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日独コラボレーションによるブランディングの最前線

年頭の新聞全ページ広告によって私たちが目を見張らされた人材サー
ビス企業グループ・ヒューマン Human の場合は、わが国気鋭のブラ
ンディングコンサルティング会社アクサムコンサルティング（AXHUM 
Consulting）とドイツのメタデザイン（MetaDesign）による緻密で周到に
計画されたブランディングの好例として記憶されるべきだ。
ここでは、ブランディングプロジェクトの開発導入プロセスに注目しながら、
その成果を見ていくことにしよう。
ヒューマンは 1985年創業の、継続教育から人材派遣・紹介、介護にいた
るまでの総合人材サービス企業グループである。ヒューマングループの特
徴は、キャリアアップや人生の転機を望む人々に向けて準備された約 600
種類におよぶ多彩な＜学びの場＞と、人材派遣、紹介といった＜仕事の場
＞を連結できる事業モデルであり、全国、海外に広がるサービス網と、一
人一人の顧客へのカウンセリング的な営業が強力な集客力となって急成長
を遂げている。そして、急激な事業の拡大にともなう、事業組織の再編成、
ドメインの再定義、事業全体のリポジショニングが求められ、またブランド
認知、ブランドイメージ（知覚品質）を速やかにアップしてブランドを購買意
思決定に結びつけ、反復購入を増やすことが緊急の課題となった。そのブ
ランディングプロジェクトの開発を担ったのがアクサムコンサルティング社（東
京）とメタデザイン社（ベルリン）であり、両社のコラボレーションである。

Human Holdings Co., Ltd., a temporary-employment corporate group which 
gained our attention with a full-page newspaper advertisement in the New 
Year, should be remembered as a successful example, meticulously planned 
by the enterprising Japanese branding consultancy AXHUM Consulting and 
MetaDesign of Germany. 
We will be looking here at the achievements of branding projects, focusing on 
the development and implementation process. 
Human, founded in 1985, is a corporate group providing comprehensive 
temporary-employment services, including continuing education and training, 
as well as manpower dispatching, covering multiple activities right through to 
nursing-care. The distinctive characteristic of the Human group is a business 
model that links over 600 diverse 'Learning Forums' for people seeking career 

advancement and life-changing moves with 'Work Forums' offering staff 
agency and headhunting services. It has achieved rapid growth on the strength 
of a service network extending nationwide and overseas, together with a 
counseling-type approach to each individual customer, which have proved a 
powerful attraction. In line with a dramatic business expansion, it needed to 
carry out structural reorganization, redefinition of its business domain, and 
overall repositioning of its operations; at the same time, an urgent task was 
to rapidly enhance brand recognition and brand image (perceptory quality) to 
link the brand with purchasing decision-making and increase repeat purchases. 
The responsibility for developing this branding was given to AXHUM Consulting 
(Tokyo) and MetaDesign (Berlin) as a collaborative project. 

A Japanese-German Collaboration in the Forefront of 
Branding 
AXHUM＋MetaDesign's Branding for Human Holdings

アクサムコンサルティング （AXHUM Consulting）
ブランディング、CI、情報デザインの専門会社。戦略から具体的な施策展開
の一貫性を重視。顧客や従業員の潜在意識にある強い本質的なニーズを
把握し、より早く効果的に伝わるブランドドライバーの選択とブランド表現を
追求している。とくに、デザイン開発においては、シンボルだけでなく、ブラ
ンドボイス（表現のメッセージ化とコンテクスト化）を最適なメディアミクスで展
開する。メリルリンチ日本証券や携帯電話ブランド au、日清オイリオのブラ
ンディングプロジェクトの実績がある。

MetaDesign
ヨーロッパ最大のドイツのデザインコンサルティング会社。
アイデンティティは、シンボルマークの造形よりも、カラーやデザインランゲー
ジの＜コンテクスト＞によって形成されることを主張。斬新で緻密なデザイ
ン表現で世界的に注目されてきた。
フォールクスワーゲンやアウディのブランディングの世界戦略や、ベルリン
の地下鉄や公営バスのサインデザインシステムにより東西ドイツの統合に貢
献してきた。

ブランドシンボル　brand symbol

AXHUM Consulting 
Specialists in branding, corporate identity and 
information design. Emphasis on integrated 
process f rom strategy formulat ion to 
practical implementation. Identifies strong 
intrinsicneeds subconsciously present in 
customers and their employees, while pursuing 
brand
driver selection and brand expression to 
convey the message quickly and effectively.In 
particular, its design development involves not 
only symbols, but also brand voice (creation of 
expressive message and context) through the 
use of optimum media mix.
Track record includes branding projects 
for Merr i l l Lynch Japan Securit ies , the 
mob i l e t e l e p h o n e  b r a n d  a u  o f  KDD I 
Corporation, and Nisshin Oillio Group, Ltd.

MetaDesign
Europe's largest design consultancy based in 
Germany.Asserts that identity is formed not 
so much by creation of identifying symbols as 
by 'contex' in terms of color and the'context' 
of design language. Has attracted worldwide 
attention through innovative and meticulous 
design. 
Contributed to the integration of East and 
West Germany with a worldwide strategy for 
Volkswagen and Audi branding, and a signage 
system for the Berlin subway and municipal 
buses.
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ブランド戦略の開発プロセス
ブランド戦略の核心は、ターゲットグループに、いかに効果的に
新しいブランド価値を伝え、強いブランド力を構築するかにあ
る。単なるデザイン開発にとどまらず、商品サービスや従業員の
マネジメントを横断的に行い、ブランドドライバーのシナジー（相
乗効果）を創出する。このプロジェクトの戦略立案では、次の 5
項目が重要なポイントとなった。
（1）ターゲットグループとクライアントの強み、資源の特定
（2）未来のブランドポジションのコアとしての「バリュープロミ
ス（約束価値）」とブランドドライバーの選択

（3）事業群の全体価値を最大化するための「ブランドアーキテクチュ
ア」

（4）ブランドのユニークネスを規定する「ブランドピラミッド」
（5）未来のブランド価値をデザイン表現に置き換えるための「ブ
ランドムードボード」

Brand Strategy Development Process

The core of brand strategy lies in how effectively 
one communicates the new brand valueto the target 
group, and builds brand strength. While not merely 
implementing designdevelopment alone, but also 
services for the products as well as the management 
ofemployees in a cross-sectoral manner, thereby 
generating a synergistic effect of the branddrivers. In 
drafting the strategy for this project, the following five 
items were important.
(1) Target group, client strengths, and identification of 
resources

(2)'Value promise' as core of future brand positioning
─ Brand driver selection

(3) 'Brand architecture' to maximize the overall value of 
business grouping

(4) 'Brand pyramid' to define brand uniqueness
(5)'Brand mood board' to convert future brand value 
into design expression

人が動き出す「バリュープロミス（約束価値）」の策定
既存顧客、潜在顧客、競合顧客の深層心理をつかむ調査と分析
を経て、顧客の潜在ニーズ、購買意思決定にかかわるトリガー
を特定すると同時に、Human の強み、提供すべき価値を設定し、
未来のブランドポジションのコアとしての「バリュープロミス（約
束価値）」を開発。社内ワークショップで文章化し、共有化を図っ
た。それが“Human SELFing”である。

Formulation of a Motivating 'Value Promise'

Through surveys and analysis to define the underlying 
psychology of existing, potential, and competitors' 
customers, their latent needs and triggers governing 
purchasingdecisions were identified. At the same time, 
Human's strengths and the values it shouldpresent 
were determined, and a 'value promise' to form the 
core of future brandpositioning was developed. This 
was formulated in a document for shared access at an
in-house workshop. The process is called "Human 
SELFing (Self Defining andDevelopment)".

グループ事業群の全体価値を最大化するための「ブラ
ンドアーキテクチュア」
既存の事業や商品群を再整理し、グループ内カンパニーを再
編成。それに対応するカンパニーごとのブランド表現方針を
固めた。ここでは、モノリスティック（単一型）という、全体
が一つのシンボルで統合され、グループ全体が同じように見
えるグループアイデンティティの方針をとった。

'Brand Architecture' to Maximize the Overall Value of 

Project Grouping

Existing projects and product ranges were realigned 
and group companies reorganized. A corresponding 
brand expression orientation for each company 
was then concretized. Here, a so-called monolithic 
orientation was adopted, whereby the whole is 
integrated under one symbol, bringing visual unity to 
the entire group. 

ブランド戦略の開発フロー　Brand strategy development flow

バリュープロミス　Value promise

グループ事業体系とグループアイデンティティ　Group business organization and group identity
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ブランドユニークネスとコンテクストの設定
めざすべきブランドユニークネスを＜言葉＞と＜表象＞の
両面から規定し、チーム内で共有化すると同時に、ブラン
ドストーリー（物語）としてコンテクスト（文脈）を構成していく。

innovative
liberating

fulfil lment individual

Knowledge Competence Trust
helping

Comfort
proud

emotional

Bridge

human selfing

uniqueness

benefits

basis

lively

warm

Joy
just right

inspiring

dynamic/active

more than unexpected/
Metamorphosis

close/approac hable

写真によるブランドストーリーづくり
Creation of brand story by photographs

表象サンプル　Symbol examples 
　©MetaDesign

　©MetaDesign

　©MetaDesign

カラーによるブランドストーリーづくり
Creation of brand story by colors

タイプフェースによるブランドストーリーづくり
Creation of brand story by typefaces

Establishment of Brand Uniqueness and Context

The targeted brand uniqueness is defined by 
means of both 'wording' and 'symbol', which will be 
shared within the team, while at the same time the 
context as a brand story will be constructed based 
on it.

▼▼▼
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ブランドムードボード　Brand mood board

新しく策定されたブランドコンセプトをビジュアルアイデンティ
ティに変換するためのムードボードを開発。あらゆる開発要素を
視覚的なストーリー（文脈）として構築し、ベルリンと東京で同時
開発するための共通テーブルとした。

未来のブランド価値をデザイン表現に置き換えるための「ブランドムードボード」

ブランドカラームード　Brand color mood

'Brand Mood Board' to Convert Future Brand Value into 

Design Expression

A mood board was developed to convert the newly 
formulated brand concept into a visual identity. 
All development elements were assembled into a 
visual story, and entered in a common table to allow 
simultaneous development in Berlin and Tokyo. 
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コアデザインエレメント
シンボルは、ブランドコンセプトを象徴化し、長期にわたり企業
資産として耐えうるデザインが求められる。企業グループ内のあ
らゆる事業を『Human』に一本化し、＜生命、人生、ダイナミズ
ム、変化＞をコンセプトに開発された。
また、グループ内の各カンパニーに、シンボルの動態バージョ
ンを与え、カンパニーカラーを規定した。カラー表現も、＜生命、
人生、ダイナミズム、変化＞を表現するためにグラデーションを
基本とした。

Core Design Elements

The symbols needed to be of a design that symbolized 
the brand concept and could endure over the long 
term as a corporate asset. All operations within the 
corporate group were unified under the heading 
"Human", while 'life, living, dynamism, change' was 
developed as the concept. 
Meanwhile, a dynamic version of the symbol was 
assigned to each group company and a company 
color designated. The color expression was based on 
gradations to express 'life, living, dynamism, change'. 
Further, to raise the degree of brand recognition, 
a Japanese-language communication logotype was 
selected to provide an additional interpretation of 
meaning. 

ヒューマンロゴタイプ　Human logotype

ヒューマンシンボルマーク　Human 
symbol

カンパニーシンボルとカラースキーム　Company symbol and Color Scheme

コミュニケーションロゴタイプ　
Communication logotype

ヒューマングループ　The Human group
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デザインプリンシプル─基本要素にコンテクストを与え
る
シンボルとカラーの統一だけでなくグラフィックデザイン全体
に、アイデンティティ構築のための手法として、Human ブラン
ド独自の原理を設けるデザインプリンシプルが策定された。デ
ザインプリンシプルは、単なるシンボルマークのサブ要素では
なく、ブランドコンセプトから直接導き出され、シンボルやロゴ
タイプと対等か、それ以上のアイデンティティが与えられる。そ
の結果、より効率的な“ブランド認知”と“ブランド知覚品質”が
実現される。

Design Principles -To give context to the basic elements

As a way of building identity in the graphic design as a 
whole and not only in the uniformity of the symbol and 
color, design principles were formulated to establish 
an independent principle for the Human brand. The 
design principles were not merely a sub-element of the 
symbol, but flowed directly from the brand concept, 
and were assigned an identity equivalent or superior to 
that of the symbol and logotype. This allowed a more 
efficient "brand recognition" and "brand perceptory 
quality" to be realized. 
The three design principles for the Human branding 
project were formulated as follows. 

グローラインとライフフロー
グローライン =Growline は、生命の光りを象徴しており、一直
線に伸びる。その上に、一人ひとりの人生の流れをライフフロー
として、重ねて表現している。グローラインは常にシンボルと一
緒にデザイン展開がなされる。

Growline and Life Flow

The growline symbolizes the light of life and extends 
in a straight line, on which the course of individual 
lives is expressed as multiple life flows. The growline 
was subjected to consistent design development in 
conjunction with the symbols. 

ピクチュアスタイル
また、ピクチュアスタイル（写真）の選択も、デザインプリンシプ
ルのなかで大きな位置を占めている。ブランド表現にふさわし
い選択基準を設けると同時に、ブランド表現のためのHuman
独自のピクチュアデータベースが構築された。

Picture Style

The selection of picture style ( photographs ) also 
occupied an important position in the design principles. 
As well as setting selection criteria adapted to the 
brand expression, an independent Human picture 
database was assembled for the purpose of brand 
expression. 

グリッドシステム
ブランドの平面表現におけるデザイン要素のレイアウトの仕方
について厳格なグリッドシステムを設けることにより、膨大な印
刷物、販促物の表現に一貫性を与える。

Grid System

By establishing a strict grid system for application to 
the layout of design elements in two-dimensional brand 
expressions, a uniform quality was given to the large 
number of printed items and sales-promotional items. 

グローライン

ライフフロー

グローラインのカラーが
含まれたもの

明るい背景色、
オープンスペースがあるもの

主題分野を想起させるような
テーマをあつかったもの
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Webとサインコミュニケーション
新しいHumanブランドにとって、ウェブは、もっとも強力なブ
ランドドライバーである。Human のウェブサイトには、毎日、数
十万人のターゲット顧客が訪れ、彼ら自身のセルフィングを支援
するツールになっている。
たえず更新される商品群の案内をリアルタイムに伝達するだけ
でなく、顧客一人ひとりに自分のセルフィングについて気づい
てもらう＜場＞を提供し、それが貴重なブランド体験の＜場＞
になっている。そのために、このブランディングプロジェクトで
は、web を最も重要なパワーアイテムとして位置づけ、デザイ
ン開発がなされたといっても過言ではない。印刷ではないから、
当然RGB発色を前提にコアデザインとプリンシプルが開発さ
れた。
今まで、ばらばらに開発されていた各カンパニーのウェブサイト
は、新しいデザインシステムで統合されている。

Web and Sign Communication

For the new Human brand, the web is the most 
powerful brand driver. The Human website is visited 
every day by several tens of thousands of target 
customers, who use it as a supporting tool for their 
own 'selfing'. 
It serves not merely to inform in real-time on the 
constantly updated product range, but also offers a 
'place' where individual customers are made aware 
of their own 'selfing', thus serving as a valuable place 
for brand experience. It would be no exaggeration to 
say that this branding project undertook its design 
development with the web being given the role of most 
important power tool. Since printing was not involved, 
core design and principles were naturally developed on 
the basis of RGB colors. 
The websites of each company, which had up till then 
been developed in isolation, were coordinated under 
the new design system. 

ヒューマングループトップページ　Human group top 

ヒューマンアカデミー　Human Academy

Human におけるサインコミュニケーションは、各地域において
Human の存在を知らせると同時に、全国各地域に展開されて
いる教室に顧客を誘導するためにある。
また、各教室内のサインは目標地への誘導だけでなく、環境サ
インとしても機能するように設計されている。

The corporate sign communication serves to announce 
the presence of Human in every region and also to 
guide customers to the learning centers being rolled 
out in every region of Japan. 
Also, signs within each learning center were designed 
to serve not only as a guide to the target destination, 
but also to function as environmental signs. 

銀座広告サイン　Advertising sign in Ginza

環境サイン　Environmental sign
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ブロシュア
Human の事業活動において、印刷媒体としてのブロシュアやＤＭツー
ルは、商品やサービスを案内するための重要なツールである。
とくに商品案内ブロシュアは、約 600 種類におよぶ商品を識別でき、
かつヒューマン固有の世界をつくるために、デザインプリンシプルが徹
底的に適用、展開されている。また、ＤＭツールでもプリンシプルが展
開され、Human ブランド全体を統合しようとしている。

Brochures

In Human's business activity, printed media in the form of 
brochures and DM tools are an important tool in informing of 
products and services. 
In product guide brochures in particular, design principles are 
consistently applied and developed to distinguish between 
around 600 different product lines and additionally create a 
world specific to Human. In DM tools likewise, principles have 
been developed in an attempt to unify the Human brand as a 
whole. 

ヒューマンアカデミーのパンフレット　Human Academy pamphlet

グループ内カンパニーの商品ブロシュアのデザイン体系　Design system for group company product brochures
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広告プロモーションと社内ワークショップ
ブランド認知を限られた期間に達成するために、集中的なマスメ
ディア（新聞、雑誌、テレビ）によるブランドプロモーションを展
開した。広告表現では、バリュープロミスの「セルフィング」を示
唆するステートメントと同時に、顧客ターゲットのセグメント層に、
トリガーとなるキャラクターSHIHOを採用した。SHIHOは自分
探しと自立を潜在的に求める 20～ 30代の女性に強い影響力を
もつモデルである。
「デザインプリンシプル」、「メッセージ」、「キャラクター SHIHO」
の 3者を融合させて、新しいバリュープロミスを感覚的、意味的
に強くアピールしている。

名刺や封筒は、各カンパニーの個別性よりもグループ全体の統合
感を重視してデザインされた。
名刺デザインシステムは、組織変更に対応するために人事データ
ファイルと名刺デザインシステムを連動させ、速やかで自動的な
デザインレイアウト・印刷が可能になっている。
新しいブランドの導入展開でもっとも力をそそぐべきところは、社
内浸透業務である。従業員にブランド戦略の目的とそのコンセプ
トを当事者の問題として理解してもらい、自らがその戦略の推進
者に変身してもらう必要がある。そのために、ブランドのビジョ
ンを共有化するためのツールや一人ひとりの気づきを導くための

Advertising promotion and In-house workshop

To achieve brand recognition in a limited period, 
intensive brand promotion was undertaken in the mass 
media (newspapers, magazines and television). In the 
advertising, at the same time as statements suggestive 
of 'selfing' through the value promise, the model SHIHO 
was used as a trigger to act on the target customer 
segment. SHIHO is a model with a strong influence on 
women in the 20̃39 age group who are subconsciously 
seeking their own identity and independence. 
The new value promise is strongly promoted in both 
sensory terms and meaning, through the fusion of 
'design principles', 'message' and the 'character SHIHO'.

Business cards and envelopes were designed with 
emphasis placed on a unitary group identity rather than 
the individuality of the various companies. 
In order to adapt to organizational changes, the business 
card design system was linked up with the personnel 
data files to make possible swift automatic design, 
layout and printing. 
The area which requires most effort in the introduction 
and rollout of a new brand is the task of in-house 
penetration. Employees need to be encouraged 
to understand the goal and concept of the brand 
strategy as an issue for them, and to become active 
implementers of the strategy. To this end, tools to allow 
shared access to the brand vision and tools to elicit 
comments and insights from individuals were prepared, 
while workshops transcending divisional barriers were 
held. 

教育・資格・人材・介護

新聞広告　Newspaper advertising

プロモーションツール・SHIHOセルフィングカード　Promotional tools/SHIHO selfing cards

名刺　 Business cards 事務用封筒 Office envelopes 　　社内ワークショップ用資料　 In-house workshop material
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