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A fundamental shift is taking
place in business, which has
profound implications for brands
and organizations.
ブランドや企業に重大な影響を及ぼす、
根本的な変化が起きています。

それは、
これまでの
「顔が見えない組織」
から、
「人のように行動し、人のよう
に見える組織」であることが求められるということです。
そのことが、
ブラン
ド、
企業、
顧客の間に意味のある新しい繋がりを創出することになるのです。
企業自らが顧客との新しい関係を生み出し、
より透明性があり、
より共感に
満ち、
よりオープンで、
より信頼できる存在になることが、
いま、求められてい
るのです。
今日ほど、
ブランドが B2B 企業にとって重要だったことは、
いまだかつてあ
りませんでした。
At the core of this shift is the realization that, to create a meaningful
connection, brands need to start behaving less like faceless institutions
and more like people.
Customers everywhere are demanding that companies connect in new
ways: be more transparent, empathetic, open and authentic.
For B2B organizations, brand has never mattered more.
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今日、B2Bにおいて、
ブランドは、
かつてなく重要になってきています。

Today, brand matters more than ever in B2B

G

E 、IBM 、Cisco 、S AP 、Goldman
Sachs、Caterpillar など、現在最も高

いと言われているブランドを眺めてみ
れば、
おのずとB2B 市場でブランドが重要であ
ることは明らかです。過去の組織主義の時代
には、企業の評判とブランドは密接な関係にあ
りました。
「IBM の製品を購入したことをとがめ
られて首になった担当者はいない」
という金言
はそのことをよく示しています。しかし、
時代は
変わりました。形式張った営業トークとアフ
ターサービスのための時たまの訪問に代わっ
て、
今は
「always on」
とも言われる緊密な人間

B2Bバイヤーは、仕入れた製品が属する

ブランドの活力や寿命を重要視しているのです。

関係をベースにした全く異なったやりとりがな
されています。
今日、
私たちは、
戦略的で協力的な関係を構築
するために、
ブログ、LinkedIn 、
ソーシャルメ
ディアなどを通してつながっています。これに
より、
よりダイナミックで、
より透明性高く、
より
人間的な形で顧客にサービスすることが可能
になりました。結果として、
ひとが中心の時代
B2Bブランドの役割はより深化し、
である現代、
従来とは違うブランディングが求められること
となったのです。
「消費者は感情に左右されやすいのでブランド
の影響を受けやすい一方、
ビジネスバイヤーは
理性的に商品の特徴や価格を客観視して評
価するため、
ブランドストーリーなどのプロモー
ションによって気がそらされることはない」
など

B2B buyers are concerned with the vitality and
longevity of the brands behind the products they buy.

I

t is clear from a quick look at some of the
most highly valued brands in the world
— brands such as GE and IBM, Cisco and
SAP, Goldman Sachs and Caterpillar — that
brand matters in B2B. In the old institutional era,
brand was closely linked to corporate reputation:
the adage that “no one ever got fired for buying
IBM.” But times have changed. The formal sales
pitch and occasional service call of yesterday
have been replaced today by “always on” human
relationships where companies interact very
differently.
Now we connect by blogging, using LinkedIn
and social media to follow and serve customers
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in a much more dynamic, transparent and
human way, often in the context of strategic,
collaborative relationships. As a consequence, in
today’s Human Era, the role of B2B brands goes
much deeper, and they need to be managed
differently.
It’s easy to assume that “emotional” consumers
are most strongly influenced by brands, whereas
“rational” business buyers are evaluating
vendors’ product features and prices, undistracted by brand stories. But it doesn’t work that
way. To understand the significance of brand in
B2B, look at a product that is chosen by both
types of customer: tablets. Working for one of
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と思い込みで片付けてしまうのは簡単です。し
かし、
実際はそうではありません。B2Bにおける
ブランドの重要性を理解するために、B2B でも
B2C でも扱われているタブレットコンピュー
ターについて考えてみましょう。世界最大の
PC メーカーの一つをクライアントとして、私た
ちはある調査を実施しました。消費者とビジネ
スバイヤーの双方に、特徴、価格、
ブランドの異
なるタブレットを比較する一連の選択をシミュ
レーションして、
どのようなデバイスが選ばれる
かを調べたのです。顧客が自ら説明する好み
ではなく、
何が実際の選択に影響を与えている
のかを、
特定するためです。

これらのシミュレーションを統計的に分析した
ところ、
個別的な特徴、
価格、
ブランドが購買決
定に与える相対的な影響力が判明しました。
消費者の選択には、
特徴が 34%、
価格が 39%、
ブランドが 27% の割合でそれぞれ影響していま
した。しかし、
ビジネスバイヤーにとっては、
ブラ
ンドと価格の重要性がちょうど逆になっており、
ブランドが39%、
価格が27%だったのです。

the world’s largest PC makers, we conducted a
survey asking consumer and business customers to choose the device they would most likely
buy, in a sequence of simulated choices, offering
tablets with different features, prices and brands.
We wanted to pinpoint actual influences, not
stated preferences.

Our statistical analysis of these simulated
choices showed the relative impact of individual
features, price and brand on purchase decisions.
The consumer’s choice was driven 34 percent by
features, 39 percent by price and 27 percent by
brand. But for the business buyer, the impact of
brand (39 percent) and price (27 percent) was
exactly reversed.
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B2B におけるブランドの影響力はとても理にか

なっています。企業が商品の購入を決定する際
には、特徴や価格を考慮するだけでは、
とても
十分ではありません。消費者は、本人さえよけ
れば、
気まぐれな選択をしても構いません。歯磨
きやテレビを誤って買ったところで、
大した損は
しないのです。しかし、
ビジネスバイヤーの場合
は、通常、大きなスイッチングコストが発生しま
す。単なる日用品の場合を除いて、
新しい機器
について研修を実施したり、
オペレーションを見
B2B の購
直したりする必要があります。つまり、
買選択は、一回きりのものではないのです。そ
れは、将来にわたって、
その企業から、商品や
サービスを
（未だ発売されていないものを含め
て）
購入し続けること、
また、
継続的なサポートに
頼り続けることへの、潜在的なコミットメントな
のです。これらの点を考慮すると、商品の裏に
ある企業の存在の重要性が増してきます。よっ

The strong influence of brand in B2B is quite
rational. For a business, choosing a product goes
well beyond considerations of features and
price. Consumers can afford to be fickle if they
choose, with little penalty to choosing a different
brand of toothpaste or television next time they
make a purchase. For business customers,
switching costs are often higher. Outside the
world of pure commodities, they may have to
train their people on a different supplier’s
equipment, or adapt their operations to a
different supplier’s performance. So a purchase
choice in B2B is not a one-off. It is often an
implicit commitment to buy future products and
services, including future offerings that do not
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B2B バイヤーは、購入する商品のブランドの
て、
活力や寿命を重要視しているのです。
これらの結果にもかかわらず、
多くの B2B 企業
は、消費者向け企業と比較して、
ブランドの管
理やブランドへの投資に力を入れていません。
B2Bに関しては、企業の評判に注
大抵の場合、
目した、
コーポレートレベルでのブランドマネジ
メントで事足りると思われています。

yet exist, and to depend on ongoing support.
These considerations amplify the importance of
the company behind the product. B2B buyers
are concerned with the vitality and longevity of
the brands behind the products
they buy.
Despite these findings on the right, many B2B
companies do not manage and invest in their
brands to the extent that consumer-facing
companies do. Often they expect the corporate-level brand management, focused on the
company’s reputation, to serve the B2B need.
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ブランドはB2BおよびB2Cの購買にどのような影響を与えているか？
タブレット購買に関する調査結果
How brand impacts B2B and B2C purchases:
a breakdown of tablet purchases
ビジネスバイヤーの購買決定

BUSINESSES’ PURCHASE DECISIONS

27%

価格による Driven by price

39%
ブランドによる

Driven by brand

34%

特徴による Driven by features

消費者の購買決定
CONSUMERS’ PURCHASE DECISIONS

27%
ブランドによる

Driven by brand

34%

特徴による Driven by features

39%

価格による Driven by price
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強力なビジネスブランドは、
短期的および長期的な経済的価値を創出します。

A powerful business brand creates meaningful economic value
in the near term and the long term
短期的利益
Near-term benefits

長期的利益
Long-term benefits

顧客の頭に思い浮かびやすくなる。

Staying front of mind for customers

競争の激しい産業において、
コモディティ化
を防ぐ。

Building barriers to commoditization in
competitive industries

パートナー選定の候補者に
選ばれるようになる。

新規市場への参入を、
効果的、
効率的にする。

Landing on customers’ short lists

Making new market entry more effective and
efficient

僅差の場合に、
選んでもらえる。
より早く、
より
簡単に
「yes」
を言ってもらえるようになる。

近い事業領域で活動することや、
高付加価
値のある役割を担うことができるようになる。

Winning the coin toss in close calls — making
it both easier and faster to say “yes”

Winning permission to play in adjacent
spaces and play higher value-added roles

一旦関係が構築できれば、
より大きな予算を
割いてもらうなど、
優遇してもらえる。

従業員エンゲージメントや人材採用への取り
組みの強化につながる。

Capturing a larger “share of wallet” and
preferred supplier position with customers
once relationships are established

Engaging existing employees and enhancing
talent recruitment efforts

マーケティングやブランディングという分野は、
テン
ポの速い消費財業界から生まれ出たものです。よっ
て、
マーケティングやブランディングをどう教えるか、
また、
どう実践するかは、消費財業界から大きな影
響を受けてきました。しかし、B2B においては、
ブラ
ンドは、必ずしも戦略的な優先事項ではありません
でした。しかし、今、
その可能性を活用するときが来
たのです。

B2B のリーダー企業は、ブランドを、より大きなアイ
ディアとして捉え始めています。それは、
一方的なコ
ミュニケーションによって提示された姿ではなく、
さ
まざまな人々による経験が積み重なった集合体なの
です。これらの企業は、すでに、
「ひとが中心の時
* に B2B の顧客とつながるための新たな手法を、
代」
いくつも発見してきました。

The disciplines of marketing and branding grew
out of the fast-paced world of consumer goods,
and these origins continue to influence how
marketing and branding are taught and
practiced. But while brand has not necessarily
been a strategic priority within B2B in the past,
the time has come to exploit its potential.

Leading B2B organizations are beginning to
treat brand as a bigger idea — one that extends
beyond communications into the totality of how
different audiences experience the organization.
These organizations are discovering how to
connect with their B2B customers in the Human
Era.

*
「ひとが中心の時代」= 政府、
大企業、
マスコミなどの組織的権威の信用が失墜し、
人と人とのつながりこそが信頼の鍵となる中、
企業にも
「人間らしくあること」
が求められる時代。
詳しくはSensePerspective
「ひとが中心の時代」
を参照。
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「ひとが中心の時代」
に
B2Bブランドによって
価値を創出する
Creating B2B brand value in the Human Era

B2Bのブランディングは、簡単ではありません。

商品の直接的な提案だけではなく、顧客との
継続的な関係性の軸となるプロミスが関わっ
てくるからです。リーダー企業は、単なるベン
ダーではなく、
目下の利害を超えて、将来的な
関係性を約束する、
信頼に基づく協働的なパー
トナーへと、変容してきています。私たちは、
さ
まざまな企業において、顧客に、
「私は、喜びを
もって、
かれらと一緒に働いています」
という一
文にどれだけ強くうなずいてもらえるかが、総
合的な業績に最も強く相関する指標の一つだ
ということを発見しました。

B2B branding is challenging, as it involves a
promise of an enduring customer relationship,
not just an immediate product proposition.
More than being just vendors, leading business
brands are becoming trusted collaborative
partners, promising a future relationship beyond
immediate value. In multiple businesses, we
have found that how strongly customers agree
that “I enjoy doing business with them” is one of
the metrics most strongly correlated with
overall performance.
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顧客と真の関係構築を
約束すること。
Promise a true
customer relationship

B2B においても、B2C の場合と同様に、強力な

ブランドは、他の条件が同一であれば、顧客の
購買をより促進します。このような価値を創出
することは、
企業のイメージをコントロールする
ことと同じではありません。むしろ、企業の思
考や行動、
コミュニケーションを方向づける、
真にその企業らしいアイデンティティを活用す
ることなのです。
私たちは、
多岐にわたる事業領域でのプロジェク
ト経験を通して、
価値あるB2Bブランドを構築す
るための鍵となる三つの手法をみつけました。

A strong brand makes B2B customers more
disposed to buy, everything else being equal,
just as it does in B2C. Creating that value is not
about managing the company’s image; it’s
about managing the authentic identity that
shapes how the company thinks and acts, as well
as how it communicates.
From our work across different sectors, we
see three key methods by which B2B brands
are creating value for their organizations:

03
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サプライヤーではなく、
パートナーとなること。
Become a partner,
not a supplier

「直接的な顧客のニーズ」
と
「広範囲にわたるステークホルダーの
関心」
の双方を深く反映させること。

Connect with both direct customer needs and
broader stakeholder interests

Creating B2B brand value in the Human Era
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顧客と真の関係構築を約束すること。
Promise a true customer relationship

サプライチェーンが緊密に統合されている今
日、
ビジネスパートナーには非常に高い信頼性
が求められています。企業は、
他社に頼ってい
る分、
自社の活動をリスクにさらしているので
す。この観点から考えると、
ブランドプロミス
は、今現在、数値化や立証できることを伝える
というよりも、現時点では想定されない事態に
も通用する、信用と信頼を構築するものである
べきです。将来、予測もテストも意味なく、
ただ
憶測で行動することしかできないような、困難
に満ちた状況が訪れた時、
そのパートナーは、
あなたの思うように動き、
あなたのために正し
い行動を取ってくれるか。それが、顧客との真
の信頼関係の試金石となるのです。

消費財のマーケターは、
よく
「顧客との関係」
を
話題にしますが、実際のところ、個々の顧客と
現実に、
日常的な意味で、
「付き合い」
を持って
いる消費財ブランドはほとんどありません。消
費財ブランドは、
もちろん、顧客との間に情緒
的な絆を形成していますが、
現実の関係に付き
ものの人間的な交流が、
日常的に存在してい
ることはほとんどありません。一方、B2B 企業
の場合は、顧客と現実にやりとりをしている従
業員が何万人もいることも珍しくありません。
そのような中、
マーケティングコミュニケーショ
ンの枠を越えて、
世界中に点在する、
セールス、
サービス、
エンジアリングに渡る複数のチーム
が、
その人かつそのブランドらしく、顧客との関

In today’s world of tightly integrated supply
chains, companies need high levels of trust in
their business partners. They are constantly
putting their own production at risk, depending
on delivery from others. The brand promise in
this context is less about conveying what you
can measure and verify today, and more about
building trust and confidence about what you
cannot verify today — knowing that in challenging circumstances in the future, which we can
guess about but not predict or test, your partner
will perform as you would like and do the right
thing for your business. That’s the test of a
true relationship.

While consumer marketers often talk about
“customer relationships,” few consumer brands
actually have real relationships with their
individual customers, in the everyday sense of
the word. Consumer brands certainly form
emotional bonds with customers, but they don’t
often have the daily, human interactions that
define real relationships. B2B companies do,
often involving tens of thousands of their
employees. So beyond whatever you do in
marketing communications, how do you
empower sales, service and engineering teams
across the world to develop genuine, yet
on-brand, relationships with their clients? Part of

Promise a true customer relationship
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係を築けるようにするには、
どうすればよいの
でしょうか？迅速で柔軟な決断を可能にするた
めに、
従業員を自由にさせ、
かつ、
適切なサポー
トを提供することで、顧客のニーズに現場で対
応できるようにすることは、一つの方法と言え
るでしょう。また、従業員に、必要なツール、情
報、
ストーリーを提供することも、一つの方策と
言えます。3M は、
自社の営業員に、
鮮明で、
扱
いやすいイノベーションの事例を、詳細に渡る
ブランドガイドブックの中で紹介しています。
営業員は、
ブランドの革新的なテーマに親しん
でいるだけではなく、アイディアが浮かんだ
きっかけや、
どのように技術が活用されている
かなど、
商品にまつわる興味深い事実やストー

リーを共有できるようになっています。このよう
な思いがけない豆知識が顧客や営業先の興
味をそそり、
ブランドに対する認識の強化や社
内プロセスの透明性のアピールにつながって
いるのです。

the answer is often in supporting and liberating
your employees to deliver faster and more
flexible decision-making, allowing them to
respond to customer needs on the ground. Part
of the answer can also be in equipping your
employees with the tools, information and
stories they need. 3M gave client-facing
representatives lively and actionable examples
of 3M innovations as part of a detailed brand
guidebook. Representatives are not only familiar
with the brand’s innovative themes, but they
also have interesting facts and stories to share
about the products they sell — where the ideas
came from and how the technologies are

applied. These unexpected details intrigue
potential and current clients, reinforcing brand
perceptions and offering transparency around
internal processes.

Promise a true customer relationship
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サプライヤーではなく、パートナーとなること。
Become a partner, not a supplier

B2B 企業は、顧客との関係におけるリポジショ

世界最大のソフトウェア開発企業の一つであ
るCA Technologiesは、
以前、
単一製品型のテ
クノロジーを扱っていました。しかし、同社の
顧客である IT 部門が求めているのは、企業規
模のソリューションだということに気づきまし
た。現在、同社は、製品をただ販売するだけで
はありません。代わりに、
「従来のメインフレー
ムソフトウェアやインフラストラクチャーソフト
ウェアから、
クラウドコンピューティングまで広
がるソリューション群がより大きい価値を創出
する」
というコーポレート・ブランド・ストーリーを
語っています。この戦略的なストーリーは、同
社が、
ビジネスリーダーにとって、単に製品を
取引するだけではなく、
より大局的な戦略目標
を達成するためのパートナーになれる、
というこ
とをうまくまとめています。

B2B companies are increasingly using brands to
reposition themselves with customers. Businesses no longer want to be seen as suppliers or
vendors, selling on customers’ terms. Instead,
they want to be understood as strategic partners, working collaboratively in long-term,
win-win relationships. This shift is taking place
across the B2B world. Companies undergoing
this transition must take definite steps to ensure
they are perceived in the correct light, to
increase both relationship life and value.

CA Technologies, one of the world’s largest
software developers, used to market single-product technologies. But the company realized that
its IT department customers sought more
enterprisewide solutions. Now, instead of selling
one-off products, CA Technologies tells a
corporate brand story about how solutions
ranging from traditional mainframe and infrastructure software to cloud-computing technologies create greater value. This strategic story
encapsulates the company’s ability to be a
partner that helps business leaders achieve
bigger-picture strategic goals beyond the
product transaction itself.

ニングを図るために、
ブランドを活用するように
なってきています。企業は、顧客の条件に沿っ
て取引するだけのサプライヤーやベンダーとし
てみられるのではなく、
長期的な win-win の関
係に基づいて協働できる、戦略的パートナーと
なることを望んでいるのです。この大きな変化
は、B2B 全体においてみられます。このような
変革を目指す企業は、長期間にわたり価値の
ある関係を築くことができるように、
望ましい姿
で認知されるために必要な対策を取らなけれ
ばなりません。

Become a partner, not a supplier
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このようなパートナーシップモデルは、
向いてい
る場合と向いていない場合があります。例え
CA Technologiesのケースでは、
ば、
このような
パートナーシップモデルが最適でした。よい
パートナーになることが顧客から明らかに求め
られていたからです。しかし、例えば、従来型
の政府調達の場合は、
このようなパートナー
シップは明らかに向いていません。
「パート
ナー」
という言葉はサプライヤーと顧客との間
の馴れ合いを連想させるからです。あなたの
会社はこの二つのどちらのタイプでしょうか？
もしあなたの会社のビジネス戦略が、顧客と
Win-Win で協働的な関係を構築することを目
指しているならば、
ブランドは、
顧客からの期待
と信頼を創出することでその実現に大きく貢献
できます。

Some markets are more conducive to this
partnership model than others. While CA
Technologies demonstrates an ideal partnership,
in other cases, such as traditional government
procurement, even the word “partner” can raise
alarms about perceived collusion between
supplier and customer. As ever, the brand
strategy needs to reflect the business strategy. If
the business strategy seeks the value of win-win,
collaborative relationships, the brand must lead
in creating the expectation and trust in the
minds of customers.

Become a partner, not a supplier
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「直接的な顧客のニーズ」
と
「広範囲にわたる
ステークホルダーの関心」
の双方を深く反映させること。
Connect with both direct customer needs
and broader stakeholder interests

B2Bにおいては、通常、コーポレートブランド
（勤

務先、
投資先）
と、
製品やサービスを傘下に納め
るブランドは同一です。しかし、
双方におけるス
テークホルダーの課題や優先事項は、
異なって
います。よって、
ブランドは、
どちらに対してもう
まく機能するように管理される必要があります。
コーポレートマーケティングはほとんど実施せ
ずに、事業レベルでのマーケティングの総体に
よって、全体のブランドストーリーを作ろうとす
る企業もあります。これで成功する場合もあり
ますが、
その場合は、各部署が伝える個別のプ
ロダクトストーリーに、共通のコーポレートポジ
ショニングを十分に反映させ、全体が部分の
総和以上のものになっていることが、
非常に重
要になるのです。3M では、何の文脈もなしに
個々のプロダクトイノベーションについて語る
のではなく、
イノベーションのきっかけ、
つまり、
ベースとして活用された技術的なブレークス
ルーについて紹介されています。このようにし
て、3M は、各製品の良さだけではなく、
「組織
全体が連携するような組織文化」
と、
「新しいア
イディアを商品開発へとつなげる連鎖反応を

3M は、B2B 顧客に対して、自社をどのように紹介
しているのでしょうか？右の文章は、
同社にとって
大切なことにフォーカスしながらも、
より広範囲に
わたる企業の特徴が、
他のステークホルダーに対
して伝わるようになっています。
Here’s how 3M describes itself to its
B2B customers, focusing on what
matters to them, but in the context of its
broader institutional character for other
stakeholders:

生み出す組織文化を持っている企業」だと印
象付けられるのです。

B2Bストーリーを伝えるために、
また、
コーポレー
トマーケティングに多くを委ねている企業もあり
B2B の顧客が価値
ます。その際に大切なのは、
を見出せるメッセージを発信していくことです。
コーポレートストーリーには、
社会的責任や持続
的可能性、
または、企業の強みなどに集中し過
ぎるきらいがあります。すると、
「この企業と一緒
にビジネスをするとしたらどんな感じだろうか」
B2B 顧客に向けた重要な
という疑問に答える、
プロミスが抜けることになってしまいます。
優れたB2Bマーケターは、
二つの課題を一つに
まとめることで、
ユニークな強みを創出します。
ブランドの価値観
（バリュー）
と核となる信条
（ク
レド）は同じもので構いませんし、
そのまま、人
材募集、従業員研修、IR 活動、営業方針、
マー
ケティングメッセージなどに活用できます。そう
すれば、
ブランドは、
メッセージではなく、
確信と
なります。そして、
その企業の意義を真に示す
ために、
より深い役割を担うことになるのです。

「3M は、
イノベーションカンパニーです。私たちは、
永久に発明を続けます。
なぜなら、世の中を進歩さ
せることに情熱を燃やしているからです。
私たちは、協働関係を尊ぶカルチャーを生かし、世
界の最重要課題を解決するために、
アイディアとテ
クノロジーの終わることのない進化をもたらし、顧客
の競争力の向上に努めます。」

Connect with both direct customer needs and broader stakeholder interests
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In B2B, the corporate brand — where you work and
what you invest in — is usually the same as that
behind the products and services you sell. The
agendas and priorities of the stakeholders in each
case can be different, so the brand needs to be
managed to address both.
Some companies do too little corporate marketing
and rely on the sum of the business-level marketing
to tell the overall story. This can work, but it
becomes critical to infuse the common corporate
positioning into how the business units tell their
individual product stories, so the whole is greater
than the sum of the parts. Rather than talk about its
individual product innovations in a vacuum, 3M
focuses on where the innovations come from — the
previous technological breakthroughs that were
exploited and built on. That way they reinforce not
just the power of each product, but the company’s
systemic culture and ability to harness the chain
reaction of new ideas.

Other companies rely largely on corporate
marketing to tell their B2B stories. The need here is
to keep the message relevant to B2B customers. If,
as often happens, the corporate story is too
centered on social responsibility and sustainability,
or on institutional strength, it is missing the critical
promises for B2B customers about what the
company will be like to do business with.
Leading B2B marketers create unique strength in
uniting the two agendas. The brand’s values and
core tenets can be the same, whether they are used
to woo recruits, train employees, reassure investors
or guide sales and marketing messages. When this
alignment happens, the brand moves from a
message to a belief set, and it plays a deeper role in
truly signifying what a company is about.

“3M is the innovation company that never
stops inventing, because we’re passionate
about making progress happen. We keep our
customers competitive by tapping into our
collaborative culture to provide a never-ending
evolution of ideas and technologies to solve
the world’s most critical problems.”

Connect with both direct customer needs and broader stakeholder interests
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成功するB2Bブランドの
ための三つのルール
Take three steps forward for a successful
B2B brand

B2C の場合と同様に、今日の経済状況において
も成功している B2B ブランドは、従来のマーケ

ティングのテーマを越える視点を持っています。
B2Bブランドに秘められた価値を解き放つには、
次の三つの新たなルールが、
指針として役立つ
でしょう。

Similar to their B2C counterparts, the B2B brands
that thrive in today’s economy look beyond the
traditional focus of marketing. To unlock the value
of B2B brands, three new rules provide a useful
guide:

01

「既製のメッセージの一方的な発信」
にとどまらず、
「本物」
のストーリーおよ
び印象深いエクスペリエンスを構築
すること。
Go beyond communications to tell authentic
stories and craft memorable experiences

02

「単なる一貫性の追求」
にとどまらず、
人間らしく、明確なパーソナリティーを
形成すること。
Go beyond consistency to stay true to a
human and distinct personality

03

「取引の現場の最適化」
にとどまらず、
社内にブランドパーパス
（ブランドの目
的）
への確信を醸成し、
目的達成のた
めの率先的な行動を起こさせること。
Go beyond purchases to inspire internal
belief in the brand purpose and the
initiative to deliver on it

Take three steps forward for a successful B2B brand
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「本物」
のストーリーと印象深い
エクスペリエンスを構築すること。

Tell authentic stories and craft memorable experiences
B2B ブランドの構築において、ストーリーは、
B2C の場合と同じくらい重要です。しかし、今
日、成功を収めているストーリーは、TVCM や

コーポレートムービーで雄弁に語られる、
よく練
られ、細部まで演出された話ではありません。
どちらかといえば、
さまざまな人々によって、
そ
れぞれの方法で語られた、民話のようなものな
のです。それぞれのストーリーが、集団の中で
語り継がれていくうちに、
固有の文化や価値観
が敷衍していきます。ストーリーはエクスペリエ
ンスを定義し、
エクスペリエンスはブランド認識
を形成します。何万人もの従業員が、
セールス
やサービスやパートナーシップの現場で顧客と
やりとりしているようなB2B企業の場合は、
これ
は特に当てはまっていると言えるでしょう。

ブランドは、
マーケティングメッセージ以上のもの
です。よって、
ブランドマネジメントは、
マーケティ
ング部門を越えていかなければなりません。組
織全体が、
ブランドの意義だけではなく、
それが
どのように各従業員の役割に影響するか、
また、
どのように顧客とのやりとりの改善につながる
か、
ということを理解するべきなのです。

SABIC は、世界第 2 位の総合化学品企業で
す。1970 年代にリヤドで創業された同社は、

サウジアラビアの豊富な鉱物資源である炭化
水素原料を利用して、汎用プラスチックを製造
する会社としてスタートしました。いまや500億
ドル規模のグローバル企業となり、四大陸で事
業を展開しているSABICのブランドビジョンは、
「原材料や 特注ソリューションに関する専門知
識を生かして、顧客の目標達成を支援する」
と
いうものです。同社のビジネスの発展は、前述
それぞれのストーリーが、
集団の中で語り継がれて
のサプライヤーからパートナーへの変容の好事
いくうちに、
固有の文化や価値観が敷衍していきます。 例と言えるでしょう。

ストーリーはエクスペリエンスを定義し、
エクスペリエンスはブランド認識を形成します。

The collective retelling instills a distinct culture and
set of values. The story defines the experience, and the
experience shapes brand perceptions.
Stories matter as much in building B2B brands as
they do with B2C. But successful stories today are
not polished, choreographed narratives, eloquently told in television commercials or corporate
videos. They are more of a folk tradition — retold by
different people, each in their own way. The
collective retelling instills a distinct culture and set
of values. The story defines the experience, and the
experience shapes brand perceptions. This is
particularly true in B2B companies where tens of
thousands of employees interact with customers
through sales, service and collaboratively working
together.

Because brand is more than a marketing communications message, the management of brand
needs to be elevated beyond the Marketing
department — the whole organization should
understand not only what the brand means but
also how it impacts each employee’s role and how
they can together improve customers’ interactions.
SABIC is the world’s second largest diversified
chemicals company. Founded in Riyadh in the
1970s, its origins were in manufacturing commodity plastics, exploiting the hydrocarbon feedstock
from Saudi Arabia’s mineral wealth. Now a thriving
$50 billion global enterprise, with operations on
four continents, SABIC’s brand vision is to power
the ambition of its customers, leveraging its
expertise in materials and tailored solutions. Its
business evolution is a good example of the
strategic shift from supplier to partner discussed
earlier.

Tell authentic stories and craft memorable experiences
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人間らしく、明確なパーソナリティーを形成すること。
Stay true to a human and distinct personality
今日、強いブランドは、
ガイドラインやロゴの使
用規定などといったマニュアルに従い、
一貫性
を徹底してきたために、
そうなれたのではありま
せん。むしろ、
その成功の鍵は、
多様で、
人間ら
しく、
その企業ならではのブランドボイスにある
のです。一貫性を保つことだけが目標となって
しまうと、退屈で、柔軟性に欠け、成長できない
ブランドになってしまいます。多くのB2Bブラン
ドは、長く、豊かな歴史を持っていますが、過去
の偉業に重点を置きすぎることは、
望ましくあり
ません。その歴史を現在または未来の顧客
ニーズと関係付けることができなければ、
「過
去の評判に頼っているだけだ」
と思われるだけ
です。
人と同じく、
ブランドにも高い適応力が求めら
れます。ブランドは、多様な地域性、顧客の関
心、
国際市場のトレンドなど、
さまざまな状況に
B2Bブランド
適応しなければなりません。特に、
には、
より強い柔軟性が求められます。一貫性
にこだわったブランドは、表面的には魅力的に
見えるかもしれません。しかし、変化を受け入
れにくいというということは、B2B ブランドに
とって、
大きな問題となります。

しかしながら、
「 一貫性」
という言葉は、
ブラン
ディングではお題目のように唱えられてきまし
た。もちろん、一貫性と活力は必ずしも相反す
るものではありません。指針、価値観、行動に
一貫性を持たせ、
それに基づいてブランドが新
生される、
という場合は別なのです。このような
深いところでの一貫性は、
ブランドを
「本物」
に
します。ブランドマネジメントの最重要課題は、
根底的なレベルでブランドを定義し、管理する
ことなのです。例えば、
従業員に対しては、
「何
をすべきか」
ではなく、
「 何を体現するか」
を伝
えなければいけないのです。
エンパワメントのシステムではよくあることです
が、
この仕組みがうまく機能するためには、相
反する二つの要件が求められます。一つは、
従
業員が自由に、
適応しやすいように振る舞える
こと。もう一つは、組織のカルチャーと行動の
指針を与えるということです。自由がなけれ
ば、システムは硬直してしまい、
カルチャーや
指針がなければ、
その組織のブランドプロミス
の意味は喪失されてしまいます。

Stay true to a human and distinct personality
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Strong brands today go beyond the consistency
of the guidelines book and the logo enforcers.
They thrive by reflecting the authenticity of the
company, in a voice that is often surprisingly
varied and human. Consistency alone is a recipe
for dullness, inflexibility and stagnation. While
many B2B brands have rich, long histories,
placing too much emphasis on historical
accomplishments may not be desirable. If
history doesn’t translate to meeting today’s and
tomorrow’s customer needs, it only reinforces
the idea that the company is trading on its past
reputation.
Like people, brands need to be able to adapt —
to local markets, customer interests and global
trends. B2B brands are based on relationships,
and they must be comfortable with the give-andtake that any relationship requires. Perfectly
consistent brands, however admirable they may
appear, may have trouble evolving.

Yet consistency has been a mantra of branding.
Are consistency and vitality in conflict? Not if the
freshness of a brand is created with a set of
consistent principles, values and behaviors. It is
this deeper consistency that ensures a brand’s
authenticity. The brand management challenge
is to define and manage the brand at this more
fundamental level — not telling colleagues what
to do, but what they should be demonstrating in
whatever it is they are doing.
Like any system of empowerment, making this
work has two sides to it: liberating colleagues to
adapt on the one hand, and setting the culture
and guiding principles on the other. Without the
first, the system is too rigid; without the second,
there is no meaningful brand promise.

Stay true to a human and distinct personality
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従業員にブランドパーパスを信じてもらい、
また、
それを実現するためのイニシアチブを取ってもらうこと。
Inspire internal belief in the brand purpose
and the initiative to deliver on it
ブランディングの成功には、従業員の巻き込み
が不可欠です。これは単に、参加してもらって
良い、
気分になってもらおう、
というわけではな
く、
ブランドプロミスを従業員に理解、共感して
もらい、具体 的な行動をとってもらうための積
極的な取り組みなのです。ブランドは、社外の
顧客に向けて発信するだけでは十分ではあり
ません。従業員にブランドパーパスの実現を目
指してもらうこと、
また、普段の仕事にブランド
の考え方を取り込むように奨励することが求め
られているのです。

プロジェクトチームは、
従業員が、
入社から始ま
り、経営陣と対面したり、上司に管理されたり、
査定や報奨を受けたりすることを含む、同社の
社員として体験する一連の出来事を
「エンプロ
イイージャーニー」
にまとめました。そして、
各ス
テップで、
「SABICブランドの持つ意義を真剣に
受け止めたとき、
それは本来どうあるべきか？」
と問いました。役員会は、
これらのワークショッ
プから出たアイディアの報告を受けて、
ブランド
に必要なグローバルのマネジメントカルチャー
を定義する、
最上位の指針を開発しました。

従業員にブランドの信条に賛同してもらえれ
ブランドに関する従業員エンゲージメントは、
ば、
ブランドの大きな発展につながります。
採用の段階から始めます。Chevron では、
B2B、B2Cを問わず、最も尊敬されているブラン
Google や Microsoftなどの巨大 IT 企業にも就
ドには、
創設者など、
カリスマ的リーダーが率い
職できるような極めて優秀な若いエンジニアを
ているものがあります。このようなリーダーは、 相手に、石油・ガス産業に興味を持ってもらう
目標達成のための道標を示し、
全社一丸となっ
ことが課題でした。調査の結果、Chevron は、
て邁進できるように、社員を団結させます。一 「Human Energy」
という新たなコンセプトに
方、多くの歴史ある、優れた企業には、
そのよう
基づいたブランドを創出することとなりました。
なリーダーがいませんが、代わりに、
ブランドそ
結果、同社は大きな注目を集め、
「Chevron と
のものが、道標を示し、団結を促す、
リーダーの
いうチームの中で、
個人が担う重要な役割と影
役割を担っています。このようなインパクトを
響」
を示す絶好の機会が生まれました。そして、
持つブランドは、
マーケティング部門単独では 「敬遠されがちな事業領域」
というハードルを越
生み出すことはできません。従業員は、
マーケ
え、長期的にグローバルレベルの人材を確保
ティング部門からブランドについて、人事部門
し、
人材開発をすることが可能になりました。
からカルチャーや価値観について、経営の中
枢からビジョンや戦略について、
ラインマネジ
ブランディングには、CEO を含めた経営陣によ
メントによるフィルターを通した情報によって、 るリーダーシップは不可欠ですが、CMO のサ
会社の方向性を感じ取っています。よって、 ポートも重要です。CMO の権限は、社外への
トップの意思の下、
これら三つが一つにまとま
メッセージングだけでなく、社内のエンゲージ
り、
社内への浸透を推進することができれば、
ブ
メントも含みます。CMO は、
ブランドを育て、
守
ランドの真の力が発揮されます。
るということは、
「ひとが中心の時代」では特
に、社内の問題であるということに気づいてき
SABIC のブランディングプロジェクトでは、調
ています。これは、B2B 業界の CMO には特に
整役はコミュニケーション部門が担いました
当てはまります。彼らは、
自らが、組織の中の
が、
リーダーシップは CEOと15 名の役員がとり
変革へのカタリスト
（触媒）
にならなければなら
ました。SABIC のプロジェクトチームは、人事
ないと、
わかってきています。そのためには、
社
部門および各事業部と、一連のワークショップ
外向けのより幅広い課題に取り組む前に、
自ら
を世界中で行い、
ブランドに沿った従業員エク
の組織の中に飛び込み、社内の障害を克服す
スペリエンスを定義しました。
る必要があるのです。
Inspire internal belief in the brand purpose and the initiative to deliver on it
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Involving employees in the brand is critical to
success. This is not just “feel-good” involvement,
but it is instead a more active effort to inspire
internal belief and enable tangible action to
deliver the brand promise. Brand cannot just be
communicated externally to the customer.
Instead, employees must be recruited into the
brand purpose and encouraged to apply the
brand to their own work.
Enlisting employees into brand principles can
transform brand development. Some of the
most admired brands — in B2B and B2C — have
individual charismatic leaders, often founders, at
the helm. These leaders provide a beacon for
and unite the company behind a collective effort
to get there. On the other hand, many long-established highly successful corporations do not
have that style of leadership; however, for them,
brand can play a comparable leadership role,
both as a beacon and as a uniting force. The
Marketing department cannot create this impact
alone. Employees sense the direction of a
company from three central sources — brand
from Marketing, culture and values from Human
Resources, and vision and strategy from the
corporate center — all filtered through the
influences of line management. The real power
comes when these different sources are
coordinated as one, driven from the top and
cascaded through the line.
At SABIC, while the communications team
coordinated and drove the branding effort,
leadership sat clearly with the chief executive
officer and the company’s 15-member executive
committee. The SABIC brand team also worked
with its Human Resources department (and
business units) in a series of workshops around
the world to define the brand-led

employee experience.
The teams worked their way through the
employee journey — from joining the company,
to meeting the leadership and being managed,
to how they were measured and rewarded. At
each step they asked, “How should this happen
at SABIC given what our brand represents?” The
ideas from these workshops were presented to
the whole executive committee, which developed a set of high-level principles defining the
global management culture that the brand
required.
Engaging employees with the brand starts
during the recruiting process. For Chevron, the
challenge is to attract the brightest young
engineers to the oil and gas industry when they
could work with technology giants like Google
and Microsoft. Research led Chevron to create a
brand based on Human Energy. It helped the
company stand out and showcase the important
role and influence of individuals within Chevron’s
teams, which helped to overcome the industry
hurdle and support the company’s long-term
global human resource growth and development.
While demonstrated leadership from the CEO
and the broader leadership team is vital, chief
marketing officers can help lead this charge, as
their mandates extend beyond external messaging to include internal engagement. CMOs are
increasingly recognizing that brand stewardship
is, more than ever in the Human Era, an inside
job. This rings particularly true with CMOs in
B2B industries. They are finding they must be
catalysts for change within their organizations.
To do so, CMOs must dive into their organizations and hurdle internal barriers before driving
the external, broader agenda.

Inspire internal belief in the brand purpose and the initiative to deliver on it
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Conclusion
まとめ

ブランドによって、引き合いをもらえたり、セールスがうまくいった
りします。
しかし、
そのより重要な役目は、長期的な関係を育てる
ことにあります。
B2B 企業は、顧客との間に本物のパートナーシップを築き、社内
のカルチャーに、従業員にインスピレーションを与える、目的とアイ
デンティティをもたらす必要があります。B2B 企業は、従業員に
よって、つまり、顧客とのやりとりを通して、
ブランドを実現します。
そして、
そうすることで、
「ひとが中心の時代」
において成功するこ
とができるのです。
Brand drives leads and sales, but more important, brand fosters
lasting relationships. B2B companies establish genuine partnerships
with their customers, and they infuse their internal culture with an
inspiring purpose and identity. It is the B2B companies that drive their
brand through their employees, and, therefore, through their customer
interactions, that will thrive in the Human Era.

Conclusion
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