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1. 序論 

 
アップルインコーポレイテッドはアメリカのデジタル家電メーカーだ。しかし、アッ

プルと聞いて多くの人は iPod を思い浮かべるだろう。今や iPod はデジタルオーディオ

の代名詞になるほど認知度を高めている。創業以来、パソコンメーカーであったアップル

が、なぜ小さなデジタルオーディオプレーヤーを世界的にヒットさせることができたのか。

この論文ではアップルの戦略について述べていきたい。 
第 2 章はアップルの製品とサービスの特徴を説明する。一つ目に世界的に大成功を収

めた iPod と iTunesStore、二つ目に 2008 年 7 月に発売され話題になった iPhone、 後

に二つの製品の源流となった Macintosh である。 
第 3 章はユーザを魅了するアップルのブランド構築について iPod をテーマに述べる。

アップルは iPod によって、ナイキやディズニーに匹敵するライフスタイルブランドにま

で成長した。iPod を始めとするアップル製品は、徹底的なブランド戦略によってユーザ

の愛着を得ている。この過程は人間が恋愛する過程に似ているため、iPod を女性に擬え

てブランド構築を述べる。 
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第 4 章はアップルという企業の特徴を述べたい。一つはカリスマ的なアップル CEO の

スティーブ・ジョブズ、次にアップルの製品に対する独特の発想である。 
 

2. 製品戦略 

 
2.1 iPodと iTunes Store 

iPod はアップルインコーポレイテッドが 2001 年に発売したデジタルオーディオプレ

ーヤーである。iPod の認知度もまだそれほど高くなかった時期に iPod mini を色んな人

に見せて感想を聞くと、皆、決まって「おもちゃみたいだ」という感想だった。全くその

通りだと思いながらも、気がつけば iPod は一躍ファッショナブルな人のアイコンとなり、

ライフスタイルブランドへと成長したのである。iPod よりも機能や音質のいい製品は多

く存在するのに、なぜ iPod ばかりが売れるのだろうか。それには 5 つの秘訣があると考

えられる。 
①卓越したデザイン  iPod のデザインはシンプルだ。iPod に馴染みのない人でさえ

一度見ただけで絵に描けてしまうだろう。しかし、シンプルほど複雑なデザインはない。

しかも使いやすくしようとするほどボタンや機能が多くなってしまう傾向がある。例とし

て HD レコーダーのリモコンがあげられる。使う機能に対してボタンの数が多いのであ

る。それに比べると iPod はシンプル極まりないデザインだ。それは複雑な仕様を開発者

が極限まで削ったブラッシュアップの賜物である。 
②使いやすさ  iPod は説明書を読まなくても直感的に操作できる。その要因はクリ

ックホイールと iTunes にある。クリックホイールは指を滑らせて項目を選択する iPod
独特のユーザインタフェースだ。リモコンのように機能ごとにボタンはない。初めて操作

する時は少々わかりにくい面もあるが、マスターしてしまえば快適に操作できる。数百曲

の中から一曲を選ぶには 適なユーザインタフェースである。iTunes はアップルが提供

する音楽ライブラリソフトである。iPod の楽曲データ管理を行う。マック OS をベース

にして作られているため視覚的に操作をすることができる。それに加えて、iPod と操作

体系が一貫していているため共通点が多く、ウィンドウズユーザでも操作しやすい。もし

iTunes が他の音楽ライブラリソフトのように完成度の低いソフトだったならば iPod のク

リックホイールが生かせずに終わっただろう。 
③価格  iPodは優れた工業デザイン、使いやすさ、大容量のハードディスクを備え

ているのに安価に設定されている。定番となったiPod classic(120G)の価格は 29,800 円

(2008 年 11 月現在)だ。手の平に収まる電機製品に三万円近い値は高く感じるかもしれな

いが、iPodに搭載された東芝製のハードディスク(S/No.MK1214GAH 120GB 8mm)だけ

でも販売価格は 20,000 円以上の値 2がついている。多くのユーザに使ってもらえるよう

限界まで価格を抑えているのである。 

                                                 

④ブランド  アップルは過去にマックでブランド力を落としたことがあるため、徹

底的にブランドを作り込んでいる。その構築力は他の有名なライフスタイルブランドと同

様、あるいはそれ以上だ。アップルの価値の大半はブランドのためにあるが、それは後に

 
2 参考価格 htp://www.watch.impress.co.jp/akiba/i/hotline/20080322/ni_cmk1214gah.htm 
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詳しく述べる。 
⑤生態系  製品は波及して生まれた製品が多いほど難攻不落になる。今まで述べた

iPod の強みは iPod より優れた製品を作ることができれば他社も取って代わることができ

てしまう。しかし、iPod は簡単に切り崩されない三つの生態系を構築している。 
 一つはアップルが築いた生態系だ。iTunes のメニュー内には iTunes Store という音楽

配信サービスがある。ここで購入した曲は iTunes と iPod 内でしか再生することができ

ないため、必然的に iTunes で曲を購入したユーザは次に購入するデジタルオーディオプ

レーヤーも iPod になるのである。 
 二つ目は他社が築いた生態系である。iPod には驚くほど多くのアクセサリーが存在す

る。傷の付きやすい、シンプルなデザインだからこそユーザは保護し、飾りたくなるので

ある。大抵のアクセサリーは iPod 専用で他のデジタルオーディオプレーヤーには使用で

きないため、ユーザは iPod を選んでしまうのである。 
 後はユーザが築いた生態系だ。iPod ファンによるコミュニティーは数多く存在する。

iPod で DJ をするファンもいれば、次期 iPod のデザインを予想するファン、作ったコン

テンツを見て楽しむファンもいる。こうした iPod ファンはリスペクトの対象として iPod
を扱うため、次の買い替えでも iPod を選ぶ可能性が高い。 

iTunes Store  ユーザは音楽 CD の音楽をパソコンに取り込んだあと iPod に転送する。

しかし、これではデータ化された音楽を CD に焼き、再度データ化していることになる。

そんな手間をかけなくてもインターネット経由でデータを買えるように 2003 年に立ち上

げられたサービスが iTunes Store だ。これには二つの狙いがある。一つは iTunes と

iPod でのみ再生できるファイル形式にすることで自身が築いた生態系を強固なものにす

る点。二つ目はこの頃蔓延していた違法音楽ファイルのコピーで無価値に等しかったコン

テンツに対価をつけようとした点である。 
しかし、音楽配信サービスを成功させているレーベルはなかった。ユーザはレーベル

を気にせず音楽を購入したかったのである。そこでアップルはレーベルに関係なくメジャ

ーアーティストの曲を取り揃え、一曲 99 セント(日本版iTunes Storeでは 150 円と 200
円の 2 プライス制)に価格を設定した。結果は 2006 年 9 月時点で、米国における合法音

楽ダウンロード販売サービス市場で 70% 3を超える圧倒的シェアを誇るようになった。 
iTunes Store は成功したものの、アップルは iTunes Store でほとんど利益を得ていな

い。そんな事業運営をしていても意味がないように思えるが、iTunes の利益自体は iPod
の売り上げでカバーしている。現在ではトロイの木馬のように iTunes Store が iPod の生

態系を繁栄させながらも、 終的にはマック購入への障壁を崩そうとしているのである。 
 

2.2 iPhone 

アップルは iPhone を発表するにあたり社名からコンピューターを外し、コンピュータ

メーカーからの脱却を宣言した。それほどアップルは自身の命運をこの製品に託している

のである。iPhone は機能だけみると、iPod＋携帯電話＋インターネット端末である。現

在の携帯電話と比べても変わりないように見えるが、触って初めて普通の携帯電話と違う

ことがわかる。 

                                                  
3 http://ja.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store 
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まず一つ目は直感的な理解を促し、誤作動を減らす高いユーザインタフェースを持つ

点。二つ目はスマートフォンのように汎用性が高い点である。この二つは 2001 年にアッ

プルが立ち上げたデジタルハブ構想 4におけるフェデレート端末の条件だ。iPhoneは長期

的な展望を踏まえた見通しの良い設計をされている。 
日本でも 7 月にiPhoneが発売され、メディアからも高い注目を受けたが売れ行きは今

ひとつ 5である。日本のハイスペックな携帯電話と比べると不可能なことが多く（絵文字

未対応等）、電波状況も良くない点が影響していると考えられる。いずれにしても、携帯

電話業界の勢力図を変えるほどの力を秘めた製品でもあるので、アップルとソフトバンク

がどう対応するか注目である。 
 

2.3 Macintosh 

Macintosh はマックという愛称で親しまれているパソコンだ。ウィンドウズと違って

ハードとソフトの両方をアップルが開発している。一時期は低迷したものの、iPod が大

ヒットとなってから勢いが出てきている。 
マックは視覚的に操作できることが特徴だ。以前、マイクロソフトのビル・ゲイツ 6が

「パソコンは母親に薦められないが、マックならばできる」とインタビューで答えたほど

である 7。これは後のiPodやiPhoneのユーザインタフェースにも影響を与えている。 
また、デザイン性の高い外観も特徴である。他メーカーのパソコンはケーブルや USB

ポートがむき出しで機械的な印象を受けるが、マックはポート類が一箇所に集められ有機

的な印象を受ける。これには開発者とスティーブ・ジョブズの徹底的な作り込みがなされ

ている。マックの美しい外観も iPod や iPhone のシンプルで美しいデザインに影響を与

えた。 
 

3.恋愛のようなブランド戦略 

 
3.1 アップルにおけるブランド戦略とは  

なぜアップルは徹底的なブランド戦略をするのだろうか。アップルは製品の他に AC ア

ダプターや化粧箱、展示、サポートサービスまで並々ならぬ予算をかけている。日本のメ

ーカーならば、製品の開発以外は余計なコストをかけずに売り上げを伸ばしたいと考える

だろう。しかし、アップルはマイクロソフトとの OS シェア競争において、良い製品のみ

では使ってもらえない事を知っている。それゆえに、シェアの獲得だけではなく、ユーザ

に長期間使用してもらうことを前提とした、ブランド戦略をしているのである。 
長く製品を使ってもらうには愛着を持たれることが必要である。まずはユーザに興味

を持ってもらい、 終的には信頼を得る。これは人間が恋愛をする過程に似ているため、

それに擬えて iPod を女性に擬えてアップルのブランド戦略を述べていきたい。 

                                                  
4 林  信行『アップルの法則』青春出版社  2008 年、101 頁以下  
5 フジサンケイビジネスアイ「どうなる  スマートフォン戦線異常あり」http://www.business-
i.jp/news/sou-page/news/200809040080a.nwc 
6 アメリカ合衆国の実業家でマイクロソフト社の共同創業者  
7 大谷和利『iPod を作った男』アスキー新書  2008 年、91 頁以下  
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3.2 サプライズ作戦  

人間は見えないもの、隠されているものを自分の想像に置き換えるとき、実際のイメ

ージより美しいイメージを想像してしまう。人を紹介される際にも写真を見せられるより、

どのような人間か言葉を使って表現される方が想像が膨らむことがある。紹介される人物

が女性ならば「かわいい」という一語にも容姿か仕草か、もしくはどちらも考えられる。

また、その一言で興味を持つ男性もいるだろう。隠されたほうがプラスの補正が働くので

ある。 
代々のアップル製品も、 高経営責任者のスティーブ・ジョブズがプレゼンテーショ

ンを行う製品発表まで実物を見ることはできない。iPhone ように特殊な事例の

                                                 

8はあるも

のの、基本的にはプレゼンテーションの中で製品と仕様が明かされることが定番となって

いる。日本の企業のように予め資料を配布して情報を流すことはせず、発表までは製品の

一斑を見せてメディアの渇望感を煽るのである。 
初代 iPodは製品発表イベントの招待メールに「ヒント…マックについてではありませ

ん」という一文しかなく 9、どのような製品か明かされなかった。アップルはコンピュー

タメーカーであるから電機製品以外の発表は考えられないが、デジタルオーディオプレー

ヤーを見た時はさすがにメディアも衝撃だったに違いないだろう。 
ジョブズのプレゼンテーション後には実際に iPodをマッキントッシュにつなぎ、曲の

転送を行うハンズオンがあった。これは 2001 年に他社で発売されていたデジタルオーデ

ィオプレーヤーとの操作比較を体験してもらうためである。 後にはプレス向けプロトタ

イプiPodとアップル社員が厳選したCD20 枚が配布された 10。電子機器の知識が豊富な記

者が集まっていることから、これは格好の記事材料と言える。アップルはプレゼンテーシ

ョンの衝撃をそのまま記事を書くモチベーションに繋げたのである。 
 

3.3 焦らす  

興味を持つ人はもっと知りたいと思わせる魅力があり、これは興味を好感の意識へと

変えることもできる。人の紹介を有耶無耶にされると逆にどうしても気になってしまう思

考と似ている。だからといって、 初から全てを見せてしまうと情報が交錯して印象を曖

昧にさせてしまうため、多面的に少しずつ見せる方が効果的だ。あまり焦らされると興味

が薄れてしまうかもしれないが、少なくとも一、二度で業を煮やされることはない。少し

ずつ情報を相手に与えることで奥深さが生まれ、ひきつけることができるのである。 
新製品を発表した直後、アップルは一切広告を打たなかった。製品を公式な発表の場

まで秘密保持した反動と、アップル自身が注目度の高い企業（広告塔）でもあるので暫く

はメディアやユーザが話題にするからである。 初はお祭騒ぎのような賑わいを雑誌やブ

ログ等で目にするが、さすがに一ヵ月後には沈静化を見せ始める。それを見計らったよう

にアップルはティーザー広告 11を打つ。この広告にはキーとなる情報しか盛り込まれてい

ないが、アップルらしさが前面に押し出た強烈でインパクトのあるものになっている。し

 
8 携帯電話は FCC(米連邦通信委員会)の認可を受けると自動的に FCC の Web ページに情報が記載され

てしまうため、アップルは FCC へ申請前に iPhone を発表した。  
9 林  信行『アップルの法則』青春出版社  2008 年、121 頁以下  
10 林  信行「今、明かされる初代 iPod 発表会の真実」

http://mac.ascii24.com/mac/news/ipod/2006/10/24/665391-000.html 
11 焦らし広告  
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かも、話題を持続させるために広告の情報が充分に世間に広まったところで新しいCMを

公開する。また、高解像度のCMを公式サイトにアップすることにより、ブログやポータ

ルサイトのニュースでも取り上げられるように計算されている。ユーザへ少しずつ情報を

公開していき渇望感を煽るのである。 
  
3.4 出会いは一流のお店で  

心理学に初頭効果というものがある。人は 初に出来上がった第一印象が先入観とな

り、余程のことがない限りこの先入観を変えないというものだ。出会い 3 秒で第一印象

は決まってしまうので初対面は重要である。もしも知人にたっぷりと紹介を焦らされてや

っと会う時、女性が小ぎれいで、似合う服を着ていたらどうだろうか。初めて会った場所

も落ち着いて居心地の良い場所ならばどうだろうか。きっと印象に残る出会いとなり、そ

の後の付き合い方も変わってしまうかもしれない。 
製品も、購入の際に上質な購入体験を経験できればより愛着が持てるようになる。逆

に、どんなに良い製品でも購入体験が悪ければ愛着を持つ以前に見切りをつけてしまうの

である。iPod は容量の割に価格は手頃だが、安くはない。そのため一目実物を見てから

購入を検討するユーザも多い。店頭での下見はユーザと製品の事実上の初対面となる。製

品の第一印象は購入の意思決定の他にもユーザの信頼（ブランド）にも関ってくるため、

直営店舗にはそれに見合うための設備投資がなされている。 
アップルの直営店舗はアップルストアと呼ばれ、日本国内に 7 店舗 12ある。人の往来が

多い一等地且つファッショナブルな地域に出店されているため、他の用事がてら気軽に入

ることができる。アップル＝デジタル家電メーカーと世間一般に定着しているため、秋葉

原にもアップルストアがあるとよく勘違いされるが、東京には銀座と渋谷の二店舗のみで

ある。秋葉原は様々な電機製品が集まる地域であり、 iPodのようなデジタルオーディオ

プレーヤーを扱う店も多い。価格も定価で買うより何割か安く、 iPod用のアクセサリー

やイヤホンの種類もバラエティに富んでいる。しかし、デジタルオーディオプレーヤーを

探すだけでも専用のコーナーまで行き、スペックと価格を調べ、レジを探して並ばなけれ

ばならない。また、人ごみの中で背の高い棚から商品を探すのには苦労がいる。他の電機

製品を見る予定のない、純粋に iPodを購入したい人にとってはそれだけで疲れてしまう

だろう。 
それに比べるとアップルストアはシンプルでわかりやすい作りになっている。グレー

を基調とした落ち着いた店内に、木製のタイルやメープル木材のテーブルが置かれている。

あまりにもきれいにデザインされているため、デジタル家電メーカーの直営店舗という言

葉自体に違和感を覚えるかもしれない。棚は店内をよく見回せるように全体的に低く設定

されており、手の届きやすい位置に種類やスペックごとの商品が並べてある。モックばか

りの家電量販店と違って店内で触れるサンプルは全て実際に操作することができる。土地

柄、休日などはすごい賑わいをみせるが、サンプルの数が多いため待つことなく触れるこ

とができる。また、製品やアクセサリーが置いてあるだけでなく、様々なワークショップ

13が時間によって開催され、週末にはストアごとにアーティストの生演奏を聴くことや、

                                                  
12 銀座、渋谷、大阪心斎橋、名古屋栄、福岡天神、仙台一番町、札幌の 6 都市 7 店舗  
13 参加者が自主的活動方式で行う講習会  
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音楽に合わせたヨガの体験などもできる。家電量販店内でヨガの体験はちぐはぐな印象を

受けるかもしれないが、アップルストアでは充分に心地よさを実感できるだろう。 
 

3.5 最初はドラマチックに、次からはシンプルに  

初のデートは誰しも緊張するものである。場所や食事、時間など色々な考えをめぐ

らすだろう。そんな中で待ち合わせていた女性が華やかで TPO をわきまえた服装をして

来たらそれだけで考えた甲斐があったというものだ。 
アップルには独特のパッケージ手法というものがある。製品が話題になっている時期

は豪華な化粧箱に詰め、一通り話題になった後は流通コストを抑えるために必要 低限の

シンプルな箱へと変更する。現在は比較的ライトユーザ向けである iPod nano はプラス

チックのクリアケース、ヘビーユーザ向けの iPod classic は重圧感のある黒い化粧箱に変

更されている。 
nano のパッケージは、本体とほぼ同じ大きさのケースに必要 低限の説明書、ケーブ

ル、イヤホン、本体が目一杯に詰められている。とてもコンパクトにまとめられているた

め、購入直後もあまり荷物にはならず、手軽な印象を受ける。 
一方、classic は本体より少々大きめの箱にパッケージされ、上蓋には実物大 iPod の写

真が載っている。イヤホンやケーブル等は白いプラチックの袋にまとめられ、これら付属

品は iPod と仕切るように丁寧に薄い一枚の紙でくるまれている。電機製品に思わせない、

本格的なおもてなしの心を感じさせる作りだ。 
nano はクリアケースのため外から中身が見えてしまうが、classic は箱を開けるまで製

品を見ることはできない。そのため、開封の瞬間まで特別な経験をできるように工夫がこ

らされている。ケースからすぐに外れる nano に対し、classic はずれないようにプラス

チックの台座で固定されている。蓋を開けた瞬間に上蓋の iPod の写真と同じ状態で対面

するという仕組みだ。購入した製品との出会いを小粋に演出している。また、nano、
classic 共に段ボールや発泡スチロールがパッケージに一切使用されていないため、バッ

クヤード的な流通経路を意識せずに済み、冷めることがない。 
 

3.6 誂えがいのあるスタイル  

初のデートで女性が気合を入れていると感じたら嬉しいものだ。興味が好感へと変

わるだろう。二回目のデートでシンプルな服装をしていたらウィンドウショッピングで思

わずアクセサリーや帽子、ストールなどを買ってしまいたくなるかもしれない。シンプル

の強みは自己を主張せず、様々なものと組み合わせる事が可能な点である。 
前述したように、細部に至るまで劇的に演出されてしまったら、初めて触れる瞬間に

感動せずにいられない。独特のパッケージ手法も相俟って、アップル製品には開封の瞬間

に漠然と興奮する魅力がある。私も iPod が台座に固定された様は写真を撮ってしまうほ

ど美しく感じたし、iPhone が発売された時などは購入から使用まで全ての順序を書いた

ブログのエントリーが増えていた。iPod との触れ合いは愛着を持たずにはいられなくな

ってしまうのである。 
iPod は戦略的デザインから傷が付きやすい仕様になっている。前面は強化ガラス、裏

面は鏡面加工の施されたステンレスで、触れば指紋がくっきりと付いてしまう。リモワ社

のアルミスーツケースのようにあえて傷つくことが勲章であるという考え方もできるが、
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全体的にデリケートな製品であるため多くの人は傷がつくことを嫌がる。それに加えて付

属のイヤホンや布製のケースは長時間の使用に向かない。それを逆手に取ったかのように

iPod のアクセサリーは山のように存在する。 
高級アパレルブランドやパソコンの周辺機器メーカーなど、様々な業種のメーカーが

iPod用のケースを発売している。本来ならば一つの製品に対して多くのメーカーが同じ

役割の商品を発売することは珍しい。素材もシリコン、レザー、強化プラスチックなど多

種にわたる。また、ファッション性が高いことから全面スワロフスキー 14で埋め尽くされ

たケースなども存在している。 
ケースの他にも、傷がつかないように画面に貼る保護フィルム、音質を上げるための

ノイズキャンセラ 15付きのイヤホン、車に乗る人ならFMトランスミッター 16、インドア

な人にはドック 17付きスピーカーなど、ユーザのニーズに合わせて多種多様なアクセサリ

ーが存在する。自分の納得のいくまでアクセサリーを揃えようとすると相当の金額と時間

と手間がかかってしまうが、iPodにはそれだけの魅力が詰まっているのである。 
 

3.7 中身も素敵  

どんなに器量が良くても人間性が成っていなければ愛情も冷めてしまう。女性に休日

は何をしているか質問をして「ずっと寝ています」という答えは間違えても聞きたくはな

い。「部屋の中でゆっくりしています」という答えならば、実際には寝ていたとしても理

想と現実のキャップに違和感を覚えさせる事も少ないのではないだろうか。 
いくらパッケージやアクセサリーにこだわり甲斐があるものだとしても使い心地が悪

ければユーザに愛着を持ってはもらえない。広告や直営店で上質なエクスペリエンス 18を

体感できても使用感がそれに見合っていなければ成功したとはいえないのである。 
携帯電話を購入すると読むのも辟易するほど分厚い説明書が必ず同封されている。複

雑な製品のため仕方ないが、必要な機能だけでも直感的な操作感を求めたい。 
それと比べると、iPod はマニュアルなど見なくても使えるほどシンプルな作りになっ

ている。操作画面も、背景の白、文字の黒、オブジェクトの金属味あるグレー、項目選択

時に変化する背景色の青など 4 色しか使用されていない。これは iTunes の画面とほぼ同

じ色使いである。操作方法も iTunes と一貫した操作体系を感じる。 
SONYの製品にウォークマンと音楽ライブラリソフトのSonic Stageというものがある。

音楽配信サービスを行うストアがアップルは iTunesと一体化しているのに対し、Sonic 
StageのMora 19はWebベースのため、別のソフトを扱う感覚に陥る 20。以前iPodを使って

いたユーザが音質にこだわってウォークマンを購入したところ、音楽ライブラリソフトの

扱い辛さと一体感の無さに耐えられずに再度iPodを購入した例もある。 

                                                  
14 スワロフスキー社製のガラス製人工ダイヤの俗称 本物のダイヤのように光の角度で虹色に輝く  
15 消音スピーカー  
16 FM 放送に準拠した変調信号を送信する送信機 カーステレオで聞くことができる  
17 iPod を立てて置くための機器 充電やパソコンとの接続、外部スピーカーへの接続など様々な用途

がある  
18 体験  
19 株式会社レーベルゲートの行う音楽配信サービスの一つ  
20 高橋敦「高橋敦が徹底テスト!iPod nano とワンセグウォークマンの実力を比較する」

http://www.phileweb.com/news/d-av/200710/10/19604.html 
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iPod と iTunes は実際の操作手順もシンプルでわかりやすいこと、操作の一体感を高め

ることでギャップによる冷めを限りなく少なくしているのである。 
 

3.8 長続きさせるには  

長らく同じ女性と付き合っていると多少の不満は出るものだ。しかし、いつまでも不

満を溜め込んでいたらやがて爆発して関係も修復不可能に近くなるだろう。そうはならな

いためにも不満はすぐに話し合うべきである。時には第三者の助けとして紹介してくれた

知人や女性の友人の協力も必要だ。そうして互いの好感を信頼へと繋げることが重要なの

である。 
ブランドは品質だけでなくその後の対応も信頼できるものでなければ築くことはでき

ない。裏を返せば、一度築き上げたブランドはその後の対応次第で崩れてしまうこともあ

る。 
アップルはアップルストア内にジーニアスバーと iPod バーというサービスを提供して

いる。製品の修理や相談などを一対一でアップルのスタッフに対応してもらうことができ

るコーナーだ。ここは修理相談窓口というよりも賑やかなバーという言葉の方が当てはま

るほど終日人で溢れている。何か質問したい事があればフロアの中央にあるマックで予約

をし、順番が回ってきたらカウンターに向かうという流れだ。スタッフもユーザに対し、

待ち時間に面倒な書類を書かせることはしない。バーテンダーと客が話をするように、相

談と回答のみの場である。各カウンター上に設置された液晶モニターに名前が表示されれ

ば順番だが、ここに表示される名前は本名でなくとも構わない。ユニークなニックネーム

やイニシャルのみの人もいる。午後になると予約が取れなくなることもあるが、少なくと

も銀行や病院のように番号で呼ばれるような事務的な扱いはされない。カウンターではス

タッフがわかりやすく丁寧にマックを使って相談に答える。直営店から自宅が遠い人のた

めにも Web と電話でのサポート体制も整えてある。 
サポートの対応も質が良いため通常のサポートのようにフラストレーションが溜まる

ことも少ない。通常はアップルほどの規模のあるメーカーになればサポートを他社に委託

することが多いが、サポートは全てアップルの社員が対応している。後続製品の開発にユ

ーザの声を資料としてフィードバックする努力が感じられる。 
サポートは短絡的な見方をすれば利益は見込めないが、長期的な目で見ると安心感と

いうブランドを築く上で非常に重要な役割を担っている。時計やアクセサリーなどの高級

ブランドも購入後のユーザ対応を重視しているし、直営店では質の高いサービスを受ける

ことができる。サポートの対応に安心感がもてれば製品の愛着へとつながるのである。 
 

3.9 八面玲瓏 21の心がけ  

長く付き合うと、ギャップを感じることもあるかもしれない。おとなしい印象を受け

た女性がロックコンサートでモッシュ 22をしていたらその印象は崩れるだろう。それがプ

ラスに働けば良いが、マイナスに働くことは信頼関係を築く上で極力避けたいものである。

そのためにはどのような相手、場面でもギャップを少なくする心がけが大切だ。 

                                                  
21 どの方面から見ても美しく欠点がないこと  
22 ライブ会場の観衆がアーティストと共に歓喜、興奮し、押し合いへし合いする様  
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アップルは調和された世界観を作るために、ホリスティック・アプローチ 23を大事にし

ている。ここまで、発表、広告、直営店、使用、サポートと、ユーザが iPodを使用する

過程を述べたが、 iPod 全てにおいてアップルらしさが感じられないものはない。アッ

プル製品はどの部分から見てもイメージの拡散がないのである。 
は

                                                 

日本のメーカーなどは開発、マーケティング、販売のチームごとに異なる製品イメー

ジを持っているせいか、シーンごとにギャップを感じてしまうことがよく見られる。例と

して携帯電話が挙げられる。CM ではクールな印象を受けたのに、実際に店頭で見てみる

と他社製品と大差がないように感じてしまうケースだ。このギャップは外観や雰囲気だけ

ではなく、無意識にスペックも考慮するので冷静に製品を比較できるようにもなる。しか

し、メーカーの立場から見るとこのギャップは販売機会を逃している。iPod は音楽を聴

く機械だ。携帯電話等の複雑な電化機器と違って製品のイメージも作りやすいかもしれな

い。だが、冷静にさせる製品イメージはブランド作りを芳しい方向に向けない。メーカー

が持つ世界観をユーザも共有できるようなアプローチがブランドを作るのである。 
調和した世界観は製品を中心とする生態系にまで影響を及ぼす。 iPodに関係するアク

セサリーの数や種類が多いのもその一つである。 iPodの世界観が確立されているので、

サードパーティ企業 24はその世界観にあった製品を作ることができる。実際に、iPodが発

売されてからはそのファッション性の高さに合わせ、色とりどりのイヤホンが発売される

ようになった。以前は黒やシルバーの無機質なイヤホンが主流だったが、 iPodのスタイ

リッシュな白いイヤホンが話題になったからである。 近は女性にターゲットを絞った、

ピアスやイヤリングのようなイヤホンが発売されるようになっている。 
この時点で、イメージにギャップのある製品はサードパーティ企業と相互関係が作れ

ずに活気がなくなってしまう。ホリスティック・アプローチによって他社とも世界観を共

有できるようになり、製品作りが発展していくのである。生態系が繁栄する製品はユーザ

も愛着を持ちやすくなるのである。 
ユーザの心は製品イメージのギャップで一気に興味や愛着がなくなってしまう。ホリ

スティック・アプローチはブランドを築く上で非常に重要な役割を担っている。一つはイ

メージを拡散させない事でユーザに安心感を与えること、二つ目は生態系が繁栄すること

である。どちらも、 終的にはユーザの愛着をより根強くさせている。些細な所からギャ

ップは感じやすい分、抜け目のない世界観を構築することが必要なのである。 
  

3.10 長く好感を持たれるようになるには  

上辺だけ飾った人物は付き合っていくうちにばれてしまう。また、どんなに性格が良

かったとしてもマナーや身だしなみが整っていなければ好感は持たれない。完璧な人間は

この世に存在しないが、そのための心がけは忘れない人間が好感を持たれるのである。 
アップルはウィンドウズとの OS のシェア争いで良い製品だけでは使ってもらえないこ

とを知った。だからこそ製品作りに投資したら、それに似合うだけのブランド作りにも投

資したのだ。結果的にアップルは iPod で大成功を収め、ナイキやコカ・コーラ、ディズ

ニーに匹敵するライフスタイルブランドになっている。これらのブランドはユーザに対し

 
23 全体から見る手法  
24 他社の OS や機器などに対応する製品を作っているメーカーのこと  
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て異なるアプローチを仕掛けて成功したのかもしれないが、ユーザが愛着を持って製品に

接している点ではどのブランドも同じである。 
表面のみを飾ったり、見せ方に問題のある製品はこの世にいくつも存在する。その製

品と iPod は何が違うのだろうか。製品そのものの質も多少は影響するかもしれないが、

大きな違いはアップルは全力を尽くしてユーザの期待に応えている点である。そのために

多少のコストはかかっても妥協しない姿勢がユーザからの信頼を得て、支持されているの

である。 
 

4. 企業哲学 

 
4.1 スティーブ・ジョブズ  

アップルを論ずるにあたって欠かせない人物がいる。それはスティーブ・ジョブズだ。

彼はアップルの生みの親の二人のスティーブ 25のうちの一人である。一時期はアップルか

ら追い出され、別会社を設立したり、ピクサーというアニメーションスタジオを立ち上げ

ていた。今では現アップルCEOとして並々ならぬ働きをし、アップルを再建して大成功

に導いている。 
彼の名前はパソコンにある程度知識のある人間ならば聞いたことはあるだろう。彼は

一部のアップルファンにとって神であり、時に論理的な思考を欠くほど熱狂的に崇拝され

る人間である。そんなカリスマ性を備えるジョブズには日本の経営者とは異なる点が二つ

ある。一つは 高のセールスマンであること、二つ目はエキセントリックな人柄だ。 
最高のセールスマン  スティーブ・ジョブズのプレゼンテーションは製品の魅力を

充分に引き出し、人の心を惹きつけて離さない不思議な力がある。巧みな話術で観衆の反

応を見ながらイベントを盛り上げてクライマックスへ運ぶ技は見事だ。 
ジョブズはメディアからの注目も高い。彼の独占取材をものにしようと、コンピュー

ター関係のメディアだけでなく一般大手メディアも躍起になるほどだ。ジョブズが公式な

発言をすればメディアがこぞって取り上げる。ジョブズに質問をすれば、はぐらかしたり

戦略のために欺くことはあっても、つまらない回答が返ってくることはないからだ。ジョ

ブズはアップルの「歩く広告塔」であり、その立場を利用して製品を 大限に伝えるセー

ルスマンなのである。 
では、なぜジョブズはCEOでありながら製品について 高のセールストークができる

のだろうか。それは何週間も前から下準備と議論を重ねるということもあるが、一番の要

因はジョブズ自らが社内のプロジェクトに介入して必要な情報を調べている点にある。こ

のジョブズの現場介入行動には有名な話がある。ある開発チームの部屋に突然入り込んで

きたかと思うと、ボタンの配置についてアドバイスして去っていったそうだ 26。日本では

社長が部下の仕事状況を絶えず把握し、アドバイスすることはあまりない。それは現場責

任者の仕事であるためだ。しかし、ジョブズは製品が自らの美学から外れないよう絶えず

社員に軌道修正を促しているのである。 

                                                  
25 共同設立者の一人スティーブ・ウォズニアック  
26 小林  浩、林  信行『アップルとグーグル』インプレス R&D 2008 年、79 頁以下  
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エキセントリックな人柄  二つ目はエキセントリックな人柄だ。これだけの敏腕を

発揮するからか、非常識な考えや行動が目立つようにも思える。口が悪いことも有名だ。

また、一般的にユーザが見ることのないパソコンの基盤さえも自分が考える美しい配置に

仕上げなければ気がすまないコントロールフリークで、自宅の建設の際に配電盤ボックス

の中身にも口を挟んだ 27と言われている。結果的にはパソコン内部の基盤は後続製品の開

発に貢献 28したと言われている。彼の 高を求めるタフな姿勢には少々クレイジーな印象

を受けるが、注目を集めていることも事実である。 
 

4.2 発想の違い  

アップルは全力を尽くして製品を作り上げているため、世界中でできるだけたくさん

売るように努めている。実際にマッキントッシュが占める市場シェアなどは全体の 3%な

ので期しがたいように思える。しかし、その発想こそが日本企業との違う点だ。アップル

（特にジョブズ）はこの数字に対して「ウィンドウズとマックでデスクトップの 100%を

押さえている」 29と考えているのである。ここではアップルの独特な発想を述べたい。 
何においても仕様を優先する  アップルは仕様に徹底したこだわりをみせることで

有名である。今では独自のペースで製品開発をしているが、以前は納期さえも遅らせるほ

どであった 30。しかし、芸術品を扱っているわけではないので戦略の要が決まれば期日を

決めて一気に仕上げる。それでも仕様に行き過ぎたり余計な部分があると、どんなに完成

間近の製品でも水泡に帰して元の仕様を優先させる。このこだわりは中長期の戦略を踏ま

えており、人々の予想や期待を上回るものである。 
一つの成功を終らせない  アップルは一つの成功で満足することはない。iPod が普

及したら若者向けに iPod mini を発売し、更に一万円台の製品市場に対して iPod shuffle
を発売した。どちらも大ヒットし、後続製品は形を変えつつもその流れを継いでいる。ま

た、デジタル家電メーカーであるアップルが iTunes Store で音楽配信サービスに着手し、

成功させていることも衝撃的だ。現在は音楽ビジネスを破壊しかねないとして音楽業界が

不安を募らせているほどである。常識では考えられないビジネス手法だが、社内でのプロ

ジェクト間の連携の良さが伺える。一つの事業で成功したら多角的に展開し戦略を打ち出

すことで成功を終らせないのである。 
求められているものを作る  電機製品を購入する際に以前と同じメーカーの製品を

買うことがある。他社製品と操作の仕方があまりにも違いすぎると不便に感じてしまうか

らだ。その製品はユーザが安全牌を選びながらも大ヒットすることはない。ユーザとメー

カーの間で魅力的だと思われる製品は違うからである。また、iPod のような画期的な製

品はそのどちらでもない。 
ユーザの声を製品に反映することは大切である。しかし、それはある程度製品が流通

している場合だ。実現されていないコンセプトを持つ製品の場合はメーカーの持つビジョ

ンの方が優れている時もある。ソニーの初代ウォークマンがそうであったように 31ユーザ

                                                  
27 大谷和利『iPod を作った男』アスキー新書  2008 年、50 頁以下  
28 小林  浩、林  信行『アップルとグーグル』インプレス R&D 2008 年、43 頁以下  
29 大谷和利『iPod を作った男』アスキー新書  2008 年、40 頁以下  
30 大谷和利『iPod を作った男』アスキー新書  2008 年、77 頁以下  
31 大谷和利『iPod を作った男』アスキー新書  2008 年、55 頁以下  
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の視点だけでは画期的な製品は生まれにくい。ユーザに選ばれる製品は市場の半歩先を行

く製品なのである。 

5. 結論 

 
以上がアップルの行っている主な戦略である。シンプルを極めた操作感と製品デザイ

ンの開発、不要コストを徹底的に削った手頃な価格設定、製品が生み出した生態系での囲

い込み戦略、愛着を持たれるブランド構築、独自の思想での経営などである。 
この戦略から成功の要因は三つ考えられる。一つは製品を徹底的に作りこむ点。二つ

目は製品の世界観を構築するブランドを作る点。 後にモノづくりをビジネスモデルの創

造まで発展させるコトづくりにする点だ。 
一つ目は、シンプルを極める製品開発に表れている。使いやすくしようとするほど機

能やボタンは多くなり複雑になりやすい。アップルはその問題を納得するまで部品や機能

の存在意義を問い、議論する。それによって、他社製品を iPod の模造品に見せてしまう

ほど優れた工業デザインを作り出したのである。 
二つ目は、製品開発と同じようにブランド戦略にも力を入れていることである。 iPod

は国内でもデジタルオーディオプレーヤーのシェア 5 割を占めている大人気商品である。

しかし、日本の製品に比べて劣っている点が多い。iPod は音楽再生機能以外に時計、メ

モ帳、簡単なゲームなどで画期的な機能は備わっていない。つまりは、スペックでは負け

ているのである。だからこそブランド戦略が大きな役割を果たした。iPod はスペックで

どうしても他社製品には勝てないので、華やかで面白みのある女性のような製品に見ても

らえるよう抜け目ない工夫を凝らしている。それに対し、日本の製品は技術を盛り込まれ

ていても、魅力が盛り込まれているとは言えない製品が多い。八面玲瓏の心がけを行う女

性と、無口で真面目な女性はどちらも魅力的だが、後者の女性がおしゃれに気を使えばも

っと魅力的になるだろう。 
後はアップルの戦略全般に見られる。アップルは一つの製品で成功すると、それを

徹底的に活用する。iPod では iTunes Store が挙げられるが、これは音楽業界を大きく変

えたビジネスモデルだ。今までソフトをハードの利益でカバーする考えはなかった。アッ

プルが創造したものである。かつて Macintosh が USB ポートを採用したことで USB 周

辺機器市場は一気に賑やかになったように、アップルはモノづくりを他社まで巻き込んだ

コト作りへと発展させることで、更なる成功を成し遂げている。 
これら三つがアップルの戦略を成功に導いた要因である。今まで成功した面を取り上

げたため、アップルのすること全てが当たる会社のようにも思えるが、過去には何度も手

痛い失敗を経験している。1981 年に発売したアップルⅡの不振や、設立者スティーブ・

ジョブズのアップル追放、1995 年には製品開発に資金を費やし多額の負債を抱えて身売

り寸前になったこともある。5 週間の運転資金しか残されていない状況からジョブズが復

帰してからは、一つずつ問題を解決することで復活を果たした。同じようなミスで消えて

いく会社との違いは復活の度に同じ過ちを繰り返さないようにしている姿勢である。身売

り寸前の状態に 80 近くあった製品の種類は現在 4 種類にまとめられ、ジョブズもアップ

ル設立時の採算度外視の経営から、着実な製品作りの採算を視野に入れた経営へと考え方

が変わっている。大企業になるほど企業の体質を変えることは難しいが、優秀な社員と強
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いリーダーシップを持つジョブズの活躍により現在の成功を収めている。 
ここまでアップルの戦略を調べると、なぜ日本企業は iPod を作れなかったのかという

疑問が湧いてくる。先に述べたように iPod に高度な技術は使われていないため、日本企

業も iPod のような製品を作ることができたはずである。しかし、iPod を超える製品はな

い。その理由として iPod は「全ての音楽を持ち歩く」という思想を込められてグランド

デザインを立てられたということが挙げられる。一方、日本の製品は他社製品よりどんな

機能が追加されてどれほど安くできるか、という思想で作られている。iPod と比べて製

品の出発点が全く別の方向を向いている。これではいつか他社からも同じような製品が発

売されて、いずれは価格競争が始まると予想できてしまう。 
良いものを安く、という考えは消費者にとって理想である。特に今日の経済不況では、

いかに費用を抑えて 大限の効果を得られるかが判断のポイントになる。しかし、製品に

は相応の対価がつけられるべきで、むやみに市場が価格競争に走れば業界自体が発展を止

める恐れもある。しかし、不況が長引くほどデフレは進行する。そんなジレンマに企業が

陥る中でもアップルは価格競争と無縁な経営をしている。完成度の高い魅力ある製品を作

ることでユーザが愛着を持つことができれば、製品の価格は維持されるからだ。 
日本の企業はある程度成功すると、失敗を恐れて臆病になる。また、開発とマーケテ

ィングや営業がそれぞれ噛みあわない戦略を立てることが多いため無口で真面目な女性の

ような製品が出来上がってしまう。これではいつまでたっても日本から世界で成功を収め

る製品を生む企業は現れない。日本企業は実力も、海外で高い評価をされる日本製という

ブランド力もある。あともう少し、製品の作り込みや、社内を分断しないモノづくりをす

れば、アップル製品を凌駕する可能性は充分にあるといえるだろう。 
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