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3. 国家ブランドランキング調査
サマリー（1/2）

39

 主要な国家ブランド指標の上位を占める国々はほぼ同じ顔ぶれ
 そもそも国家ブランドの必要性が唱えられ始めた背景として90年代末よりグローバル化に

向けた輸出・観光・直接投資などの獲得の為には「国の評判」が重要として、英国のサイ
モン・アンホルト氏が提唱したことが契機である。そのためその当時に開始された指標は
経済的側面を重視する傾向にある

 そのため経済成長率が高い国、または既に経済規模が大きい国々が上位に位置する傾向

 主要な国家ブランド指標の構成要素においては、「経済・政治」は共通して要素として組み込
まれており、次に「自然・文化芸術」、「観光」、「生活水準」に係る要素が多い
 その背景として、特に「経済・政治」に関する指標に関して、国連等が実施する全世界規

模での定量的・定点的・客観的なデータが豊富に揃っており、指標の公平性を訴求しやす
いからと推測される

 その上で各指標の各々の独自性を打ち出すために、各評価項目の評価時の傾斜配分、アン
ケートで定性的な情報（当該国への来訪意欲、印象等）を収集することなどを通じて総合
的にスコアリングし、各社独自の国家ブランドランキングとして訴求し、発表している
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3. 国家ブランドランキング調査
サマリー（2/2）

40

 経済指標や観光指標を中心とする国家ブランド調査においては、日本はTOP10にランクインし
ており、アジア地域に限定した場合は1位～2位のポジションを獲得している
 その背景として、車・家電等の日本製品の高品質さと技術力、独自のカルチャーが高い評

価を得ていること、経済規模の面で比較優位性を有するということが挙げられる
 また一部の指標に限定されるが平和主義、非戦争国家という側面もポジティブな評価を獲

得している
 但しシンガポール、韓国が科学技術・イノベーションの面で国際的な評価が上がり、徐々

に順位が上昇してきているため、比較対象として引き合いに出される傾向にある

 一方で社会多様性や国際貢献度に関する指標を重視している国家ブランド調査においては、日
本は比較的低順位であり、アジア地域に限定した場合もシンガポール等に続く二番手以降の地
位に甘んじている
 その背景として、上記調査内で大きな判断材料となる、現在および将来の国を支える生産

年齢人口や出生率、女性の社会進出率といった指標において、日本が伸び悩んでいるため
である

 またTOEFL平均スコアや留学生数、外国人に対する寛容度といった多様性への受容を測る
指標についても低評価となる

 さらに難民受け入れや寄付への消極的対応などの国際社会への貢献度面、温室効果ガス排
出や再生可能エネルギーの使用といった環境問題への対応面に関しても、日本は低い評価
を受けている
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全6つの国家ブランドランキング調査における日本の順位を整理。経済面や観光面の指標を中心とする調査では、日
本はTOP10にランクイン。一方で社会多様性や国際貢献面の指標を重視している調査では、比較的低順位に留ま
る。

3-①. 日本のブランド価値把握（各調査における日本の順位一覧）

41

既存の国家ブランド調査における日本の順位

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成

順位
Anholt Ipsos Nation

 Brands Index（2019）
The Good Country Index

（2018）
FutureBrand Country Index

（2019）
THE SOFT POWER 30

RANKING（2019）
BrandFinance nation brands

（2019）
World Competitiveness

ranking（2019）

1 ドイツ フィンランド 日本 フランス アメリカ シンガポール

2 フランス オランダ ノルウェー イギリス 中国 香港

3 カナダ アイルランド スイス ドイツ ドイツ アメリカ

4 イギリス スウェーデン スウェーデン スウェーデン 日本 スイス

5 日本 ドイツ フィンランド アメリカ イギリス UAE

6 アメリカ デンマーク ドイツ スイス フランス オランダ

7 イタリア スイス デンマーク カナダ インド アイルランド

8 スイス ノルウェー カナダ 日本 カナダ デンマーク

9 スウェーデン フランス オーストリア オーストラリア 韓国 スウェーデン

10 オーストラリア スペイン ルクセンブルク オランダ イタリア カタール

Notable ー 日本（24位） ー ー ー 日本（30位）

イギリス（4位） イギリス（15位） イギリス（19位） イギリス（2位） イギリス（5位） イギリス（23位）

フランス（2位） フランス（9位） フランス（17位） フランス（1位） フランス（6位） フランス（31位）

韓国　トップ10外 韓国（26位） 韓国（20位） 韓国（19位） 韓国（9位） 韓国（28位）

実施国の
順位

ドイツ（1位） アメリカ（40位） イギリス（19位） イギリス（2位） イギリス（5位） スイス（4位）

ベンチマーク
国の順位
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’05年よりSimon Anholt氏がGfK社と共同で全50カ国を対象に毎年実施している国家ブランド指標。
合計50項目に及ぶ政治制度や文化などの分野別に平均を踏まえた総合的な国家ブランド指数を算出。

3-①. 日本のブランド価値把握（Anholt Ipsos Nation Brands Index）

42

• 全世界20ヵ国の18歳以上の男女の約2万人を対象にオン
ラインにてアンケート調査を実施

• 各国のオンラインユーザーの属性（性別、年齢、教育）
にあわせウェイトバックを実施。さらにアメリカ合衆
国、イギリス、南アフリカ、インド、ブラジルでは人
種・民族を考慮

調
査
形
式

• 総合順位： 5位（50ヵ国中）

• 特に評価が高い項目：ー（特段の記載は無し）
 日本は、前年より3位ランクを落とし、5位となった

 日本人のパーソナリティは、調査対象国の中で最も
「Creative」であると評価される

 ドイツ・アメリカと並び、日本製の製品の世界的な
評価は高い

日
本
へ
の
評
価
・
言
及

Culture＆Heritage

Tourism

Exports

Governance

Investment＆
Immigration

People

Anholt Ipsos Nation Brands Index（’19）
補足：「Anholt-GfK Nation Brands Index」 と称されていたがIpsos社がGfK社を買収したため、 ’18年より名称が変更

出典：Ipsos公式HP 『Anholt Ipsos Nation Brands Index（’19）』

*項目ごとの順位は未記載のため、
グラフ化せず

総合力評価
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Simon Anholt氏が自身の国家ブランド指標を曲解された反省を踏まえ、全153ヵ国を対象に’14年から新たに提唱し
ている指標。 GDPや軍規模等の経済・軍事系の指標は除外し、国際社会への貢献度を主軸としている点が特徴的。

3-①. 日本のブランド価値把握（The Good Country Index）

43

The Good Country Index（’18）

• 国連、NGOが発表する全35種の各種公的統計データを
独自の基準に基づきスコアリング

• 各国の経済規模を是正するため、GDPに基づく補正を
実施

調
査
形
式

• 総合順位： 24位（153ヵ国中）
• 特に評価が高い項目：「International Peace & 

Security」、「Health & Wellbeing」
 アジアに限定するとシンガポール(23位)に続く2位
 最も順位の高い分野は「Health & Wellbeing」（17

位）であり、食糧援助、国際保健規則遵守、WHOへ
の自主的寄付、人道援助寄付の面で高評価を得た

 「International Peace & Security」では、インター
ネットセキュリティの高さ、平和維持活動費(PKO)
への財政支援、国際暴力紛争の少なさにより高評価
を獲得

• なお最も順位が低い分野は「Science & Technology」
（59位）であり、ノーベル賞受賞数、特許獲得数は高
評価だったが、留学生の少なさが低評価の要因となった

日
本
へ
の
評
価
・
言
及

Culture
（42位）

Prosperity&Equality
（54位）

World 
Order

（54位）

Science&Technology
（59位）

Health&Wellbeing
（20位）

Planet&
Climate
（31位）

International
Peace & Security

（17位）

出典：Good Country公式HP 『The Good Country Index（’18）』

国際貢献評価
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’05年からFutureBrand社が全75カ国を対象に実施している国家ブランド指標。政治や経済だけではなく国の将来価
値を占う先行指標ともなるイノベーション、技術、環境分野への評価に力点を置き、各国にするSNS上での言及内容
の調査等独自の調査を行う。

3-①. 日本のブランド価値把握（FutureBrand Country Index）

44

FutureBrand Country Index（’19）

• 全世界17～18カ国の海外旅行or海外出張の経験豊富な21歳～
65歳までの男女約2500人を対象にアンケート調査を実施

• 収集した意見を、実際に特許を得た独自の調査モデル
Hierarchical Decision Model（HDM）を用いて、各国に対
する評価を分析

HERITAGE&CULTURE

TOURISM

MADE IN

VALUE SYSTEM

BUSINESS
POTENTIAL

QUALITY 
OF LIFE

調
査
形
式

• 総合順位： 1位（75ヵ国中）
• 特に評価が高い項目：ー（特段の記載は無し）
 ’04年より6年連続で1位を獲得。自然や食文化、科学技術

等の積極的な文化輸出が海外の人気を得たことで、観光業
が成長していると見なされたことが主な要因

 特に欧米諸国からは「UNIQLO」、「MUJI」、「近藤麻
理恵」から起因されるシンプルで高品質な生活というイ
メージが醸成されており、憧憬の対象となっている

 ALFA-Xやロボット工学等、技術力においては日本は高い
評価を得ているが、あくまで内需向けであり、グローバル
ブランドが誕生している印象はない

 「What is Japan most expert at?」という質問に対し、
「Technology」という回答が72％と最も高く、次いで
「Automotive」(65％)、「Consumer Electronics」(61%)
という結果になった

 日本に関するSNSでの投稿傾向として、英語圏では特に
「Food」「Range of Attractions」、「Heritage, Art & 
Culture」に対する言及が多く見られる

日
本
へ
の
評
価
・
言
及

出典：FutureBrand公式HP 『FutureBrand Country Index（’19）』

*項目ごとの順位は未記載のため、
グラフ化せず

総合力評価
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Portland社が全30カ国を対象に独自に実施している指標。ソフトパワーに特化し順位付けを行った上で、各国の1年
の出来事を総括し、ソフトパワー資産における強み・弱みに関しての定性評価を行う点が特徴的。

3-①. 日本のブランド価値把握（THE SOFT POWER 30 RANKING）

45

THE SOFT POWER 30 RANKING（’19）

• 世界銀行、各国の大使館が発行している6分野における
各種公的統計データ、及び、全世界25カ国の約11,000
人へのアンケート調査の結果をそれぞれ70：30の重み
付けを行い評価・分析

調
査
形
式

• 総合順位：8位（30ヵ国中）

• 特に評価が高い項目：「Engagement」 、
「Digital」、「Enterprise」、「Culture」、
「People」
 日本は、前年より3位ランクを落とし、8位となった
 だが日本は引き続きソフトパワー資産を通じて、世

界的影響力を行使しており、The Soft Power 30の
Top10に唯一アジアの国としてランクイン
アジアの代表としての地位に変わりはない

 強みとしては ’09年のラグビーワールドカップおよび
G20サミットの開催により 「Culture」分野が高評価
を獲得

 弱みとしては 「Government」分野が比較的低い評
価を受けており、その背景は政府への信頼や男女共
同参画の低さ、「#KuToo運動」においても、日本の
性差別が浮き彫りになった点だと指摘されている

日
本
へ
の
評
価
・
言
及

Culture
（6位）

Enterprise
（7位）

Engagement
（5位）

Government
（16位）

Education
（16位）

Digital
（7位）

People
（7位）

出典：Portland PR公式HP『THE SOFT POWER 30 RANKING（’19）』

非経済領域評価
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Brand Finance社が独自に全100カ国を対象に実施している国家ブランド指標。
順位のみならず「AAA＋」~「D」のブランド格付けや国家ブランドの成長度に関しても評価を行う点が特徴的。

3-①. 日本のブランド価値把握（Brand Finance nation brands）

46

• IMD、World Economic Outlook、World Economic 
Forum、FDIより統計データをし測定したBSI（Brand 
Strength Index)を基に、独自のロイヤリティレート、
GDP、加重平均資本コスト（WACC）の影響を加味
し、最高ランクのAAA＋から最低ランクDの範囲で国ご
との格付けを実施

調
査
形
式

• 総合順位：4位（100ヵ国中）

• 特に評価が高い項目：ー（特段の記載は無し）

 日本は、ブランドイメージの堅実な成長を見せ、
Brexitで揺れるイギリスを抜き、前年より1位ランク
を上げた4位となり、ブランド格付けでもランクを一
つ上げた「AAA」を獲得

 日本のブランド価値は前年より26％増加して4.5兆
USドルとなり、世界経済の低迷にも関わらず、日本
は消費者の購買と高レベルの事業投資により利益を
得た

 アジアの技術経済大国として、「自由で開かれたイ
ンド太平洋戦略（Free and Open Indo-Pacific 
Strategy）」を通し、グローバルな連結性と自由貿
易を推進している

日
本
へ
の
評
価
・
言
及

Brand Finance nation brands（’19）

TOURISM
（GOODS & SERVICES）

SOCIETY

GOVERNANCE
（INVESTMENT）

PEOPLE&SKILL
（INVESTMENT）

GOVERNANCE
（GOODS & SERVICES）

MARKET
（INVESTMENT）

MARKET
（GOODS & SERVICES）

出典：Brand Finance公式HP 『Brand Finance nation brands（’19）』

*項目ごとの順位は未記載のため、
グラフ化せず

総合力評価
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’89年からIMD（国際経営開発研究所）が全63カ国を対象に独自に実施している国家ブランド指標。
ソフトパワー関連の指標を排除し、経済・政治指標に特化した評価を行う点が特徴的。

3-①. 日本のブランド価値把握（World Competitiveness Ranking）

47

• 公式統計データ、及び、全世界約6,000人へのアンケー
ト調査を組み合わせて実施

• 公式統計データに関しては235の指標を用いて集計
• 対象となる指標の71%は定量データ（例：雇用統計や貿

易統計）であり、残り29%はデータ公式統計では把握し
づらい「マネジメント慣行」「腐敗」「適応性」「アジ
リティ」等の内容をIMDが実施する経営幹部意見調査
「Executive Opinion Survey」の結果をもとに算出

調
査
形
式

• 総合順位：30位（63ヵ国中）*「Image」カテゴリの順位

• 特に評価が高い項目：ー（特段の記載は無し）
 日本は、経済の低迷、国債の逼迫、ビジネス環境の

悪化により前年より5位ランクを落とし30位となった
 「衛生環境」 や「雇用」、「ITインフラ」の安定性

が評価され、「Economic performance」および
「Infrastructure」で高い順位を獲得

 「生産性と効率」や「経営方式」の面で低評価だっ
たため「Business efficiency」では46位に留まった

日
本
へ
の
評
価
・
言
及

World Competitiveness Ranking（’19）

出典：IMD公式HP 『World Competitiveness Ranking（’19）』

Infrastructure
（15位）

Government
efficiency
（38位）

Business
efficiency
（46位）

Economic
performance

（16位）

ハードパワー評価
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‘19年から東洋大学が実施している、各国のグローバリゼーションとイノベーションの進展度に関する指標。
全58指標で構成される独自の「グローバル・イノベーション・インデックス」に基づき、全60カ国をランキング
化。

3-➀. 日本のブランド価値把握
参考：東洋大学『グローバル・イノベーション・ランキング』（1/3）

48

• 東洋大学が独自開発したグローバル・イノベーション・
インデックス（GII）を用い、世界60カ国のイノベー
ション進展度における評価を実施。

• 世界各国のイノベーション進展度の測定にあたり、特許
出願数、R&D の技術者数など58の国際比較指標を選出

• 選出した58の指標を「国際調和」「市場動向」「技術
革新」「関連政策」 「人間力」の5つの大分類に整理
し、「グローバル・イノベーション・インデックス」と
して対象国をスコアリング

調
査
形
式

• 総合順位：32位（60ヵ国中）

• 特に評価が高い項目：「技術革新（3位）」

• 特に評価が低い項目：「人間力（57位）」
 「人間力」分野評価が低いため今後外国人移民数・

留学生数の増大、女性管理職割合の上昇による多様
性の向上、技術系・工学系部門の世界大学ランキン
グの順位向上などが喫緊の課題であると指摘

日
本
へ
の
評
価
・
言
及

グローバル・イノベーションランキング 概要

出典：東洋大学公式HP 『グローバル・イノベーション・ランキング（’19）』

グローバル・イノベーションランキング（’19）※一部抜粋

革新性評価
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全5つの大項目に沿った全58指標に基づいて各国を順位付け。日本の総合スコアは60カ国中32位に留まる。その背景
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大項目 中項目 比較指標

『グローバル・イノベーションランキング（’19）』の各項目の日本の順位

出典：東洋大学公式HP 『グローバル・イノベーション・ランキング（’19）』

貿易自由度
（30位）

サービス貿易の自由度

関税率

貿易の分散度

市場動向
（24位）

生産性（23位）

投資力
（12位）

起業のしやすさ

就業者一人当たりの労働生産性
新規事業登録数（対15～64歳人口）スタートアップ

（49位）

環境対応
（56位）

再生可能エネルギーの進捗度合い

エネルギー使用量/GDP 対’90年比

温室効果ガス総排出量 対’90年比

上場時価総額のGDP比

貯蓄率（GDP比）

対内直接投資（GDP比）

上場企業数増減

アントレプレナー
シップ

（10位） 企業の新技術の取入れ意欲

ベンチャーキャピタル投資（対GDP比）

企業のイノベーション力

為替のボラティリティ（5年間）

物価のボラティリティ（5年間）安定性
（53位）

国際調和
（46位） 技術革新

（3位）

知識基盤
（3位）

三極パテントファミリー

特許出願数、居住者

特許出願数、非居住者

研究開発投資額

知的財産権等使用料収入

R＆Dの技術者

SNS利用状況

eガバメント先進技術インフラ
（19位）

関連政策
（26位）

財政力
（56位）

国債格付

財政収支（GDP比）

政府債務残高（GDP比）

失業率

法人税率（5か年平均）

競争条件
（18位）

汚職への公的権力行使

政治の安定性・テロへの対抗政治の安定性
（12位）

国民負担比率

直間比率

所得税累進課税最高税率税
（35位）

知財の保護

政府規制への異議の法的枠組みの効率性

紛争解決のための手続きの明確さ

大分類 中分類 比較指標

1

2

３

4
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人間力
（57位）

教育
（45位）

25歳以上の高等教育参加率

大学進学率

知識労働者数割合

絶対的貧困率（1日5.5＄）

ジニ係数（世界銀行予測）所得格差
（20位）

学生の起業意向

生産年齢人口/若年・高齢人口人的関係資本
（59位）

TOEFL iBT 平均スコア

世界大学ランキング技術系・工学系部門

PISA 数学リテラシー・科学リテラシー

多様性
（56位）

女性就業者比率

外国人移民数（対人口比）

留学生数（対学生比）

LGBTの対する寛容度

女性管理職割合（管理職数に対する）

女性国会議員割合

スマートパワー
（39位）

国際会議開催件数（対GDP比）

クリエイティブ産業輸出額（対GDP比）

長編映画製作数（対人口比）

『グローバル・イノベーションランキング（’19）』の各項目の日本の順位

出典：東洋大学公式HP 『グローバル・イノベーション・ランキング（’19）』

大項目 中項目 比較指標
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HSBC社が各国の駐在員1.8万人を対象に住みやすさ・働きやすさを調査したランキング。「収入」等経済指標に加
え「環境適応の容易さ」や「子どもの友達づくり」等駐在員視点の生活・労働環境についての定性的な評価も実施。

3-➀. 日本のブランド価値把握
参考：HSBC社『Expat Explorer Survey（海外駐在員が働きたい国ランキング）』(1/2)
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• 英金融会社HSBCが、世界各地に住む18歳以上の外国人
駐在員1万8059人を対象に行った調査。HSBCの顧客
のみならず、SNS等を経由してさまざまなコミュニティ
から協力者を募集

• 同一国・地域から100人以上の調査サンプルが得られな
かった場合はランキングから除外

• 2019年の調査では、100カ国・地域以上の駐在員に質問
を送付したうち、100人以上の回答が得られた33カ国・
地域のランキングを掲載

調
査
形
式

• 総合順位：32位（33ヵ国中）

• 特に評価が高い項目：「Political stability（6位）」

• 特に評価が低い項目： 「Income（33位）」 、「Work 
/ life balance（33位）」、「Schooling（33位）」、
「Ease of settling in（32位）」

 日本における言語の壁からか「環境適応の容易さ」
「子どもの友達づくり｣｢教育｣の項目はほぼ最下位
の評価

日
本
へ
の
評
価
・
言
及

Expat Explorer Survey（住みたい・働きたい国ランキング）概要

出典：HSBC公式HP 『Expat Explorer Survey（’19）』

Expat Explorer Survey（’19）※一部抜粋

居住意向評価
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大分類 中分類

Quality of Life（13位）

Living
（15位）

Little
Expats

（33位）

Physical & mental wellbeing（20位）

Fulfillment（18位）

Cultural, open and welcoming communities（26位）

Political stability（6位）

Ease of settling in（32位）

Income（33位）

Aspiring
（30位）

Disposable Income（19位）

Economic stability（13位）

Career progression（19位）

Reaching potential（16位）

Work / life balance（33位）

Making friends（32位）

Learning（33位）

Schooling（24位）

『Expat Explorer Survey（’19）』の各項目の日本の順位
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全6つの国家ブランドランキング調査で評価軸として用いられている構成要素を抜き出し、共通する要素を8分野
（自然・文化芸術、観光、商品・サービス、政治・経済、科学技術・デジタル、環境、社会・平和、国民）に整理。
KPI設定においては目標設定の参考分野として検討。

3-②. ブランド価値の分野ごとの体系化
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ブランド価値の分野ごとの体系化と相対化

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成

自然・文化芸術 観光 商品・サービス 政治・経済 科学技術 環境 生活水準 国民

1
Anholt Ipsos Nation
Brands Index

・Culture＆Heritage ・Tourism ・Exports
・Investment＆Immigration
・Governance

・People

2 The Good Country Index ・Culture ・Prosperity & Equality ・Science & Technology ・Planet & Climate
・Health & Wellbeing
・International Peace & Security
・World Order

3
FutureBrand
Country Index

・Heritage & Culture ・Tourism ・Made In
・Value System
・Business Potential

・Quality of Life

4
THE SOFT POWER 30
RANKING

・Culture
・Government
・Enterprise

・Digital ・Education
・Engagement
・Polling

5
Brand Finance nation
brands

・TOURISM（GOODS &
SERVICES）

・SOCIETY
・GOVERNANCE（INVESTMENT）
・MARKET（INVESTMENT）
・PEOPLE&SKILL（INVESTMENT）
・GOVERNANCE（GOODS & SERVICES）
・MARKET（GOODS & SERVICES）

6
World Competitiveness
Ranking

・Economic performance
・Government efficiency
・Business efficiency

・Infrastructure

#
構成要素

対象調査名
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