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序論
今年 2015 年はニューコーク事件後 30 年に当た

る。日本ではニューコークが発売されなかったこ
ともあってあまり知られていないが、米国ではあ

らためて TV ニュース 1a）、記事 1b）などでも報じ
られた。さらにトマス・オリバーによるノンフィ
クション「The Real Coke, The Real Story」（邦題：
コカ・コーラの英断と誤算）2）を映画化する話が

Point
❶	 	1985年、コカ・コーラは歴史あるコークを、甘味が強く、軽くまろやかなニューコークに全面
切り替えた。ところが全米からの大ブーイングが巻き起こり、わずか2カ月半後に元の味に戻した
クラシックコークを発売してようやく挽回した。マーケティングの歴史に残る大失敗とされている。

❷	 	クラシックコークは大衆の熱狂的支持を得て「コーク」ブランドの再強化となった。当年の業績は前
年比増でありその後の業績拡大につながったことから本件は失敗でなく大成功と見ることもできる。

❸	 	コカ・コーラはこれより前1982年にダイエットコークの発売に成功した。既に試飲テスト、コー
クブランドの活用という点で成功体験があったが、ニューコークではなぜかこれを生かしていない。

❹	 	クラシックコークは実は元のコークと同じでなく、砂糖から低コストの異性化糖主体へ変えていた。
これは収益向上をもたらし、同時に米国で異性化糖への転換の流れに寄与した。

❺	 	マーケティング戦略・経営戦略として、リスク予測、代替案の準備、現実への対応の面で、ニュー
コーク事件から学ぶべき点が多い。

世紀の失敗か？　
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進んでいるとのことである。
本事件はマーケティング関係者の間やビジネ

ス・スクールでは最近に至るまで教材としてよく
取り上げられ、いずれもコカ・コーラ社の、マー
ケティング上の世紀の大失敗とされた上で、失敗
からの見事な復活ドラマと受け止められてき 
た 1c，2，3）。

本論では、当時の周辺事実と情報を再検討し、
少し新しい見方と教訓を提供する。

ニューコーク事件の要約
コカ・コーラ（以下、コーク と略）は第二次世

界大戦後まで圧倒的シェア（～ 60%）を誇ったが、
1974 年から 1983 年にかけてペプシコ社（以下、
ペプシコ と略）が公開味覚テストを繰り返し、常
にペプシコーラ（以下、ペプシ と略）がコークよ
りも高評価となった（ペプシチャレンジ）。コカ・
コーラ社が独自に味覚テストをしてもペプシに負
けるとの結果が出て上層部の焦りを招いた。平行
してペプシコはマイケルジャクソン / ジャクソン
ファミリーを起用した CM で「新世代の」ペプシ
というポジショニングに成功した。この結果コーク
のシェアは低下し続けペプシが肉薄してきた。

これに対抗するためにコカ・コーラ社（以下、
コカ・コーラ と略）では、当時のロベルト・ゴイ
ズエタ会長が中核商品コークの変更検討を指示

（1983 年、カンザス計画と命名）、400 万ドルをか
けて約 20 万人の試飲テストを行った。甘くまろ
やかでペプシよりうまいコーク調合を完成し、ペ
プシに勝てるとの算段で 1985 年 4 月 23 日に鳴り
物入りで「ニューコーク」を発売した。このとき
コカ・コーラは旧来の「コーク」（以下、オールド
コーク とする）の販売を中止した。

結果は期待に反して惨憺
たん

たるものとなり販売は
不振で、オールドコークを撤退したことと合わせ
て、「アメリカの味」コークに慣れ親しんだ全米の
コークファンから政治家まで交えての一大ブーイ
ングが巻き起こり、1 日数千本の抗議電話が殺到
した。この間、ペプシの売上が 14％増加した 4）。

コカ・コーラ社は急遽
きょ

2 カ月半後の 7 月 11 日
に「コカ・コーラ・クラシック」（以下、クラシッ
クコーク と略）を発売した。マスコミと大衆はク
ラシックコークへの復帰を大歓迎し、数カ月で
トップシェアを取り戻した。その後は今日に至る
まで、トップシェアを守り続けている。ニュー
コーク事件は当初市場調査、製品設計、発売戦術
で失敗したが、国民的熱狂を呼び覚まし、結果と
してコークブランドの再確立につながり、ビジネ
ス上の大成功となった。

通説
事前の市場調査の設計と、オールドコークを

ニューコークに置き換えるという戦略的判断は世
紀の大失敗とされている。

（1）  ひと口だけ飲む試飲テストを行ったが、一缶
全部飲んだときの味覚体験としてどう評価さ
れるかは把握していなかったこと。

　　 また、新製品の印象を聞く際に、オールドコー
クをなくすことを明らかにしていなかった 
こと。

（2）  コークの伝統の味がアメリカの文化そのもの
として受け入れられてきたことを理解せず、
オールドコークを市場から完全に引き下げた
こと。

の 2 点が大きな間違いであったというのがマーケ
ティング論の通説となっている。30 年前の出来事
であるが、最近に至るまで論文や成書 3）などで紹
介されていることは、そのインパクトと教訓の大
きさを物語っている。

出発点となる疑問
本件に対してまず次の疑問が浮かぶ。
　疑問 1．  大失敗とされているが、そもそも「間

違い」だったのか？ 
　疑問 2．  なぜ優良企業のコカ・コーラが間違っ

たか？ 
　疑問 3．  それならなぜオールドコークを復活

させず、クラシックコークを発売し
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たか？ 
　疑問 4．  間違いをしていなかったらどうだっ

たのか（正しいオプションは何だっ
たか）？ 

結果として本件は大成功だった。失敗したとさ
れる 1985 年度でさえ、コカ・コーラは通年で前
年比増の業績をあげ 1b）、会長・CEO のゴイズエ
タと社長・COO のドナルド・キーオには特別ボー
ナスが支給されている 2，4）。マーケティング上の
間違いであったとされるものについては疑問 2．
と合わせて次節で、疑問 3．4．については戦略の
問題として本論後半で考察する。

なぜ優良企業のコカ・コーラが間違ったか？
ニューコークのためのマーケット調査手法（ひ

と口飲んでの試飲テスト）やその分析と判断が正
しくないことは通説（1）どおりである。そもそ
もニューコーク検討時の味覚テストは、ペプシコ
社がペプシチャレンジで行ったものと同様で、公
開の場でひと口ずつ飲むというものであった。こ
ういった手法では、甘味が強く、フレッシュな感
じのする、ペプシタイプのものが好まれやすい。
コカ・コーラ社はいわば「敵の土俵」に乗ってしまっ

たと思われる。しかし、不思議なことに少し前の
1982 年に発売したダイエットコークの事前調査に
比べてさえ、ずさんに見える。

ダイエット飲料（糖分を使わず人工甘味料を添
加したもの）についてコカ・コーラは当初力を入
れず、自社の「タブ」はダイエットペプシなど先
行ダイエット飲料の後塵を拝していた。ゴイズエ
タ会長の下、新しいフォーミュラの検討に集中し、
1 万人の消費者を対象に「家庭での試飲テスト」
を含んだプレマーケティングを実施し、製品デザ
インについても 150 種を検討した（コカ・コーラ
史上最も慎重に調査され開発された商品といわれ
る）（文献 5、p386）。さらに、従来拒否していた
ダイエット飲料への「コーク」ブランドの使用を
決断した上、250 万ドルのスポット広告とともに、
1982 年に「ダイエットコーク」を発売した。コー
クの名前を冠したこともあり、結果は数年のうち
にダイエット飲料のトップシェアとなり大成功に
数えられた 5）。

ニューコークの試飲テストでは、ひと口飲むテ
ストだけでなくダイエットコークで既に試した家
庭での試飲テストなど「最も慎重な調査と開発」を、
なぜ行わなかったかが理解しがたい。さらに不思

ニューコーク発売 元に戻してブランド再確立大反対キャンペーン

問１．そもそも間違いだったのか？
問２．なぜ優良企業のコカ・コーラが間違ったか？
問３．なぜ復活でなく、クラシックコークか？
問４．間違いをしていなかったらどうだったのか？

「大失敗」…
その理由

通説１．調査の失敗
●ひと口だけ飲む試飲テストで受容性を判断した
　（一缶飲みきるときの味覚とは異なる）
●「オールドコークと置き換える」という条件を伝えずに
　購入意向を聞いた

通説２．導入戦略の失敗
●「アメリカの味」としてのオールドコークのステイタスを
　理解していなかった

従来の解釈

本稿の問

図表 1　ニューコーク事件：世紀の大失敗

出所：著者作成
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議なのは、ペプシチャレンジの初期にコカ・コー
ラ自身が、ペプシによる味覚テストに対して「ひ
と口すすってみただけでは分からない」という
CM でペプシに反撃していたことである。

通説（2）の旧来のオールドコークを全面的に
撤収した第二の失敗についても、上記ダイエット
コークの成功で消費者のコークブランドへの信仰
と愛着心すなわちブランドロイヤルティは十分に
理解していたはずである。実際、社長のキーオは
カンザス計画中に次のように言ったという。「コー
クの味をいじったりしたら、大衆やマスコミがど
う反応するか。コークは星条旗と同じアメリカそ
のものなのだ！」（文献 2、p135）　　

上記 2 点はニューコーク事件の間違いを論じ
た、従来のほとんどの論説には指摘されていない
が、コカ・コーラはニューコークの市場調査や販
売計画が間違っているかもしれないことを事前に
分かっていたと考える方が自然ではないだろうか。

シニカルな見方
全てはコカ・コーラのシナリオ（策略）ではな

いかとの可能性に触れたものもあるが、肯定にも
否定にも明確な根拠は示されていない 6a，b）。皮

肉な意見に対して、コカ・コーラ社長のキーオは、
「Some critics will say Coca-Cola made a marketing 
mistake. Some cynics will say that we planned the 
whole thing. The truth is we are not that dumb, and 
we are not that smart.」（文献 2、p250）と、はぐ
らかしとも、意味深ともとれる発言をしている。

組織の意思は常に組織成員の意思の合成物であ
る以上、背景に深慮遠謀があったかなかったかを
考察すること自体に意味はない。重要なのは
ニューコークの市場投入という具体的な施策と、
それに対する市場の反応というダイナミズムの中
でどのようなリスク管理をし、どのように戦略的
成果を引き出したかという点にある。

事件の背景とコカ・コーラ社の課題
1980 年代前半コークには下記の脅威があった

（図表 2）。
（1）  ペプシの急追によるシェアの低下、過当競

争
　　   ペプシチャレンジの結果、1984 年にはペ

プシのシェアは 18.8% に上がりコークの
シェアは 21.8% に低下していた（主製品の
糖入りコーラのシェア）。加えて、競争に

１．ペプシの急追・シェア低下、過当競争
２．砂糖価格
３．フォーミュラ・コスト
　　  

図表 2　コカ・コーラの脅威と砂糖価格の推移

（注）砂糖価格の乱高下（cent/ounce、1960〜1985年）　詳しくは米国農務省データ：文献7）
出所：グラフはTrading	Economics	の許可を得て掲載、www.TRADINGECONOMICS.COM
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よる値引きなどにより、両社ともに 1980
年代前半には売上高営業利益率が 10% 程
度に低下していた。

（2）砂糖価格の乱高下
　　   米国では砂糖は輸入主体の市況商品であ

り、価格変動が激しい。1960 年代に 10 セ
ント / ポンド（22 セント /kg）をはるか
に下回っていたものが、一過性にせよ
1974 年 11 月には約 60 セント、1980 年 10
月には約 40 セントに高騰するなど価格変
動が激しかった 7）（図表 2）。関税のかか
る砂糖から、より安価で供給が安定する異
性化糖（日本では果糖ぶどう糖液糖、米国
では HFCS: High Fructose Corn Syrop と
称し、果糖とグルコースの混合物で砂糖よ
り約 1.1 倍甘い。トウモロコシ原料の半工
業製品）主体に変えることにはメリットが
あったと客観的に判断できる。1980 年代
前半でコークに使われる砂糖の半分を異性
化糖に変えたら年に 1 億ドルコスト削減で
きたとの試算がある 8）。

（3）フォーミュラ・コスト
　　   コークの風味を決めるのは、「7x」と呼ば

れる、レモン・オレンジ・ナツメグ・シナ
モン・ネロリ・コリアンダー、そして脱コ
カイン処理されたコカの葉の 7 種をアル
コールで抽出したもの（コカ・コーラの秘
密配合）とその他の成分（カフェイン、キャ
ラメル、バニラ、クエン酸など）の配合

「フォーミュラ」であるが、砂糖とともに
コスト構造の大きな部分を占める。

上記脅威は収益力の低下を招いていた。これに
対応するためのコカ・コーラの当時の重要課題は
以下の三つに整理できると考える。
（1）対ペプシ優位の再確立（名声の再確立）
（2）  砂糖使用量のさらなる低減（砂糖の異性化

糖への切り替え）
（3）  できればフォーミュラの変更によるコスト

削減　

時代背景　砂糖から異性化糖への流れ
砂糖は 1960 年頃まではキューバからの輸入が

多かったがキューバ危機で途絶え、国内保護のた
めに関税がかけられていたこともあり、その後価
格が上昇し、時に急騰した。

ちなみに、異性化糖の工業化と普及については
日本の技術が大きく貢献した。1960 年代後半に通
産省工業技術院の高崎義幸博士らがグルコースイ
ソメラーゼ（糖転移酵素）の製法を発明した。こ
れにより、でんぷんから安価に異性化糖が製造で
きることになった 9）。この特許は米国の Standard 
Brands Inc.（現 Nabisco）にライセンスされ、大
規模に製造を始めた。半工業製品の異性化糖の原
料はトウモロコシ由来のコーンスターチで純・米
国産である。砂糖よりも安価で供給が安定してい
るため、異性化糖の使用を増やして砂糖を減らす
ことは米国政府の期待に合っていたといえる。ク
ラシックコークをきっかけに米国の清涼飲料水は
ほとんどが砂糖から異性化糖に切り替えられた。
現在、米国の異性化糖の使用量は砂糖とほぼ同じ
になっている（ちなみに日本は異性化糖が約
30％。なお現在のコークの糖分は地域によって異
なり、米国が異性化糖だけ、日本は異性化糖＋砂
糖、メキシコは砂糖のみとなっている。コーク
ファンの間ではメキシコ産が一番美味とされてい
る。米国の一部地域ではメキシコ産を含めて砂糖
が主成分のコークが入手できるとのことである。
また 2004 年に米国内における異性化糖消費増大
と肥満拡大との相関関係を示す疫学的研究が公表
されて 10）以来、砂糖への回帰傾向がある。コカ・
コーラ社は 2014 年に自然志向として緑色容器の

「コカ・コーラライフ」（砂糖＋天然甘味料ステビア）
を発売している。）

成分の変更
ニューコークは、フォーミュラ変更（批判を受

けていたコカ葉や高価な香料の低減などを含む）
による味付けの変更、コストの安い異性化糖への
変更で前々項の課題（2）と（3）を満たしたも
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のであったと推量される（文献 5、p394、文献 4、
p413）。当時のペプシコ社長エンリコはペプシコ
で分析した結果ニューコークのフォーミュラは大
幅にコストカットしたものであった（年間 5,000
万ドル以上）と推定している（文献 4、p412）。結
局は市場で受け入れられなかったため課題（1）
は達成できなかった。

ニューコークへの一大抗議を受けて発売された
「クラシックコーク」はオールドコークと内容は同
じで名前と装丁だけを変えたものと思われてい
る。しかし、少なくとも糖分に関しては、1980 年
代に入って試験的に徐々に使い始めていた異性化
糖を、ニューコーク、クラシックコークを機会に
全面的に使い始めた（文献 2、p253）。クラシック
コークは前述の課題（2）の実現とともにコスト
削減を達成したものと考えられる。市場に大歓迎
され、以後長くトップシェアを続けたことから、
結果として課題（1）も達成した。課題（3）に
ついてはフォーミュラを元に戻したということに
なっているが、公開されていないので不明である。

間違いをしていなかったらどうだったのか？
（他に選択肢はあったか）

1985 年 4 月にニューコークを出してオールド
コークを取り下げたのがコカ・コーラの間違いだっ
たとすれば、その時の選択肢（オプション）はど
のようなものだっただろうか？　図表 3 にコカ・
コーラのオプションを示した。それぞれについて、
結果の成否予想と対応を考えてみる。
オプション 1．（ニューコークを発売、オールドコー
ク引き下げ）は、実際にコカ・コーラがとったオ
プションである。
オプション 2．（ニューコークとオールドコークの
併売）は実際にコカ・コーラ社内でも真剣に検討
されたようであるが、単にペプシへの対抗馬（ペ
プシに似たニューコーク）を追加で販売したこと
になり、ペプシから攻撃されたオールドコークを
守れる要素は少ない。また併売では力が分散して
急拡大したペプシとの競争で優位に立てないと考
えられる。コカ・コーラ自身も、「コークはひとつ」
との信念もあり、このオプションは捨てたとされ
ている（文献 2、p144）。

ニューコーククラシック
コーク

オールド
コーク

砂糖主体
成分：伝統の７x

異性化糖主体
（成分：７x主体）

異性化糖主体
成分大幅変更

3．ニューコークとクラシックコーク併売
●オールドコークをクラシックコークに
　変える理由（顧客価値）が説明できない。

2．ニューコークとオールドコークとの併売
●対ペプシで劣勢のオールドコークを残しても、
　マーケティング資産を分散させるだけ。

4．クラシックコークのみ
●オールドコークをクラシックコークに
　変える理由（顧客価値）が説明できない。
●劣勢なオールドコークとそう変わらない味
　のクラシックコークでは、形勢逆転は困難。

●ニューコーク1本でチャレンジ
●（代替製品クラシックコークを準備？）

１.ニューコークのみ発売

●1-１　クラシックコーク＋ニューコーク
●1-２　クラシックコークのみ
●1-３　オールドコーク＋ニューコーク
●1-４　オールドコークのみ

ニューコーク不調時の次の手

ニューコークに刷新コカ・コーラブランドの再構築

売れる

売れ
ない

図表 3　コカ・コーラが取り得た戦略オプション

出所：著者作成
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オプション 3．（ニューコークを発売、初めからク
ラシックコークを併売）では、2．に加えて、「ど
うしてオールドコークをクラシックコークに変え
るのか」について市場に説明する必要が出てしま
う。このとき、異性化糖への全面転換することの
価値を消費者視点で説明するのは難しいだろう。
オプション 4．（初めからクラシックコークに変え
てしまう）オプション 3 同様、クラシックコーク
への転換の説明が困難な上に、そもそも「ペプシ
の攻勢に対する手立てを打たない」ということに
なってしまう。

上記を勘案すれば当時の状況でペプシの攻撃に
対して弱みを持つ点と、失敗した時の代替案に弱
いという点で、1 以外のオプションは全て問題が
ある。コストが最も低く目新しさがあり、しかも
味覚テストの是非はともかく、ペプシとオールド
コークより美味との理屈づけがある故に、ニュー
コークを単独でぶつけるオプション 1．を選択し
たことは合理的である。もし勝てばそれはそれで
大成功となる。ただし、この時にはリスク管理と
して、ニューコークの不評とオールドコークを引
き下げたことへの不満が沸き起こる可能性がある
ことは予想していたと考える。
オプション 1 のサブ・オプション　上記オプショ
ン 1 のニューコークが不調の場合にはオールド
コークを復活させるか、クラシックコークを出す
選択があり、先のオプションとは時間差があるた
め、両方の準備ができる。さらにニューコークを
引き下げるかどうかの選択肢がある。背景に砂糖
を異性化糖に変えたいという思惑があったとする
なら、模様替えしたクラシックコークの方がコカ・
コーラにとっては望ましいと思われる。

間違いも計画の中？（全体戦略とリスク管理）
急追するペプシを打ち負かし収益の低下を食い

止める重要な転機において、一世紀続いた栄光の
オールドコークをかくも簡単に、甘くて飲みやす
いがペプシに似せた（まねをした）ニューコーク
に全面切り替えする決断をするものだろうか？ 

コカ・コーラは前項の中でまず最も妥当なオプ
ション 1 を選んだ。これは経営トップの判断で
あったろうが、同時に前項のオプションのそれぞ
れについて確率予測の上に立ったリスク管理をし、
代替計画（contingency plan）を含めた全体戦略を
描いていた可能性を指摘したい。実際に起こった
事態すなわちニューコークの大不調・バッシング
という市場の反応に遭ってから、大衆の「元のコー
クの味」への熱狂に応えるとの名目で、実際には
クラシックコークを発売し（1985 年 7 月）、最終
的にオプション 1 － 1（図表 3）を選んだことに
なった。

ニューコークについてはペプシに味覚で勝てる
ものを作ったという自負心と、低コストであるこ
と、ペプシタイプであることからペプシへの対抗
馬という意味で残した（クラシックコークと併売
した）。ただし、ニューコークを残したこと自体は
効果なく、その後も低迷を続け、後にコークⅡと
改名されたが、それも 2000 年代に消滅してい
る。同じカテゴリーで重複製品を持つことの難し
さ、味そのものよりも「ブランドイメージを含ん
だ味」の大切さを示している。
（閑話休題：「アサヒスーパードライ」が新しい

味のビールとして 1987 年に発売されて急伸、各
社はドライビールで追随するも敗北した。スー
パードライに対抗するためキリンビールは 1990
年に「一番搾り」を発売したが、ラガーとの併売
とした。1990 年代後半以降には併売 2 品目合計で
もスーパードライに勝てていない。これをコーラ
戦争と比較してどう評価するかはまた別の興味あ
る課題である）

ニューコークを出してオールドコークを引っ込
めたことで、どこまで意図したかはともかく実際
にはコークファンは「アメリカの味」を奪われた
と感じて「コーク」ブランドの意義を強烈に認識
した。結果としてニューコークが絶不調となり元
の「コーク」を戻すことへの熱狂が生じた。オー
ルドコークを直接クラシックコークに変えるオプ
ション 4、ニューコークと、クラシックコークあ

経済・産業
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るいはオールドコークを併売するオプション 2 と
3 では、決してこの熱狂は生じなかったと思われ
る。むしろオールドコークからクラシックコーク
に直接変えれば（オプション 4）、消費者は砂糖の
不使用を含む、微妙な味の違いに気づいてマイナ
ス評価が出てくることになる。

一度オールドコークを引き下げた後に時間差を
おいてクラシックコークを出したこと、また「ク
ラシック」の命名が絶妙であったことからも熱狂
的に受け入れられることになりブランド価値をさ
らに強化できた。「失敗」は成功を彩るために必要
なものとなり、クラシックコークとオールドコー
クの微妙な味の違いなどは熱狂のドラマの陰に埋
もれることになった。

結論と教訓
過去の事実を垣間見てこれが真実であると言い

切ることは難しい。ここでは、ケーススタディー
として、理想的な戦略はこうであったはず、ある
いは、あるべきとの議論を提示した。

振り返る歴史は概して単純化される。ニュー
コーク事件をマーケティング上の大失敗とし、ア
メリカ国民の力によって復活・大成功したドラマ
と見ることも真実の一つの側面であろうが、少な
くともコカ・コーラのような優良企業が、限定さ
れた予測の上に立てた戦術 1 本（ニューコーク）
に固執し、ほぼ一世紀にわたって消費者に受け容
れられてきたオールドコークを捨てる選択を唯一
としたと考えるのは合理的でない。リスク管理を
込めたマーケティング戦略の中で、最初のオプ
ションとしてニューコークを出し、ニューコーク
が爆発的に売れればそれで良し、同時にニュー
コークの不人気をある程度想定した上で、むしろ
オールドコークから戦略的に変えたクラシック
コークを代替オプション（次の本命）として準備
した。その上で、現実の事態に適切に対応したと
するのが合理的と考える。

何が真実かの分析とは別に、ペプシの急追を受
けていたコカ・コーラがリスクへの対応を含め

1985 年の一連の行動によって大々的に「コカ・コー
ラ」ブランドの名声を復活させ、クラシックコー
クの価値を上げることになったことは称賛に値す
る。マーケティング戦略あるいは経営戦略として
ニューコーク事件から学ぶものは多い。

事実と情報から判断して未来を予測し、計画を
ひとつに固定することには本質的にリスクがあ
る。個々の調査、分析、判断、計画には必ず正誤
があり、結果は Yes か No か、あるいは Gray で
ある。それぞれに応じて対応策を講じておくのが
正しい戦略である。リスク管理のためには、代替
案を含めたより広い全体戦略を考え、実際に起こ
るリスクには適切に準備されたもので対応するこ
とが賢明といえる。前出のキーオの意味深い言葉
は次のように解説すべきかと思われる。

Even if Coca Cola was not that wickedly clever 
to write THE Whole Unique Scenario in detail, 
they must have been smart enough to prepare for 
all possible risks and perform the Whole Drama in 
the actual situation, by MN. （実際に起こった
ニューコーク事件のシナリオ全てを描き切るほど
に策略を働かせたのではないにしろ、コカ・コー
ラは考え得る事態を想定し、リスクに対して十分
準備し、起こった事態に対して適切に対応して「ド
ラマ」全体を演じ切るに十分賢明であったと言え
る。）

その後
当時ペプシコはコークに対抗するためにオール

ドコークに似た「サバンナクラシックコーラ」を
準備し、1985 年 9 月には発売可能であったらし 
い 4）。もしコカ・コーラがクラシックコークの発
売に手間取って、サバンナクラシックコーラが発
売されていれば、軍配はペプシに上がっていたか
もしれない。実際にはクラシックコークが 7 月に
登場したため、サバンナクラシックコーラは世に
出なかった。これは過当競争を避けるというペプ
シコの賢明な判断かと思われる。それまで攻撃的
であったペプシコもこの事件の後 CEO ウエイン・
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キャラウェイが市場シェアよりも ROE を重視し
た 3）。

ニューコーク事件以後、時代背景もあるが、両
社ともに業績を大きく伸ばした。ブランド間の競
争は依然として熾烈ではあっても、短期的な収益
を重視する価格競争は適度に自粛し、企業価値は
1990 年代まで上昇を続けた。1979 年から 1980 年
代前半の激闘期間は両社とも営業利益率が 10% そ
こそこに低下していたものが、1985 年以降は 15%
以上（時に 20%）に復活し、10 年あまりの間、時
価総額は年率 30% 程度も上昇した（ペプシコは年
率 24%）3）。自社の得意領域を大事にし、長期的
観点でシェアよりも利益率を重視するという経営
戦略の先駆けともいえる。

1995 年 の NY タ イ ム ズ で、Glenn Collins は 
“Ten Years Later, Coca-Cola Laughs at 'New 
Coke' ” という記事を書いている 6a）。両社はそれ
ぞれ他の清涼飲料会社を買収しグローバル展開を
図り世界的大企業となった。ペプシコは食品、外
食事業にも事業領域を拡大した。最近は健康志向
による清涼飲料の伸び悩みもあり、両社とも基幹
事業の清涼飲料が頭打ちで苦しんでいるが、時代
の変化に対応する企業運営の次の手が注目される。
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