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ブランドの舵取り
継続的な成長にはバランスの取れたマーケティング戦略が必要

はじめに
昨年春、新型コロナウイルスが出現したことで、 あらゆる規模のブランドが予算や利益を温存しようとマーケティング活動を縮小し
ました。特に、ブランド認知のための活動は早々に先送りされ、コカ・コラーラやゼネラルモーターズ、Netflix などの巨大多国籍企
業でさえもブランド構築に急ブレーキをかけました。*
コロナ禍での生活が始まってから 1 年以上が過ぎ、ニューノーマルが浸透してきていることから、マーケティング担当者は、ブランドの
アクティベーション戦略だけを強化するのではなく、アクティベーションとブランドマーケティング戦略の両方の展開を考える必要があり
ます。すぐにでも購入してくれる消費者とのエンゲージメント確保はもちろん重要ですが、コロナ禍であっても、効果的なブランドマー
ケティングはミドルファネルやローワーファネルの活性化以上に重要です。
ここしばらくの間、マーケティング業界では、コンバージョン主導のマーケティングが重視されてきました。コンバージョン主導のマーケテ
ィングが魅力的なのは、来期ではなく今期の売上に即つながるからです。つまり、即効性のある満足感を得ることに重きが置かれて
いるのです。CMO の任期や業績報告のサイクルが短くなっていることもこの流れに拍車を掛けており、短期的な売上や、コンバー
ジョン主導マーケティングの効果測定を重視する姿勢が、こうした戦略への投資拡大につながっています。これに対して、アッパーフ
ァネルマーケティングが売上にもたらす効果が十分目に見えて現れるようになるまでには時間がかかります。ジョン・ワナメーカーの古
い格言にならい、仮にマーケティング活動で効果が出るのは半分だけだと考えるマーケティング担当者がいた場合、 その効果が出
た半分というのはローワーファネルに対する活動だと答える人が多いでしょう。
しかし、アッパーファネルマーケティングこそ成長への最適な道だとする学術研究も数多くあり、コンバージョン主導のマーケティング戦
略はこれと正反対の戦略と言えます。例えばアレンバーグ・バス研究所はかねて、顧客獲得の最適な方法は認知（または「メンタ
ル・アベイラビリティ」）であると唱えており、ひいては、これが成長につながる唯一の正しい道だとしています。認知の価値を身をもっ
て学んできたブランドもあり、業界を問わずさまざまな企業が、アクティベーションを重視するあまり、ブランド構築を放棄してしまった
という失敗を公に認めています。Gap や Adidas、TripAdvisor、Booking Holdings（旧 Priceline）などは、ブランド構築
の重要性を実感した企業のほんの一例であり、 長期的なエクイティを構築し、 維持するためにはもっと努力する必要があると語
っています。

ブランド構築マーケティングとコンバージョンマーケティングの性質の違い

ブランド
構築

アッパーファネルマーケティング
消費者の認知を促すようなメッセージング
リーチが広い
長期
将来的な売上を向上

ローワーファネルマーケティング
コンバージョン

消費者の購入を促すようなメッセージング
リーチが狭い
短期
当面の売上を向上

*出典：The Drum, Nielsen Ad Intel
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認知と検討の知られざる重要性
ROI を達成しなければならないというプレッシャーの下で働くことはマーケティング担当者の宿命ですが、コロナ禍後の未来に向け、
成長への期待はますます高まっています。他のブランドの公式（あるいは非公式）な教訓が示すように、成長を実現するには、ミ
ッドファネルやローワーファネルの取り組みと並行して、アッパーファネルつまりブランド構築施策を再活性化するバランスの取れたマー
ケティング戦略が欠かせません。重要なことは、ブランド構築の努力は売上を伸ばすひとつの手段になるということです。ニールセン
の知見によると、認知や検討などのブランド指標が 1 ポイント上昇すると、売上が平均 1%増加することが分かっています。
また、アッパーファネルへの施策は、販売活動の効率化につながるさまざまな効果も付随的にもたらします。例えば、ニールセンは先
頃、某金融サービス企業のマーケティング活動が売上にもたらした効果の度合いを約 20 の市場で調査しました。調査開始時点
では、ブランド認知度やブランド検討度は市場ごとに異なっていましたが、調査終了後、アッパーファネルのブランド指標とマーケテ
ィング効率には、非常に強い相関関係（0.73）があることが分かりました。つまり、ブランドにとってエクイティを構築することは、売
上に直接つながるというメリットがあるだけでなく、アクティベーション施策の効率を向上させるという間接的なメリットもあると考えられ
ます。
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失われつつあるブランドエクイティの伝統的ソース
広告は決してやめてはいけません。ブランドにとって認知度を高める必要性はかつてないほど高まっています。 選択肢やアクセス方
法が広がったこともあり、消費者の記憶に残ることは売上を大きく左右します。ニールセンのデータを見ると、ブランドエクイティの 10
～35%をマーケティングが担っていることが分かります。また、エクイティは、店内の棚にある商品や店頭の看板が目に入るようにし
たり、普段使用している商品でも、例えば車に乗る度にブランドをさりげなく思い出させたりすることなど、ブランドの可視化によっても
蓄積されています。ブランド側にしてみれば、こうしたマーケティング以外のエクイティソースは当たり前と思いがちですが、 今はこうし
た意識はリスクを招きかねません。それには以下のような理由があります。
車で店舗に行って買い物をする人が少なくなり、
棚や店頭でロゴを全く目にしなくなっていること
から、エクイティを維持する機会が減っています。
オンラインには「棚」が無限にあるため、1 つのブ
ランドだけを目立たせることがますます難しくなって
います。
電子機器から自動車、木材に至るまでサプライ
チェーンが混乱したことで、ブランドや商品在庫に
影響が生じ、消費者が他のブランドに手を出さ
ざるを得なくなりました。こうした状況や行動によっ
て、エクイティのソースが失われています。

エクイティの損失は、従来のチャネルやデジタルチャネルでのブランドリテンションやトライアル率にも影響を及ぼします。例えば、
Nielsen Commspoint のデータによると、米国の消費財（CPG）市場では、リアル店舗での購入の 4.3%は「過去に購入し
たことのないブランド」が占めていました。一方、オンラインの買い物では、この数字が 12.1%に跳ね上がっています。 新しいブラン
ドの商品の購入率が上がったということは、それまで定期的に利用されていたブランドの売上がその分減ったということです。消費財
に関して、定期利用ブランドの購入率は、リアル店舗では 83%なのに対し、オンラインでは 72%に落ち込んでいます。
このように、マーケティング以外のエクイティソースが厳しい状況にさらされていることから、ブランドの健全性を維持するうえでのマーケ
ティングの重要性が高まっています。
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今こそバランスの取れたマーケティング戦略が必要
Gap や Adidas などのブランドが実施した、コロナ禍前に策定されたマーケティング戦略のバランス見直しから、ある重要なことがう
かがえます。それは、ブランドの構築と維持には、単に売上を維持するだけでは不十分だということです。 このインサイトに基づき、
ブランドは、売上を伸ばすのに最適なチャネルは、認知度を高めるには理想的ではない可能性があることを理解する必要がありま
す。特定のチャネルがアッパーファネルとローワーファネルへのそれぞれの施策にもたらす効果には多少の相関性はあっても、どのチャ
ネルに資本を投じるかを選択する際には、この相関性はさほど役には立ちません。
それを説明するため、ある保険ブランドによるマーケティング支出の事例を見てみましょう。ローワーファネルへの効果を利用して アッ
パーファネル（認知）も最適化する難しさがまさに浮き彫りになっています。

チャネル効果：短期効果と長期効果の比較
チャネルごとの効果と
マーケティング全体における効果の指数の比較
チャネルでの

短期的な

マーケティング支出の割合

売上向上の効果

チャネル 1

30%

87

44

チャネル 2

17%

106

92

チャネル 3

14%

113

45

チャネル 4

8%

115

36

チャネル 5

6%

58

44

チャネル 6

5%

86

191

チャネル 7

4%

169

330

チャネル 8

4%

21

103

チャネル 9

4%

73

86

認知と検討促進の効果

表の見方：あるキャンペーンにおけるチャネル 1 のマーケティング支出は全体の 30%を占めている。この 30%の支出に対して、チャネル 1 の短期的な売上は予想（支
出率で公平に計算した場合）より 13%少なく、認知と検討は予想より 56%少なかった。
出典：Nielsen Marketing Mix Models
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これら 9 つのチャネル全体を見たマーケティング担当者は、短期的売上効果の結果を踏まえてチャネル 1 と 5 への支出を減らす
かもしれません。しかし、どのチャネルへの支出を増やすかを決める際には、ただ売上効果だけを見るのではなく、他の効果を測るこ
との方が重要になってきます。
売上効果だけに注目すると、チャネル 2 の代わりにチャネル 3 と 4 への支出を増やそうと思うかもしれませんが、それでは将来的な
売上機会が減ってしまう恐れがあります。また、認知と検討の促進に関してチャネル 6 が既に非常に大きな効果を生んでいるにも
かかわらず、短期的な売上効果をばかりを重視すると、このチャネルへのさらなる支出を見送ってしまう可能性もあります。
ブランド構築効果と売上効果の両方の測定が重要だと言えるのは、何もこのケースに限りません。チャネルが長期的な売上向上
にもたらす効果を調べることによって、潜在的な売上効果を持つ認知などのアッパーファネルのブランド指標を向上させるうえで、ど
のチャネルがどれだけ効果を発揮するかを把握できるようになります。 例えば一般的にテレビがブランド認知のチャネルとして最適
であると考えられています。確かにそのとおりで、平均して見れば、テレビは長期的な売上向上に特に効果があるチャネルの 1 つで
はあります。しかし、キャンペーンはひとつひとつ性格が異なるため、テレビの効果もそれに伴って変わってきます。ニールセンのマーケ
ティングミックス調査の 25%では、長期的な効果の創出面において、テレビは全チャネルの中で最下位だった一方で、別の 25%
では最も優れていたという相反する結果になっています。

長期的な効果の創出面において
ニールセンによるマーケティングミックス調査の 25%では
テレビは全チャネルの中で最下位だった一方で
別の 25%では最上位に分類されました。
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成長するには、メッセージングとチャネルを
正しく組み合わせることが重要
消費者があるブランドのことを知ろうとしているとき、そのブランドからのメッセージが極めて重要になります。ニーズは人それぞれで異
なるうえ、顧客の生活する世界も多様であることをブランドは認識しておく必要があります。例えば、2020 年第 2 四半期にニール
センと Wizer が共同で実施した調査によると、米国では実に 90%もの人が、コロナ禍において消費者を支援している企業に高
い好感を持っているという結果が出ました。コロナ禍に突入して 1 年以上が過ぎた今、状況は変わり、米国では 18 歳以上の人
のうち 55%が、今年中に今までどおりの生活に戻れるだろうと考えています。重要なことは、パンデミックの間、消費者はほぼ毎週
のように新しい情報に直面し、その情報が消費者の信念や考え方に影響を与えているということです。コロナ禍においても、コロナ
禍後においても、ブランドメッセージが重要であることに変わりありません。
アッパーファネルの指標を大切にするためには、メッセージとチャネルの密接な連携が必要ですが、ブランド構築を行う際には特に重
要です。これを実証するため、家電ブランドと自動車ブランドという全く異なる 2 つのブランドでのメッセージング戦略によるマーケテ
ィング効果を見てみましょう。各ブランドの短期と長期の両方の効果を測定したところ、次のことがわかりました。
●

ローワーファネル向けのメッセージは、アッパーファネル向けのメッセージより短期的な効果が高い一方、長期的な付加価値を
あまりもたらさない。

●

アッパーファネル向けのメッセージは、短期的な効果は若干低いものの、長期的には大きな付加価値をもたらす。

メッセージタイプが短期的・長期的に売上に与える影響

自動車ブランドの

アッパーファネル

ケース

向けメッセージ
ローワーファネル
向けメッセージ

家電ブランドの

アッパーファネル

ケース

向けメッセージ
ローワーファネル
向けメッセージ

短期効果指数

長期効果指数

（全体との比較）

（全体との比較）

95

118

107

82

93

187

105

40

表の見方：自動車ブランドでのアッパーファネル向けのメッセージは、短期の売上向上に関して全メディアより 5%効果が低く、長期の売上向上に関して全メディアより
18%効果が高かった。
出典： Nielsen Marketing Mix Models
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この 2 つのケースを特定のチャネルという観点から見てみると、結果はさらに明確になります。アッパーファネル向けのメッセージでは、
動画とオフラインメディアが短期･長期両方の売上向上に非常に高い効果を発揮し、ローワーファネル向けのメッセージでは、 非
動画とオンラインメディアが長期の売上向上より短期の売上向上に高い効果を発揮しました。

マーケティング効果に関するメッセージング戦略と
メディアチャネルの関係性

自動車ブランドの
ケース

アッパーファネル向け
のメッセージ

動画 対 非動画
オンライン 対
オフライン

ローワーファネル向け
のメッセージ

動画 対 非動画
オンライン 対
オフライン

家電ブランドの
ケース

アッパーファネル向け
のメッセージ

動画 対 非動画
オンライン 対
オフライン

ローワーファネル向け
のメッセージ

動画 対 非動画
オンライン 対
オフライン

短期効果指数（全体との比較）

長期効果指数（全体との比較）

動画の方が 25%効果が高い

動画の方が 40%効果が高い

オフラインの方が 15%効果が高い

オフラインの方が 20%効果が高い

非動画の方が 10%効果が高い

動画の方が 50%効果が高い

オンラインの方が 15%効果が高い

オフラインの方が 50%効果が高い

動画の方が 25%効果が高い

動画の方が 5 倍効果が高い

オンラインの方が 50%効果が高い

オフラインの方が 20%効果が高い

データなし

データなし

（ローワーファネル向け動画なし）

（ローワーファネル向け動画なし）

同等

オフラインの方が 40%効果が高い

表の見方：自動車ブランドでアッパーファネル向けのメッセージングを行った際、動画チャネルは、短期の売上向上に関して非動画チャネルより 25%効果が高く、長期の
売上向上に関して 40%効果が高かった。
出典：Nielsen Marketing Mix Models

ローワーファネルとアッパーファネルのマーケティング戦略を最適化することで、短期売上と長期売上の両方を向上させられることが
分かってきました。例えば、自動車業界で最近行われた調査では、短期的な売上だけに焦点を当てるのではなく、短期的および
長期的な売上にマーケティングを最適化することで、ブランドの売上を 12％増やすことができたという結果が出ています。また、家
電業界でも同様の調査を行ったところ、短期売上が最も向上するような施策を実施した場合、増分支出に対する ROI が基準
を 8%下回る一方、長期売上が最も向上するような施策を実施した場合、ROI が 78%高くなるという結果が出ています。
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短期目標と長期目標のそれぞれを、どの程度重視すればよいかは把握しづらいかもしれませんが、マーケティングに関する意思決
定を行う際には、以下の点を考慮すべきでしょう。
●

事業として最低限求められる短期目標は何か？

●

事業には成果が出るまで時間がかかるのを待てるだけの柔軟性があるか？

●

アッパーファネルとローワーファネル向けのメッセージングのバランスに関する業界他社の動向は？

アレンバーグ・バス研究所の基礎調査に加え、Institute of Practitioners in Advertising（IPA）による 2013 年の学術
調査でも、ブランド構築戦略こそが長期的な事業成長に必要だという主張がなされて以降、ブランド構築を強化するケースが増え
てきています。さらに IPA は、長期施策と短期施策の最適なバランスは 60:40 だとする大胆な主張までしています。ただ、この割
合には過度にとらわれるべきではありません。むしろ、自社のブランド構築施策を評価し、アッパーファネルとローワーファネル両方の
メッセージングで、シェアオブボイスをバランスよく確保するべきでしょう。
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マーケティング担当者にとっての重要ポイント
アッパーファネルマーケティングを投資の要に
●

アッパーファネルマーケティングを軽視するブランドは失敗しがちです。

●

マーケティング以外のエクイティソースが失われつつあり、もしかするとブランドエクイティは既に低下しているかもしれません。
ブランド構築に力を入れれば、こうした損失を補うことができます。

●

ブランド構築に力を入れれば、直接売上につながるだけでなく、アクティベーション施策の効率も向上させることができます。

アッパーファネルへの施策に対する組織の理解促進と支援強化
●

ブランド構築によってもたらされる潜在的な売上効果について、組織内での啓蒙を行いましょう。

●

アッパーファネルマーケティングによる長期的な売上効果や、ブランドエクイティに対する効果を測定しましょう。効果の裏付けを
取り、最終的に売上として形になるまで辛抱が必要だという認識を広めることが目的です。

»

ブランドエクイティの構築に最適なチャネルに関するベンチマークを、自社ブランドにそのまま当てはめることができるとは思
わないでください。キャンペーンによってチャネルの効果は大きく変わる可能性があります。

»

目的の数値が上がったことを確認しやすくするため、ローワーファネル向けのメッセージによる効果とアッパーファネル向けの
メッセージによる効果を別々に測定しましょう（アッパーファネル向けのメッセージでブランド指標を高められそうか、 ロー
ワーファネル向けのメッセージで売上を向上させられそうか、ということを確認しやすくするためです。2 つをまとめて 測定
してしまうと、全体としてのリフトが押し下げられるおそれがあります）。
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二元的な目標と、それがはらむ矛盾を受け入れる
●

マーケティング担当者は、目先の売上目標を達成しつつ、将来的な発展を見据えたブランド構築も行わなければなりません。
ただ、予算には限りがあり、一方を重視すればもう一方がおろそかになってしまうおそれもあることから、 この 2 つは相反してい
るようにも思えます。また、メディアチャネルとメッセージング戦略の最適な組み合わせ方は、 短期目標と長期目標のどちらか
一方だけを最大化する場合とはおそらく異なってくるでしょう。

●

仮に一方の目標に対して最適化しつつ、それをもう一方の目標に対しても機能させることができれば、誤った戦略を取ってしま
ったと、後になって認めるようなケースはなくなるでしょう。この点はぜひ覚えておいてください。これまでの経験や調査が物語って
いるように、2 つのことを同時に行う必要があるのです。

●

2 つの目標に対して同時に最適化するには、次のことが必要です。

»

短期または長期の目標だけでなく、 総売上に対してマーケティングミックスを最適化することを検討してください。先に述
べたような短期 ROI と長期 ROI の両方を既に算出していれば、総売上は有益な目標になります。あるいは、組織の
優先順位に応じて短期 ROI と長期 ROI を重み付けしてからそれらを組み合わせ、最適化に使用するという方法もあ
ります。

»

総売上への効果が薄い場合は、最適化を順に行ってみましょう。例として、まず長期のブランド効果と短期の売上効果
に対して最適化するシミュレーションを別々に行います。次に、その結果を組み合わせて、2 つの効果が共に最も高くな
るようなハイブリッドな計画を策定します。そして最後に、その計画のシミュレーションを行い、達成目標や期待値を設定
します。

●

計画を策定したら、方針を維持しましょう。バランスの取れた計画を立てても、短期的な期待が高まったり、売上が期待を下
回ったりして、計画の達成が困難になる場合があります。そのような場合は、短期的な売上や効果の測定、最適化を 頻繁
に行って計画がうまくいっているかを調べ、バランスの取れた計画が機能していることを証明し、 必要な変更が軽微であり、バ
ランスの取れていないアプローチに戻らないようにすることを検討してください。

市場と相乗効果を考えて実行する
●

メッセージとチャネルの組み合わせにより、大きな相乗効果が得られ、 マーケティング活動の効果を高めることができることを覚
えておいてください。

●

それぞれのメッセージング戦略における自社のシェアオブボイスを測定できるよう、競合他社の広告データを調査し、アッパーファ
ネルとローワーファネルのクリエイティブ別に分類しましょう。また、他社のクリエイティブをアッパーファネルとローワーファネルにどのよ
うに分類するか、その基準を組織として決めておきましょう。そうすることで、自社ならではのファネルに対する見方を

他社の

施策にも当てはめられるようになります。
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ニールセンについて
Nielsen Holdings plc（NYSE：NLSN）は、メディア業界の全体的かつ客観的な理解を提供
するための世界有数のデータと分析を提供しています。ニールセンはオーディエンスの測定、オーディ
エンスの成果、コンテンツに関するサービスを通じて、クライアントとパートナーに複雑な問題に対する
シンプルなソリューションを提供することで、クライアントの投資や成長戦略の価値を最適化していま
す。ニールセンは、重複を排除したクロスメディア・オーディエンス測定を提供できる唯一の企業です。
ニールセンとクライアントにとって、Audience is Everything TM であり、ニールセンはすべてのオー
ディエンスの声が重要であることを保証することに取り組んでいます。
S&P 500 企業としてニールセンは、約 60 カ国で測定と分析のサービスを提供しています。詳細は
当社ウェブサイトをご覧ください：www.nielsen.com。
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