3 分の 2（15 本のうち 10 本）を
占めていることから、国際ブランディング研究にお
けるブランド名の標準化の重要性が示唆される一方、
国際ブランディング研究の視点の幅に限りがあるこ
とも確認された。

　グローバル・ブランド研究の台頭に対する理解や
研究の持続と発展を促進させるためには根本的構造
に対する包括的な評価が欠かせないとし、Chabows-
ki et al.（2013）は、共引用分析を通してグローバル・
ブランドの知識構造を調査し、研究の将来的発展に
関するフレームワークを提案している。図表 3 はグ
ローバル・ブランディングの知識構造である。グルー
プ 1〜 6 はよく引用される国際ブランディング関連
の研究であるが、グループ 7〜 9 は補助グループと
して位置付けられ、中心的な存在ではないとされる。
また、グループ 1〜 4 は消費者中心であるのに対し
て、グループ 5〜 9 は企業中心である。したがって、
①外国製品ブランディング、②（非）ローカル原産
ブランドと消費者エスノセントリズム、③（非）ロー
カル原産ブランドとグローバル・ブランド、④（非）
ローカル原産ブランドとグローバル消費者に関連す
る研究は、消費者視点に立ったものである。

出所：Whitelock&Fastoso,2007,p.262
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　また、グローバル・ブランディング研究の発展に
資し得るテーマとして、Chabowski et al.（2013）で
は、次の 5 つが挙げられている。①インターナショ
ナル・ブランディング戦略、②ブランド・ポジショ
ンと 4P 戦略、③ブランド原産国、④ブランド・コ
ンセプト ‐ イメージ、⑤文化、社会経済とグロー
バル・ブランド・パフォーマンスである。
　Chabowski et al.（2013）が提示したグローバル・
ブランディング知識構造から分かるように、消費者
行動視点のグローバル・ブランディング研究は、ブ
ランド原産国という概念に主眼を置きつつ、消費者
規範に関わるエスノセントリズム、グローバル・ブ
ランド、そしてグローバル消費者と関連付けられな
がら議論が進められてきた。また、今後の研究にお
いては、ブランド原産国、ブランド・コンセプト -
イメージ、そしてブランド・パフォーマンスに含ま
れている消費者によるブランドを購買する可能性に
関する議論がさらに進展すると指摘している。

Ⅲ．消費者行動視点から見るグローバル・ブ
ランディング研究
　
　Chabowski et al.（2013）の研究成果を受けて、本
節では、消費者行動の視点に立ちながら、ローカル・
ブランドとグローバル・ブランドにおける消費者の
知覚、グローバル消費文化、ブランド品の意味付け
の 3 つの側面からグローバル・ブランディング研究
のサーベイを行う。その際、Chabowski et al.（2013）
で提示されている引用数の多い論文を中心に考察し
ていく。

⒈　ローカル・ブランドとグローバル・ブランドに
おける消費者の知覚に関する研究

　前述のように、グローバル・ブランドの起点はロー
カル・ブランドの国際化にある。本国の消費者（e.g.,

アメリカはじめ先進国市場）にとってローカル・ブ
ランドとして親しまれているが、他国の消費者（e.g.,
新興国市場）にとってそれはグローバル・ブランド
として知覚されているというようなケースはよく見
られるだろう。このように、グローバル・ブランド
は複雑な競争環境に置かれており、かつ多面的な性
質を併せ持っている（Chabowski et al.,2013）。
　コルゲート・パーモリーブ、クラフト、ネスレ、
P&G、クエーカーオーツ、ユニリーバなどの多国籍
企業はグローバル・ブランドよりもリージョナル・
ブランド、特にローカル・ブランドを多く保有して
いる（Boze&Patton,1995）。一般的に、グローバル・
ブランドは、参入市場において強力なローカル・ブ
ランドとの競争に直面する。ユニークさ、オリジ
ナリティ、プライドなど独自の強みを保持している
ローカル・ブランドは、その国家の消費者に高い認
知と親近感をもたらすと同時に、ローカル市場の特
性を映し出している（Dimofte et al.,2008）。
　数多い製品カテゴリーの購買において、特に新興
国市場の消費者は、日々ローカル・ブランドか非ロー
カル・ブランドか、あるいはグローバル・ブラン
ドかという選択によく直面するだろう（Batra,2000; 
Ozsomer,2012）。今日のグローバル・マーケットに
おいて、（非）ローカル・ブランド、インターナショ
ナル・ブランド、グローバル・ブランドのいずれか
を選択するにあたり、消費者がどのように意思決定
しているのかを理解することは喫緊の課題である

（Ozsomer,2012）。このことを受けて、近年、この問
題に関連する研究が増えているように見受けられる。
　だが、Dimofte et al.（2008）によれば、企業のマー
ケティングとブランド・マネジャーにとっては、ブ
ランドのグローバル性が消費者にとって何を意味し
ているのか、あるいはマーケティング・コミュニケー
ションにおいてブランドの一属性としてグローバル
性を言及あるいは暗示すべきかどうかはまだ不確定
である。学術的な研究におけるグローバル性の有用
性に関する解明はまだ限定的である。　
　Schuiling&Kapferer（2004）によると、学術と実務
の両方において、ローカル・ブランドに対する注意
はまだ十分払われておらず、代表的な研究のいずれ
も深層的な調査を行ったものではないという。本節
では、グローバルネスとローカル・アイコンネスを
中心にグローバル・ブランドとローカル・ブランド
に関する研究をレビューしていく。

注1 V はよく引用される論文を示す。
注2 Group1: foreign product branding, Group2: (non)local brand 
origin and consumer ethnocentrism, Group3: (non)local brand 
origin and global brands, Group4: (non)local brand origin and 
global consumers, Group5: adaptive global marketing, Group6: 
culture, socioeconomics, and global brand performance, Group7: 
brand management, Group8: brand extension analysis, Group9: 
brand concept-image and consistency
出所：Chabowski et al.,2013,p.626
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　発展途上国の消費者を対象とし、ローカル・ブラ
ンドと非ローカル・ブランドあるいはグローバル・
ブランドに対する知覚の違いに着目する研究として
は、Batra et al.（2000）と Bhardwaj et al.（2010）が
挙げられる。Batra et al.（2000）は、グローバル・
ブランディング研究ではよく引用される論文の 1 つ
として挙げられており（Chabowski et al.,2013）、管
見の限り同研究はブランドの（非）ローカル原産知
覚に関する効果の比較を精緻な実証研究によって
明らかにした最初のものである。Batra et al.（2000）
では、インド人（ボンベイとデリー）消費者を研究
対象とし、ローカルと非ローカル原産のブランドに
対する消費者の消費態度の差異を実証研究によって
明らかにした。検証結果によると、ローカル・ブラ
ンドに比較して、ブランドの非ローカル原産地知覚
はブランドの品質以上に評価され選好される。また、
その消費態度は非ローカル知覚の増強につれて強化
されると示唆された。
　Bhardwaj et al.（2010）もインド市場（ムンバイに
ある大学の学生）に焦点を当て、アメリカとローカ
ルのカジュアル・アパレル・ブランドに対する消費
態度の違いについて検証を行った。具体的には、製
品に対する態度がブランド分析要素に及ぼす効果を
ブランドタイプごとに解明した。なお、ブランド分
析要素とは、ブランド認知とブランド・イメージか
らなる一般的なブランド印象、知覚品質と情緒的価
値からなるブランド連想、ブランド・ロイヤルティ
と購買意図からなるブランド・コミットメントの３
つである。その結果、インド人消費者はローカル・
ブランドに対して不信感を抱く一方で、グローバル・
ブランドに対して強いロイヤルティを持つと明らか
にされた。また、ローカル・ブランドよりもアメリ
カ原産のブランドに対する認知度が高いことから、
アメリカのブランドに対して高い認知、関与、連想
レベルを有することが示唆された。情緒的価値と知
覚品質は、アメリカのグローバル・ブランドの競争
優位性の形成に役立つとされる。
　アメリカの消費者を対象とした、ブランドのグ
ローバル性に焦点を当てる研究としては、Steen-
kamp et al.（2003）、Dimofte et al.（2008）が挙げら
れる。Steenkamp et al.（2003）は、アメリカと韓国
の消費者データを用いて、知覚グローバル性とブラ
ンドの購買可能性との関係を実証研究によって解明
した。知覚グローバル性は、プレステージと知覚品

質のそれぞれに正の影響を及ぼし、かつアメリカと
韓国の両データでは同様な結果が確認された。知覚
グローバル性は、購買可能性に間接的効果を与え、
かつ、プレステージに比較して、知覚品質が与える
効果が最も顕著であったと解された。
　Dimofte et al.（2008）は、グローバル・ブランド
とローカル・ブランドの比較を通して、アメリカ人
消費者のグローバル・ブランドに対する認知的・感
情的反応を検証した。アメリカ人消費者は、グロー
バル・ブランドには、入手可能、高い認知、標準化、
強力な、コスモポリタン、社会的義務といった要素
が備わっている一方で、興奮的、ユニーク、高品質
といった要素が備わっていないと認識していること
が明らかにされた。また、アメリカ人消費者にとっ
て、グローバル性は重要なブランド属性ではなく、
彼らはグローバル性から高品質を感じられないので
ある。
　同時に、被験者をグローバル支持者とグローバル
反対者にグループ分けしたうえで、グローバル・ブ
ランドに対する評価における両者間の差異を分析し
た。グローバル・ブランドに積極的な態度を持つ消
費者は、製品選択における安全性、高品質、イノベー
ティブ的といった点を評価している。他方、反対者
はこれらの便益を否定している。ただ、ここで留意
すべきなのはグローバル支持者とグローバル反対者
の割合である。要するに、グローバル支持者の割
合は 83.3%（334/401）、グローバル反対者の割合は
16.7（67/401）であり、全体の 8 割以上はグローバル・
ブランドの支持者である。興味深いことに、グロー
バル性の効果は見出せないものの、グローバル支持
者のみならず、グローバル反対者も、グローバル・
ブランドに対する感情的推論は積極的であった。
　ブランドのローカル象徴性に焦点を当てる研究と
し て は、Steenkamp et al.（2003）、Ozsomer（2012）
が挙げられる。Steenkamp et al.（2003）によると、ロー
カル象徴性は、ブランドのプレステージに正の影響
を与えた一方で、知覚品質に有意な影響を及ぼさな
かった。また、知覚グローバル性の効果と対照的に
なるが、ローカル象徴的価値は、購買可能性に正の
直接的効果を与えた。ところが、プレステージと知
覚品質を媒介させた後の知覚グローバル性と購買可
能性との総合効果のいずれも、ローカル象徴価値の
効果よりは大きい。よって、グローバル・ブランド
のプレステージと品質が消費者の購買行動を促進す
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るには決定的な役割を果たすと言える。
　Ozsomer（2012）は、2 つの理論的アプローチ、
シグナリング理論と連想ネットワーク記憶モデルを
統合し、新興国市場と成熟市場におけるローカル・
ブランドとグローバル・ブランドの基本的な関係を
解明している。アイコニック・ブランドという概念
は Holt（2004）の研究にも見られ、「ある社会構成
員の一部に大切に保持され、かつコンセンサスを得
ている特定の価値表現が備わっているブランドのこ
と」（p.4）であるとしている。他方、Ozsomer（2012）は、

「ローカル・アイコンネス」を「特定のブランドがロー
カル国家の構成員の価値、ニーズ、熱望を象徴する
程度」として定義している（p.73）。国家のシンボル、
ローカル文化の具現化など、国家を代表するすべて
の知覚は、ローカル・アイコンネスの概念的領域に
含まれる。概念化に際して、ローカルの連想が強調
され、当該国家の文化を文化準拠集団としている。
　Ozsomer（2012）は、新興国のトルコ（イスタンブー
ル）と、成熟市場のシンガポールとデンマーク（オー
フス）の消費者をサンプルに用いている。新興国市
場において、ローカル・ブランドの知覚グローバル
ネスがローカル・アイコンネスに正の連想を働くた
め、グローバル・ブランド拡張は、ローカル・ブラ
ンドにとって実行可能な防御戦略であると示唆され
る。他方で、成熟市場においては、両者が負の関係
にある。さらに、いずれの市場においても、ローカ
ル・アイコンネスはローカル・ブランドのプレステー
ジに正の影響を及ぼし、ローカル・ブランド・エク
イティがグローバル・ブランドの購買可能性に負の
影響を及ぼした。したがって、ローカル・ブランド
に対して高い品質を知覚するとなれば、グローバル・
ブランドを選択する可能性は減ると結論付けられた。
　また、ローカル・ブランドとグローバル・ブラン
ドの相互作用は、製品カテゴリーと消費者セグメ
ントに依存すると指摘されている（Ozsomer,2012）。
食品のような家庭消費製品カテゴリーにおいては、
ローカル・ブランドがより魅力的である。他方で、
グローバル・ブランドは、上流指向的価値、ステー
タス、現代性、コスモポリタンの知的素養、そして
技術と連想されるため、公の場で見られる商品にお
いては依然として魅力的であると言われる（Batra 
et al.,2000; Dimofte et al.,2008; Strizhakova et al.,2008a）。
　グローバル製品とローカル製品に対する消費態度
に関する多国間の比較研究としては、Steenkamp&de 

Jong（2010）が挙げられる。Steenkamp&de Jong（2010）
は、グローバル製品に対する態度（attitude toward 
global products, 以下 AGP）とローカル製品に対する
態度（attitude toward local products, 以下 ALP）といっ
た態度構成概念を採用し、AGP と ALP の高低によっ
て図表 4 に示されている 4 タイプの態度に類型化し
た2。

　実証研究に用いるデータは、西欧、中 / 東欧、ア
ジア、南米、北米の 28 ヵ国から収集されたもので
ある。ALP と AGP の平均得点に関して、米国は、
ALP 得点では平均よりも高く、AGP 得点はいずれ
の国家よりも低かった。
　AGP は多面的であり、パワー、刺激、ユニバー
サリズム価値とは正の関係があり、伝統や服従とは
負の関係にあった。若く、女性エリート（高等教育、
社会階層が高い）で、かつ世帯規模が小さいといっ
た点は、グローバル製品の消費者の社会人口統計学
的なプロフィールを構成している。また、AGP は、
自己表現が強い国家では低くなり、非宗教的合理性
の高い国家では高くなる傾向が見られた。
　他方、ALP は、伝統、服従、特にセキュリティ
価値に正の影響があり、刺激、個人の独立価値に負
の影響を及ぼした。物質主義者は、グローバル製品
だけではなくローカル製品に対しても積極的な態度
を示した。ALP が高い人は、エスノセントリック
的であり、ノスタルジックでない。男性に比較して
女性は、ローカルとグローバル製品の両方に積極的
な態度を示した。非宗教合理性の高い国家に比べて
伝統的な国家の ALP の方が高く、自己表現の強い
国家に比べて生存価値の高い国家の ALP の方が高
かった。
　消費者エスノセントリズムの効果については、非
宗教的合理的国家に比べて伝統的社会の方が高かっ
た。より伝統的な社会では、消費者エスノセントリ
ズムは、ALP に正の影響を、AGP には負の影響を
及ぼした。

出所：Steenkamp&de Jong,2010,p.20
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　社会階級と ALP との関係における国家文化の影
響も検証された。生存や伝統的価値が弱い国家で
は、ローカル製品の評価における社会階級の効果は
消極的であった。このような社会では、社会エリー
トは、流行遅れと知覚するローカル製品から遠ざか
る。この結果は Belk（2000）に広く一致している
と言われる。Belk（2000）は、グローバル消費の理
想や潜在可能性の高揚が第 3 世界のエリート消費者
を、ローカルよりもグローバル消費を志向するコス
モポリタンに作り替えるという。他方、非宗教的と
自己表現的社会では逆の効果が見られた。
　ここまでローカル・ブランドとグローバル・ブラ
ンドに関する研究を概観してきた。主に発展途上国
市場と先進国市場を比較しながらブランドのグロー
バルネスとローカル・アイコンネスの関係に焦点を
当ててきた。一般的に原産国イメージは、品質の
ハロー効果あるいは製品品質の要約としての役割
を持つと議論されてきたが、外国性（foreignness）
あるいは非ローカル性（nonlocalness）の程度を表
すという異なる次元での役割も併せ持つと Batra et 
al.（2000）は主張している。発展途上国の消費者が
ローカル・ブランドよりもグローバル・ブランドを
選好することから見られるように、この役割は特に
発展途上国の消費者行動に強い効果を与えると考え
られる。
　アメリカをはじめとする先進国の消費者とは異な
り、発展途上国の消費者は、ブランドのメリットで
はなく、人目につく消費あるいは上流指向という理
由でグローバル・ブランドを選択するのである（Ba-
tra et al.,2000; Holt et al.,2004）。これらの消費者は特
に非ローカル・ブランド（外国、特に西洋）が帯び
る社会的地位の表現という価値を選好するという結
果は既に文化人類学を中心に報告されてきたが、一
般的な原産国の文献ではブランドの社会的地位のシ
ンボル性が軽視されてきたと指摘されている（Batra 
et al.,2000）。他方、先進国の消費者は、外国ブラン
ドよりもローカル・ブランドに対して強い選好性を
示している（Alden et al.,2006; Bhardwaj et al.,2010）。

⒉　グローバル消費文化に関する研究

　Strizhakova et al.（2008b）によれば、ローカル製
品とは、ローカル市場に適合し、消費者の母国だけ
で流通し販売するものであるのに対して、グローバ

ル製品とは、グローバル市場のために仕立てられ、
世界中の多数の国で流通し販売するものである。
　グローバル製品とローカル製品に対する消費者の
一般的態度を理解するために、消費者文化の文献
に目を向ける必要がある（Steenkamp&de Jong,2010）。
消費者文化は「消費の文化（a culture of consump-
tion）」とも呼ばれる（Slater,1997,p.8）。グローバル・
ブランディングの文献に影響を及ぼす最初の文化関
連の研究は、消費文化論（consumer culture theory）
であるとされる（Ozsomer&Altaras,2008）。さまざま
なローカル文化の相互作用の増加や、発祥地が明確
に定められていない文化の開発を通して、世界文化
が台頭してきたと Hannerz（1990）は述べている。
　また、インターネットの発達やグローバル・ソー
シャル・ネットワークの出現、世界旅行やグロー
バル・メディアの成長を伴うグローバリゼーショ
ンの進化は、グローバル消費文化の台頭と発展を
一層促進している（Alden et al.,1999; Holt et al.,2004; 
Nijssen&Douglas,2011）。このような文化は、製品と
消費活動に似通った関心を持つグローバル消費者
セグメントによって特徴付けられる（Caudle,1994）。
そして、同セグメントによる、グローバル製品・ブ
ランドやその消費活動に対する関心、それにまつわ
る特定の場所、人、コトに対する連想はますます類
似するようになると言われている。本節では、グロー
バル消費文化と関連付けながらグローバル・ブラン
ディング関連の研究をレビューする。
　広告におけるグローバル消費文化ポジショニング
の効果を検証する研究としては、Alden et al.（1999）
と Nijssen&Douglas（2011）が挙げられる。Alden et 
al.（1999）は、ローカル・ブランドと比較してグロー
バル・ブランドのポジションが消費者の購買意欲を
促進するという面においてはより魅力的であること
を 示 唆 し た 最 初 の 研 究 者 で あ る（Dimofte et 
al.,2010）。Alden et al.（1999）は、新たな構成概念
として、グローバル消費文化ポジショニング（global 
consumer culture positioning, 以下 GCCP）を提唱し、
広告におけるローカル消費文化ポジショニング（lo-
cal consumer culture positioning, 以下 LCCP）、外国消
費文化ポジショニング（foreign consumer culture po-
sitioning, 以下 FCCP）、そして GCCP の効果を検証
した3。LCCP、FCCP、GCCP は、性質の異なるブラ
ンド・ポジショニングの構成概念であり、広告を
LCCP、FCCP、GCCP に分類できるとされる。
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　 調査はインド、タイ、韓国、ドイツ、オラン
ダ、フランス、アメリカの 7 ヵ国で実施された。ア
メ リ カ で は、GCCP 型 の テ レ ビ 広 告 は わ ず か

（5.5%）である一方、LCCP 広告がよく採用され
る（88.5%）。インドは、アメリカに類似している

（GCCP:10%,LCCP:85%）。また、GCCP を採用する
広告は、ソフトセルメッセージを使用することが分
かった。
　製品をカテゴリー別に見ると、GCCP の使用頻度
は食品の広告が最も小さく、ハイテク耐久商品が最
も高い、家庭用品、個人ケア、ローテク耐久財は、
両者の中間にある。他方、LCCP の使用頻度では食
品の広告が最も大きく、ハイテク耐久商品が最も小
さい。家庭用品、個人ケアやローテク耐久財は、中
間に位置付けられる。製品よりもサービス財の広告
では LCCP がよく採用される。
　同様に、Nijssen&Douglas（2011）も LCCP、FCCP、
GCCP に着目し、広告における三者の違いを検証し
た。世界志向が強いとされるオランダのナイメーヘ
ンでデータを収集した。世界志向の消費者は、
FCCP 広告と GCCP 広告に積極的な態度を、LCCP
広告に消極的な態度を示したが、ブランドの確実性
を強く求める時には、世界志向と LCCP との負の効
果が消えていくことが分かった。消費者エスノセン
トリズムは、FCCP と GCCP の広告に消極的な態度
を、LCCP 広告に積極的な態度を示すことが確認さ
れた4。
　グローバル消費志向や世界志向に着目する研究と
しては、Alden et al.（2006）、Strizhakova et al.（2008b）、
Nijssen&Douglas（2008）が挙げられる。グローバリゼー
ション関連の理論は、多国間におけるメディアの形
式、シンボル、ライフスタイル、態度などの伝達プ
ロセスと結果について研究し（Crane,2002）、また、
主に次の 3 つの議論を中心に展開している（Alden 
et al.,2006）。1 つは、主に西洋から伝播していった
伝統的なローカル文化が、グローバルに広まる消費
者イメージ、シンボルと選好に代えられるという主
張である。もう 1 つは、ローカル文化の維持を希望
し続ける消費者はグローバルによる影響を拒否する
という主張である（Ger&Belk,1996）。ローカルのラ
イフスタイル、価値、態度、行動が確認されやすい
がゆえに、多くの人はローカル消費イメージを選好
する（Crane,2002）。そして 3 つ目は、グローバル
文化の要素を抱擁しつつ、程度の差があるものの

ローカル文化との結合が行われるという主張である。
　Alden et al.（2006）は、4 つ目の代替案を提唱し
ている。グローバル、ローカル、あるいはハイブリッ
ド・ブランドに対する消費者の選好を測定し、構造
的に分析する必要があるという。具体的には、グロー
バル消費志向（global consumption orientation）とい
う構成概念を分析フレームワークに導入し、グロー
バル・マスメディアへの露出や、世界旅行の影響な
どのマクロ的要素、マテリアリズム、規範的影響の
感受性、エスノセントリズムなどの個人的素因、グ
ローバル・ブランド態度のそれぞれとの関係を検証
している。
　Alden et al.（2006）では、マスメディアや旅行の
いずれを通じた外国文化への露出は個人のグローバ
ル消費志向に正の影響を及ぼしたが、個人のマテリ
アリスティック傾向に正の効果を与えたのはマスメ
ディアへの露出だけであったという。マテリアリズ
ムはグローバル消費志向に正の影響を及ぼし、規範
的影響の感受性が強いほどマテリアリスティックに
なるが、グローバル消費志向が弱められる。また、
グローバル消費志向は消費者のグローバル・ブラン
ド態度の形成に役立つが、消費者エスノセントリズ
ムに負の影響を及ぼし、そして消費者エスノセント
リズムはグローバル・ブランド態度に負の影響を与
えた。
　Strizhakova et al.（2008b）は、製品に対する反応
の形成と、外国ブランドとローカル・ブランドの選
好意思決定に重要な影響を与える文化的開放性と消
費者エスノセントリズムとの関係について調査した。
具体的には、先進国のアメリカと発展途上国のルー
マニア、ロシア、ウクライナのユース・マーケット
に焦点を当て、グローバル市民に対する消費者の信
念5、ブランド品の重要性、文化的開放性と消費者
エスノセントリズムといった概念間の関係を検証す
るマルチパラダイム研究である。
　大学生のサンプルを採用し、集計した結果、グロー
バル・ブランドに強い選好性を見せる割合は 85%
であり、ローカル・ブランドに強い選好性を示す割
合はわずか 6% であった。また、発展途上国と比較
して、アメリカ人消費者は強いグローバル市民に対
する信念を持つ。それは、グローバル・メディア、
インターネット、貿易への露出が多いことによって
導かれた結果であるとされる。
　全体的には、消費者エスノセントリズムの水準は
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相対的に低く、文化的開放性の水準が比較的高いと
いった結果が得られた。消費者エスノセントリズム
と文化的開放性との関係において、アメリカのデー
タでは負の結果が導かれたが、発展途上国のデータ
では有意な関係が見出されなかった。グローバル市
民に対する信念が強いほどブランド品の重要性が増
し、かつ、先進国と発展途上国におけるその結果に
関する有意差が見られなかった。文化的開放性と消
費者エスノセントリズムのそれぞれとグローバル市
民に対する信念との関係は正であったが、発展途上
国に比較してアメリカの方がその傾向が強くなると
いう結果が確認された。
　Nijssen&Douglas（2008）は、消費者の世界志向と
社会志向に関わる測定尺度を開発し、他文化への露
出とストア・イメージとの関係を検証した。同研究
では、Hannerz（1990）の概念を援用し、世界志向

（world-minded）の人とは、「文化的開放性（culture 
openness: 他文化からのアイディア、慣習、製品を
受け入れる）と文化的適応性（cultural adaptability:
他国にいる時にローカルの習慣、慣習に適応する）
を持つ人のこと」を指している（p.87）6。
　Nijssen&Douglas（2008）は、オランダの大中小の
3 地域（ユトレヒト、ナイメーヘン、エルスタ）か
らデータを収集、分析し、次の結論を得ている。国
際的ソーシャル・ネットワークの存在は、消費者の
社会志向と世界志向の両方に正の影響を及ぼしたが、
国際旅行は、消費者の世界志向のみに正の影響を及
ぼし、消費者の社会志向に負の影響を及ぼした。ま
た、消費者の世界志向は、消費者の社会志向に正の
影響を及ぼした。つまり、消費者の世界志向は、フェ
ア・トレード店舗、伝統的外国製品の売場のある店
舗（輸入食品が置いてある食料雑貨店）に好ましい
イメージを与え、消費者の社会志向は、フェア・ト
レード店舗、環境に優しい製品を在庫する店舗に好
ましいイメージを与えることが確認された。また、
特にグローバル・コンテクストのなかで、社会志向
が強い消費者ほど、発展途上国の農民やローカルの
職人を支援する倫理的な店舗に好ましい態度を与え
た。この点は、消費者の社会と環境への関心に関わ
る議論に一貫しているという。同様に、世界志向が
強いほど、他国の伝統的製品を販売する店舗に好ま
しい態度を示した。
　消費文化論はじめ複数の理論を統合しながら、グ
ローバル・ブランドの購買プロセスに着目したのは、

Ozsomer&Altaras（2008） で あ る。Ozsomer&Altaras
（2008）は、グローバル・ブランディング関連の研
究を評価しながら、ベースとなる理論、すなわち消
費文化論、シグナリング論、そして連想ネットワー
ク記憶モデルを統合し、グローバル・ブランドに対
する消費者の態度と購買可能性に関わる購買プロセ
スを複合的な視点で考察した。その結果、グローバ
ル・ブランドの文化的資源とグローバル・ブランド
の確実性、ブランドの知覚グローバルネスとグロー
バル・ブランドの信頼性、グローバル・ブランド確
実性とグローバル・ブランド信頼性のそれぞれは正
の関係にあるという。
　近年、コスモポライトの規範活動に焦点を当てる
研究が多く見られる（Cannon&Yaprak,2002）7。それ
を受けて、Ozsomer&Altaras（2008）は、コスモポ
リタニズムという概念もフレームワークに導入した。
検証の結果では、確実性と信頼性との関係は、コス
モポリタニズムによって強化されるという結果が確
認された。
　ここまで消費者のグローバル消費文化の視点から
グローバル・ブランディングの研究を概観してき
た。原産国イメージの研究は、1960 年代半ば頃か
ら行われてきたが、特にアメリカの消費者を調査対
象にする研究では、消費者は外国原産の製品に対し
てネガティブな態度を持つという研究結果が報告さ
れてきた。グローバル・ブランドとグローバル消
費者セグメントの成長、またグローバル消費文化の
台頭に伴い、他国の製品やアイディアにポジティブ
な態度を示すというのがトレンドとして現れてき
た（Nijssen&Douglas,2011）。とりわけ、グローバル・
マスメディアへの露出や世界旅行などの増加、グ
ローバル・ソーシャル・ネットワークの普及に伴い、
世界中の多様な文化への露出機会が激増するという
環境変化は、グローバル・ブランディング研究に新
たな方向性を与えた。その 1 つは本節の議論に当た
るグローバル消費文化や消費者の世界志向と関連す
るものである。
　ハイテク耐久消費財の広告コンテンツにおける
GCCP の重要性、世界志向が FCCP 広告と GCCP 広
告に与える影響が確認され、グローバル消費志向は、
消費者のグローバル・ブランド態度の形成、そして
消費者エスノセントリズムの緩和における効果も確
認された。また、文化的開放性は、グローバル市民
に対する信念に影響を及ぼし、特にアメリカ人消費



グローバル・ブランディング研究の回顧と展望　57

者のグローバル市民に対する強い信念とブランド品
の重要性の判断においては強い効果を与えた。そし
て世界志向や社会志向と小売店舗の在り方との関係
も確認された。

⒊　ブランド品の意味付けに関する研究

　マーケティング・コミュニケーションにおけるブ
ランド戦略の議論では、強く、一貫性を持たせた中
核的価値の提案が強調されてきた。しかしながらブ
ランドは、知覚概念であるがゆえに、消費者各々が
自らの経歴や実際持っているブランドの知識や経験
に依存しながら個体ごとにブランドに意味を付与す
ると考えられている（Dimofte et al., 2010）。近年では、
こうしたブランドの多重的な意味の潜在力を示唆す
る研究が台頭しつつある（Strizhakova et al., 2008a）。
本節では、グローバル・ブランディング研究の新た
な流れであるグローバル・ブランドの象徴的価値や
意味付けに関する研究をレビューする。
　ブランド品の意味に関する先行研究は、次の 3 つ
にその特徴がまとめられる（Strizhakova et al.,2008a）。
1 つ目は、ブランド品の機能性と象徴的意味を確認
するものが多いこと。2 つ目は、単一の意味に着目
する研究が多いこと。3 つ目は、アメリカをはじめ
とする先進国で行われる研究が圧倒的に多いこと。
また、捕捉的には、ブランド品の品質、社会的地位、
自己同一性、集団同一性、価値、家風、国家伝統と
いった価値に関する議論も多かったとされている。
　情報経済学のシグナリング論からアプローチし
た研究としては、Erdem&Swait（1998）と Dimofte 
et al.（2010）が挙げられる。これまで、マーケティ
ング分野において、Aaker（1991）と Keller（1993）
を中心にブランド・エクイティの研究がなされてき
た。いずれの研究においてもブランド連想は理論の
根幹をなす。この種のブランド・エクイティの見方
は認知心理学に根差しており、消費者の認知プロ
セスに主眼を置いている。しかしながら、このよ
うなアプローチは企業と消費者のダイナミックな
相互作用によって決められる市場の情報的側面を
明確に認識していない（Erdem&Swait,1998）。そこ
で、Erdem&Swait（1998）は、情報経済学から由来
するシグナリング理論という視点からのアプローチ
の重要性を提唱した。ブランド・シグナルは企業が
ブランドを育成するために、過去と現在に実行され

てきたマーケティング・ミックス戦略と活動の成果
である（Erdem&Swait,1998）。換言すれば、ブラン
ドは企業の過去と現在のマーケティング戦略を具体
化（象徴）するものであるがゆえにシグナルとなる。
特に、情報が非対称と不完全である状況下、ブラン
ドは、信用たる市場シグナルと十分なりうるとされ
ている。
　 い ち 早 く ブ ラ ン ド の シ グ ナ ル 性 に 着 目 し た
Erdem&Swait（1998）は、アメリカの大学生を対象
にその効果を検証した。不完全情報は知覚リスクを
生じさせる。その結果、情報の必要量が増えること
となれば、ブランドを選択する傾向が現れることが
確認された。換言すれば、情報の非対称性と不完全
性を伴う市場において、ブランドは情報の源となり、
製品ポジションのシグナルとして消費者に必要な製
品属性に関する情報を確実に知らせると同時に信用
的価値も伝達することになる。ゆえに、シグナリン
グ視点におけるブランド・エクイティの形成と管理
は、信用性が中心的要素をなすということが示唆さ
れた。
　Erdem et al.（2006）は、ブラジル、ドイツ、インド、
日本、スペイン、トルコ、アメリカのビジネススクー
ルの大学生を研究対象として採用し、知覚品質、知
覚リスク、情報コストの削減におけるブランド信用
性の効果を検証した。また、アメリカ市場だけに注
目し、情報経済学の視点からブランドの信用性とブ
ランド・エクイティの関係を議論する先行研究が多
かったと指摘したうえで、Erdem&Swait（1998）の
研究を発展させ、多国家間におけるその効果の違い
を比較検証した。同時に、Hofstede が提示した文化
次元（集団主義 / 個人主義、不確実性回避、権力格
差）による影響も確かめた。
　Erdem&Swait（1998）の結果を強くサポートした
のは、不確実性下におけるブランド効果である。ま
た、不確実性回避と集団主義は信用性効果を増強し
たが、権力格差による調整効果は確認されなかった。
ただし、それは権力格差の効果を否定するまでいか
ず、ブランドの知覚プレステージ関連のコンテクス
トでの調査なら効果が現れてくるだろうという解釈
がなされた。また、集団主義は、知覚品質効果を強
化することによって、ブランド信用性の効果を調整
する。他方で、不確実性回避は、知覚リスクと情報
コストを低下させたいという動機で信用性の効果が
引き起こされる。以上が確認された。
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　ブランド品の多重な意味に着目する研究としては、
Dimofte et al.（2010）、Holt et al.（2004）、Strizhakova 
et al.（2008a）と Strizhakova et al.（2011）が挙げられる。
Dimofte et al.（2010）は、米国におけるグローバル・
ブランドの感情的・認知的連想がアフリカ系米国人、
ヒスパニック、コーカサス人という民族の異なる消
費者集団を越えて同じ効果をもたらすかどうかを確
認した。
　ブランドのグローバルネスに対して、アフリカ系
米国人やヒスパニックはやや中立的な態度を示した
が、コーカサス人は消極的であった。機能的便益に
関しては、コーカサス人にとってはグローバル・ブ
ランドと高品質の連想が働かないが、アフリカ系米
国人、特にヒスパニックはグローバル・ブランドか
ら高い品質を知覚する。経験的便益に対しては、ア
フリカ系米国人とヒスパニックが高い満足を示した。
象徴的便益に関しては、倫理と環境に関連する象徴
的便益に対しては、いずれのグループも大きな賛同
を示した。また、ブランドのユニークな雰囲気と先
端性に対して、コーカサス人は懐疑的であったが、
アフリカ系アメリカ人とヒスパニックは積極的な態
度を示した。
　要約すれば、コーカサス人消費者にとっては、グ
ローバル・ブランドは高品質である必要がないが、
品質の一貫性を保持することが大切である。また、
コーカサス人は価格に敏感であるのに対して、アフ
リカ系アメリカ人、特にヒスパニックはブランドの
非経済的価値と高価格知覚を重視している。興味深
いのは、コーカサス人に比較してアフリカ系米国人
とヒスパニックはグローバル・ブランドに好ましい
態度を示すものの、購買行動と関連付ける文脈では、
いずれのグループも低い購買率を見せたということ
である。
　Holt et al.（2004）は、グローバル・ブランディ
ングは再考すべき時期を迎えていると指摘してい
る。それは、20 世紀の終わり頃から進行する大衆
文化のグローバル化、グローバル経済の統合、さら
に、海外旅行と労働力の移転、映画などの世界中で
の鑑賞、またインターネットの普及によって、自国
の文化だけでなく、他国の文化も意識せざるを得な
くなったという転換があったためである。
　Holt et al.（2004）では、どの国にも認知されるグ
ローバル・ブランドの特徴として、品質の証、文化
的神話、社会的責任を挙げている。12 カ国の調査

結果から、グローバル市民への道としてグローバル・
ブランドを選好する消費者はおよそ 12% いたこと
が分かった。また、グローバル市民の比率が高いの
はアメリカ、イギリスで、低いのはブラジル、中国、
インドネシアであった。消費者は、グローバル・ブ
ランドの品質（44%）、グローバル神話（12%）、社
会的責任（8%）といった価値を重視していること
が解されている。
　Strizhakova et al.（2008a）は、品質、価値、人格
的同一性、そして伝統といったブランド品の価値に
着目し、アメリカ、ルーマニア、ウクライナ、ロシ
アの若者を対象に調査・検証を実施した。
　多くの先行研究の結果と同様に一貫しているのは、
いずれの国家においても、4 つの価値のうち品質が
最も重要なブランド品の意味をなすということであ
る。その理由は、輸入品の品質を判断する際にブラ
ンドがよく用いられる、その結果であるとしている。
特に、ルーマニア人消費者は、国内品やブランドの
ついていない製品を低品質かつ偽造品として知覚し
ている。
　社会的地位、自己同一性、そして集団同一性を含
む人格的同一性とブランド品との正の関係について
は、アメリカ人消費者が他の 3 カ国の消費者よりも
突出し、アメリカ以外のデータにおいては有意差が
確認できなかった。社会的地位、自己イメージ、個
性を伝達するには、ウクライナ人とルーマニア人よ
りもアメリカ人消費者が長けている。それは、ルー
マニアとウクライナの消費者の多くがブランドを自
己同一性の意味と関連付けて考えるのが難しいため
である。他方、アメリカ人消費者は、ブランドを使っ
て自己イメージを伝達し、特定のグループとの同一
性あるいは他グループとの区別を識別することが十
分できる。
　また、いずれの国家においても価値は 2 番目重要
な意味を持っている。国家間の比較では、ルーマニ
ア人消費者にとっては、価値が特に重要であり、そ
の次はウクライナ、アメリカ、ロシアの順になる。
それは、ルーマニア人とウクライナ人が企業や商品
そして自分の価値プロフィールに関する知識が欠如
しているため、ブランドの着想と個人的価値の表明
とを関連付けて考えることができないことに由来し
ている。その代わりに、排他的チャネルシステムを
使用し、保証や顧客サービスが充実しているブラン
ド品の生産者の価値を高く評価する。その結果だと
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解釈される。
　ブランド価値のなかで伝統は最も弱く、アメリカ、
ウクライナ、ルーマニア、ロシアの順となっており、
かつそれぞれの国家ではその差が有意であった。そ
の理由は、同研究のサンプル選択にあたって伝統を
破りたいと考える若者を対象にした点にあると考え
られる。アメリカがもっとも高い結果を示した理由
は、ブランド品の歴史が比較的長く、かつ消費者は
ブランド品のコンセプトに親近感を持つためとされ
ている。
　Strizhakova et al.（2011）は、米国、イギリス、ロ
シアの若者を研究対象とし、グローバル市民権がグ
ローバル・ブランドを通じて獲得できると思ってい
る個人の信念と、2 つの従属変数、ブランド品の重
要性とグローバル・ブランドの購買との関係、およ
びブランドのシグナルである品質と自己同一性の媒
介効果を検証した。
　それによると、先進国のアメリカとイギリスでは、
グローバル市民権とブランド品の重要性との関係は
自己同一性によって調整されるが、グローバル市民
権と購買との関係においては品質シグナルが重要な
役割を果たすといった結果が得られた。他方、発展
途上国のロシアでは、ブランドの品質と自己同一性
のいずれもグローバル市民権とブランド品の重要性
との関係を調整し、購買段階において両者は重要な
役割を果たすことが確認された。
　これまでブランド品の意味付けに関する研究を概
観してきた。ブランド品の意味付けに関する研究の
理論的ベースは、シグナリング論にあること、ブラ
ンドが多重の意味を保持することが確認された。企
業には、競合他社の製品との差別化を図る機会を提
供し、消費者には製品、特に品質と自己同一性の
特性に関する情報を提供する役割を果たしている

（Erdem&Swait,1998; Ozsomer&Altaras,2008; Strizha-
kova et al.,2008a; Strizhakova et al.,2011）。さらに、国
によって意味の解釈が異なるだけでなく、多民族国
家（e.g., アメリカ）における消費者セグメントごと
の意味付けの違いも確認された。
　換言すれば、ブランドは、意味のある記号を発信
するメカニズムとして見なされ（Erdem&Swait,1998）、
品質と自己同一性の選択的違いだけでなく、同時に
グローバリゼーション、コンシュマリズム、さら
に西洋のメタシンボルを代表する（Ger&Belk,1996）。
特に、グローバル市民へのパスポート、グローバル

世界に参加するための伝達手段、グローバル世界へ
所属のパスとして認識されている（Holt et al.,2004; 
Steenkamp et al.,2003; Strizhakova et al.,2008b; Strizha-
kova et al.,2011）。こうした側面をブランドは併せ
持っている。

Ⅳ．結びに代えて

　本研究は、Chabowski et al.（2013）で提示された
フレームワークに依拠しながら、消費者行動の部
分に焦点を絞り、近年注目を集めている 3 つのサブ
テーマ、ローカル・ブランドとグローバル・ブラン
ド、グローバル消費文化、そしてブランド品の意味
付けを中心にグローバル・ブランディング研究をレ
ビューしてきた。本節では結びに代えて、サブテー
マごとに今後の研究を展望する。
・ローカル・ブランドとグローバル・ブランドに関
する研究
　グローバル・ブランドに対する評価は、発展途上
国と先進国とでは大きく分かれる。発展途上国では、
グローバル・ブランドは高品質とプレステージの証
であり（Holt et al.,2004; Steenkamp et al.,2003）、その
グローバルネスが評価され（Batra et al.,2000; Batra et 
al.,2003; Steenkamp et al.,2003; Ozsomer&Altaras,2008）、
そしてこのような選好の形成は先進国のライフス
タイルへの憧れを具現化したものとして捉えられ
る（Alden et al.,1999）。グローバル・ブランドは強
い影響力を持ち、ローカル・ブランドに勝る選好
性を有すると評価される（Alden et al.,1999; Batra et 
al.,2000）。
　ところが、消費者が特定のブランドのグローバルネ
スを考慮しているかどうかについて分析や検証を行う
研究はまだ蓄積されていない（Roberts&Cayla,2009）。
加えて、グローバリゼーションの進展は企業に機会
と脅威をもたらす（Burgess&Steenkamp,2006）。そ
れは、成熟市場でのビジネス展開だけでなく、新興
の国際市場において企業が如何に成功を収めるかと
いう緊迫感を意味している。そのため、発展途上国、
特に新興国市場をターゲットとするグローバル・ブ
ランドに関する議論が今後引き続き盛んになるだろ
う。
　発展途上国の対角線にあるのは、グローバル・ブ
ランドを数多く生み出したアメリカである。アメリ
カ人消費者は、ブランドのグローバルネスを評価せ
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ず、ブランドの品質そのものを評価し購買につな
げようとしている（Dimofte et al.,2008）。また、他
の多数国との比較において、アメリカ人消費者の
ALP は平均より高く、AGP はいずれの国家よりも
低い（Steenkamp&de Jong,2010）。このことから多く
の発展途上国の消費者とは異なり、米国人消費者が
ローカル・ブランドを選好する傾向が読み取れる。
それは、アメリカが多くのグローバル・ブランドの
原産国であるということと深く関連すると考えられ
る。
　毎年、Interbrand 社が公表している「Best Global 
Brands Rankings」で、トップ 100 にランクインして
いるブランドの大半はアメリカ原産のブランドであ
る。これは、それらのブランドがグローバル・ブラ
ンドとして注目されながら、アメリカ人消費者に
とってはローカル・ブランドでもあるということを
意味する。このように、ブランドの伝統に対する認
識が根本的に異なる。したがって、とりわけアメリ
カ人消費者と発展途上国の消費者との間では、グ
ローバル・ブランドとローカル・ブランドに対する
認識や取扱い方が相反していると言える。もちろ
ん、ローカル・ブランドに対する選好は、アメリ
カだけでなく、新興国市場にも見られる。トルコ

（Ozsomer,2012）と中国（李 ,2016）の消費者がグロー
バル性を帯びるローカル・ブランドに対して積極的
な態度を示すという研究成果は既に発表されている。
　知覚品質においては、ローカル・ブランドとグロー
バル・ブランドは同程度の効果を発揮するとされ、
特に、ローカル・ブランドの方がより現実的で信頼
できると知覚されている（Schuiling&Kapferer,2004）。
それは、ローカルのライフスタイル、価値、態度、
行動が確認されやすいがゆえに、多くの人はローカ
ル消費イメージを選好する（Crane,2002）。強力な
ローカル・ブランドは、ローカルにおける高い認知
から便益を享受し、時間の経過とともに、消費者は
ローカル・ブランドと親密な関係を形成する。それ
は本国における堅実なマーケティング投資の重要性
を意味する（Bhardwaj et al.,2010）。そして、社会階
級の高い消費者は、ローカル製品のユニークさや信
用に値する側面を再発見できると推測されている

（Steenkamp&de Jong,2010）。
　Appadurai（1990）は、グローバル文化は現地化
される傾向にあると主張する。近年のグローバル
消費者セグメント研究によれば、セグメント・メ

ンバーは、グローバル文化の実践や意味をローカ
ル・コンテンツに適合するように解釈や改良する 

（Nijssen&Douglas,2011）。このようなグローバリゼー
ションプロセスのなかで、「グローバルとローカル
の相互浸透によって、地理的地域ごとにユニークな
成果が生み出される」（Ritzer,2003,p.193）。
　とりわけ経済が成長し続ける新興国市場における
ローカル・ブランドや「ローカル・アイコンネス」、
またローカル・ブランドのグローバル化に関する研
究は、今後の研究発展の重要な一役を担うことにな
ろう。
・グローバル消費文化
　消費者のグローバル・ブランドに対する認識を理
解するには、まず文化的視点から考える必要があ
る（Holt et al.,2004）。ゆえに、グローバル消費文化
は、グローバル・ブランディング研究の理論的基盤
をなす。近年、グローバル消費文化そのもの、そし
てグローバル消費文化が消費者の商品の選択と選
好、ライフスタイル、さらに消費者の世界志向に及
ぼす影響に関する調査に関心が向けられ始めている

（Nijssen&Douglas,2011）。それに関連して、グロー
バル文化に対する消費者の感受性に関する調査が始
まった（Zhou et al.,2008）。
　グローバル消費文化の普及に弾みが付いたのは、
国際旅行や国際的メディアへの露出の急増、そして
インターネットとソーシャル・ネットワークの爆発
的な普及であると言われる。その影響を受けて、自
らをグローバル市民として位置付けたい消費者や、
文化的開放性と文化的適応性の二重性格を併せ持つ
世界志向的消費者の列に参加したい消費者が世界的
規模で増加しつつあると考えられる。その結果、グ
ローバル消費文化視点からグローバル・ブランディ
ングを検討する研究が望まれると言えよう。
　さらに、グローバル・ブランドは、ローカル文化
に活気を与えている（Strizhakova et al.,2008b）。グロー
バル文化という一本の柱ではなく、ローカル文化を
加味し、両者の相互作用効果に関する議論の精緻化
も欠かせないと考えられる。グローバル・ブランド
とローカル・ブランドの研究との関連で言えば、ま
ずは、現地消費者が抱える独特な民族的感情（e.g.,
愛国感情）を識別することが分析や考察を行う前提
となる。そのうえで、こうした文化的要素とブラン
ドの効果との相互作用を分析していく。また、グロー
バリゼーションが進展している現在において、現地
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の文化とグローバル文化との融合は絶えずに進行し
ている。ゆえに、ダイナミックな視点でのフレーム
ワークの構築、検討も理論の発展に欠かせないであ
ろう。
・ブランド品の意味付け
　ブランディングとブランド品は、企業と消費者の
双方にとって重要なシンボルとなる（Strizhakova et 
al.,2011）。この十年、ブランド品の意味の重要性に
ついて、研究者と実務家の間でよく検証されてきた

（Strizhakova et al., 2008a）。ブランド品の意味付けに
ついては、主に情報経済学をベースとするシグナリ
ング論に基づいて展開されてきた。ブランド品の価
値は、大別すると、機能的価値、情緒的価値、そし
て象徴的価値に区別される。また、社会経済が低
水準の段階から高水準の段階へと発展するにつれ
て、象徴的便益の重要性がますます高まるとされる

（Supphellen&Gronhaug,2003）。機能的価値が客観的
基準を持って判断できる価値であるのに対して、情
緒的価値と象徴的価値は、消費者の主観に大きく委
ねる価値となる。主観的価値であるがゆえに、消費
者に共感されれば、差別化の源泉として大いに活用
できる。
　グローバリゼーションの進展に伴い、世界文化の
相関性は多様な意味と理想の結合を通して創り出さ
れる（Strizhakova et al.,2011）。特に、グローバル・
ブランドの品質とイメージに関する強い連想は、消
費者の間で共有されるグローバルな絆という感覚
を創り出していく（Alden et al.,1999,2006）。さらに、
グローバル・ブランドは、消費者がグローバル世界
へ参加するためのカギとなる手段として大いに役
立つとされる（Holt et al.,2004; Steenkamp et al.,2003; 
Strizhakova et al.,2008b; Strizhakova et al.,2011）。

　グローバル・カルチャーが台頭したからとはいえ、
世界中の消費者が同じ趣味や同じ価値観になったとい
うわけではない。違う国籍、そしてしばしば相反する
価値観の消費者がシンボルを共有しながら、会話を交
わすようになったのだ。そして、その主要なシンボル
の一つが、グローバル・ブランドなのだ。

（Holt et al.,2004, 日本語訳 p.121）

　Holt et al.（2004）に述べられているように、グロー
バル消費文化の普及は、同質化を意味するわけでは
ない。グローバル化という同質化に見える環境のな
かで、個々の消費者が持っている価値観、さらにそ

の価値観の裏に隠されている真のブランド品の意味
付けを的確に理解することが、ビジネスを成功させ
る前提となる。今後、消費文化に基づくブランド、
グローバル・ブランドとローカル・ブランドの象徴
的意味の理解に関する国際的な比較研究が望まれる
だろう。

１　例に挙げると、ユニリーバはブランド・ポートフォ
リオのうち1200のブランドを廃止し、残された400の
ブランドに戦略集中し、P&Gは多くのローカル・ブ
ランドを売却し、300のブランドに戦略集中した。ロ
レアルは16の世界ブランドの構築に成功し、ネスレ
は6つの戦略的世界ブランドの投資に優先権を与え
た。また、このような動きは日用品メーカーだけでな
く、銀行、保険、石油、小売などの産業にも見られた
（Schuiling&Kapferer,2004）。

２　Homogenizationは、グローバル製品の功利的便益と、
グローバル・メディアスケープとマーケティング戦略に
よって喚起される夢、成功とグローバル市民と連想され
ることに基づいて構築される。世界中の大勢の人はロー
カル製品の代わりにグローバル製品を利用し、世界が
ますます類似するように導かれるというアイディアに
よって形成される。Homogenizationの対角線にあるのは
Localizationである。それはローカル消費オプションを選
好することを意味し、グローバルではなく、ローカル・
ライフスタイルに共鳴し、それによって消費態度と行動
が形成される。一般的に、グローバルゼーションの傾
向を拒否することによって動機づけられる。そして、
Glocalizationは、消費レパートリーにあるローカルとグ
ローバル製品を創造的に結合するのを求めるグローカル
消費者の消費態度を指す。Glalienationは、現代の消費文
化から疎遠になり、コモディティ化製品の消費を志向す
る消費態度を示す。

３　LCCPは、ブランドがローカル消費文化的意味に連想
され、ローカル文化の規範やアイデンディティを反映
し、民族文化のもとでローカル国民によって消費され
る、あるいはまたはローカル国民のために製造されるこ
とによって生み出されるブランド・ポジショニングを指
す。FCCPは、特定の外国消費文化のシンボリックとし
てのブランド・ポジショニングを指し、ブランド・パー
ソナリティ、使用場面、使用者集団は特定の外国文化と
して連想される。GCCPは、ブランドが規定するグロー

注
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バル文化のシンボルとしてのポジショニングを指す。メ
ディアスケープやマスメディアは、グローバル消費文化
を普及させる重要なツールであるとされる。

４　ローカル・ブランドが狭く見られるのではなく、独
自の遺産と価値体系を持つローカル文化の一部として認
識される（Nijssen&Douglas,2011）。世界志向の消費者
は、単なる外国文化を選好するのではなく、彼らは元々
文化と文化の多様性に強い関心を持つと考えるべきであ
ろう（Hannerz,1990）。

５　グローバル市民に対する信念とは、「人同士に共有
されるグローバル・アイデンティティに対する想像はグ
ローバル・ブランドによって創造されるということに対
する信念」である（Strizhakova et al.,2008b,p.59）。

６　世界志向の概念を最初に実証的に評価したのは社会科
学文献であり、Sampson&Smith（1957）によって行われ
た（Nijssen&Douglas,2008）。彼らは、国際志向と世界
志向を区別し、国際志向は国際的出来事に対する関心と
知識に関連するが、世界志向は世界観を持って問題を考
えるのを好む人を指している。

７　コスモポリタン消費者は、商業そのものと同じ古い
概念である。それは世界市民（world citizen）と呼ばれ
る、特定の文化を越えて順応する消費者に言及する概念
である（Cannon& Yaprak,2002,p.30）。
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