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第一章 はじめに 
経済のソフト化、グローバル化、ＩＴ技術の発展に伴い、企業は巨額の金融資産、設備

資産、土地等の有形の経営資源（タンジブルズ）に基づくタンジブル経営戦略から知的財

産、研究開発費、ノウハウなどの無形の経営資源（インタンジブルズ）を中心とするイン

タンジブル経営戦略へと大きくパラダイム・シフトしつつある。 
今日の経済においては、金融資産、土地、設備資産等のタンジブルズは、平均投資利益

率を生み出すのがやっとの資産になりつつあるのに対し、インタンジブルズが重要なバリ

ュードライバー（企業価値の決定要因）になっている。このような状況下で企業の経営戦

略として重点視されるのはインタンジブルズの価値の増大であり、その価値評価である。 
ヒト、モノ、カネ、情報に次ぐ第５の経営資源と言われるブランドは、将来のキャッシ

ュ・フロー創出能力を予測するためにも、株主価値の増大を図るためにも、その価値を適

切に評価することが検討課題である。顧客嗜好の多様化にともない、細分化した顧客ニー

ズに即座に対応するマーケティング戦略の高度化から、顧客に対して企業のアピールはブ

ランドという概念による顧客へのプライオリティーを確立することが市場シェアを勝ち取

る手段となっている。ブランドの価値を算出することから、ブランドの価値を上げること

が必要であるといえる。またブランド価値評価はステークホルダーにとっても有益である

と考えられる。なぜなら、価格を算出することで各ステークホルダーが持つブランドイメ

ージに対するフィードバックになるからである。ここで、ブランド価値を算定するだけで

なく、同時にその企業が持つブランドの位置づけ、イメージを具体化して評価できるよう

なモデルが要求されると思われる。 
 
以下、第二章ではブランドについて述べていく。第三章ではブランドの効果、またブラ

ンドの外部調達について述べていく。第四章ではブランド価値評価アプローチについてま

ず述べ、ブランド価値評価モデルの経済産業省モデルと CBバリュエーターモデルについて
述べていく。第五章ではブランドの崩壊について雪印乳業の事例に焦点を当てて述べてい

く。第六章では最後にまとめとして自分の考えを述べていく。 
 
 
第二章 ブランド 
（１） ブランドの概念 
「ブランド（brand）」とは、古来ヨーロッパで家畜の所有者が自己の家畜と他人の家畜
を識別するための印という意味であったといわれている。現在では、文化、経済等の進展

に伴い、自己の商品、製品、サービスなどを他者と識別するためのネーム、ロゴ、マーク、

シンボル、パッケージ・デザインなどの標章を表している。ブランドの特徴が、他社また

は競合品との「識別化」および「差別化」にあるところから、広く重視され、企業は自社

製品等の品質の高さ、デザイン、機能の革新性等を普遍的に表現するために、これらのブ
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ランド標章を統一的に用いて事業活動を行っている。顧客は商品製造企業を識別する手段

としてブランドを重視している。 
また以下の表 1 は日本のブランド評価のランキングであり、表 2 は世界のランキングで
ある。 
 
 
 

 
表１：ブランド・ジャパン 2009 
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表 2：世界ブランドランキング 

 
（２）コーポレート・ブランドとプロダクト・ブランド 
ブランドは、それが示す対象によって、コーポレート・ブランドとプロダクト・ブラ 
ンドに区分できる。コーポレート・ブランドとは、コーポレート・ネーム、コーポ 
レート・ロゴなどの標章であり、プロダクト・ブランドとは、製品に付されたネーム、 
ロゴなどの標章であるとする。たとえば任天堂はコーポレート・ブランドであり、任天堂

が製造している wiiや DSはプロダクト・ブランドである。これらの役割とし、コーポレー
ト・ブランドは対社会との関係であり、プロダクト・ブランドは対顧客との関係にある。 
 
（３）ブランド価値の概念 
ブランドとは企業が自ら創り出した組織のイメージであり、製品イメージでもある。両

者はコーポレート・ブランドとプロダクト・ブランドに区別ができる。また、顧客が持つ

企業に対するイメージであり、製品に対するイメージでもある。ここでいうイメージとは

企業と企業、製品と製品を識別化および差別化するアイデンティティとしての印象である。

企業の持つブランドイメージと顧客が持つブランドイメージには若干の相違があるとして

も、ブランドは両者の共有物であると理解ができる。企業は顧客に対してブランドイメー

ジをメッセージとして伝える。このメッセージを顧客が受け取り、そのメッセージに対し

て好意的に認知されれば企業及び、製品に対し魅力を持つようになる。この企業と顧客と

の間のコミュニケーションを通し、顧客が購買行動を起こしたとき企業は収益を得ること

ができる。このサイクルの媒体としてブランドがあるといえる。ここでブランド価値とは

ブランドがあることによって付加的に生み出される企業収益のことを指す。つまり、ブラ
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ンドは無形の経営資源であり、企業が将来にわたって収益を生み出す「富の源泉」である

と同時に企業が発する顧客へのコミュニケーションから顧客の頭の中に創り出された購買

行動を生み出す「魅力の源泉」である。ブランド価値を評価することにより企業としては

自社が持つブランドと他社が持つブランドの客観的な比較ができ、ブランドマネジメント

の意思決定材料ともなる。また無形資産の価値評価の判断基準にもなる。顧客としては、

製品の選別基準になり、客観的な評価が与えられることから顧客自身の企業や製品の評価

に対するフィードバックにもなり、結果として企業・製品への愛顧につながるものと考え

られる。 
 

 
 

図 1：ブランドの概念と価値評価のメリット 
 
 

第三章 ブランドの効果 
（１） 価格破壊から自商品を守る 
 価格競争は今後とも一層激化するといわれている。理由としてまず、余剰利潤が少しで

もあれば、その利潤を求めて多くが参入し逆に参入過剰となり、価格が大幅に下落すると

いうことが起きやすくなっているからである。また海外からの安い輸入物が大量に国内市

場に出回るからである。そのため低コストで生産されている海外モノが国内モノをむしろ

締め出す働きを示す。ＩＴなどはその傾向を加速させる働きもある。顧客も所得が大きく

向上しない見込みの中では、消費を拡大することをためらう。しかも、低価格のものが高

品質になりつつある。そのためますます安いものを選択する傾向が強まるのである。この
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ように、供給サイドと需要サイドの両サイドが、価格破壊の方向を目指すことになる。 
 これに対抗するには、自らが低価格を実現するか、ブランド力の向上しかない。しかし、

低価格の実現は新興工業国との競争であり、利益が減少する恐れが高い。消耗戦となる可

能性が高いのである。それに対して、ブランド力は顧客がこの商品に対してもっと強い愛

着を示し、企業との信頼関係を作り上げることであるから、少々高い値段でも消費者はそ

れを受け入れる働きをもつ。しかも、価格は一端下げると元に戻すことは大変であり、低

価格になれた顧客が逃げることになりがちである。または、高いブランド力をもっていた

商品が安物と同じ値段になると、それまで定着していた優良の豊かな顧客が離れることに

もなりかねないのである。ブランド商品は、高いがそれに見合う様々な価値があると顧客

に訴求していくことが重要である。価格競争に巻き込まれずに、着実に優良顧客をつなぎ

とめるためには、ブランド力は大きな力を発揮するといえるのである。逆にいえば、高い

価格を維持できるものこそが、ブランド商品といえるのである。 
 
（２）コミュニケーションコスト（宣伝広告費）を下げる 
 豊かな消費社会には、無数の商品が存在している。そのなかでの競争は、価格競争だけ

ではなく、非価格競争も激しい。商品のデザインやパッケージを変えるとか、商品の売り

方を変えることも含め、自社商品をまずは顧客に知ってもらうためには大きな宣伝広告費

が必要である。その宣伝広告費のうち、もっともマクロ的に見て大きな費用を払っている

メディアは、ＴＶや新聞であり、企業は宣伝広告費用に多くを支払っているのである。ブ

ランドの形成のためには、巨大企業では多額の広告費を払っているが、ブランド力が形成

されると、その費用は少なくてもよいとされている。ブランド力は、広告費用やコミュニ

ケーション費用を削減する力を持っているのである。 
ブランド力を得るためには、まずは顧客の頭の中にしっかりと自社商品のイメージや名

前を刻みこむ必要がある。そのためには、何度も繰り返し宣伝広告をする必要がある。し

かし、ブランドが形成されると、すでに顧客の頭の中にはしっかりと刻み込まれているの

であるから、それを行う費用は少なくてよい。そのときでも、顧客の頭の中から失われな

いように追加的な広告費用は必要であるが、その額はブランニュー（新規）商品よりは格

段に安い。このことは、既存顧客を維持するコストは、新規に顧客を獲得する費用の五分

の一程度であるという経験則とも合致している。さらに、ブランドが形成されると、顧客

自身が顧客を連れてきてくれる。なぜなら、ロイヤリティをもっている顧客は、自分が愛

しているものを誇りに思っており、その誇れるものは他人に伝えようとする傾向を人はも

っているからである。いわゆる、口コミ宣伝をブランド顧客は率先して行ってくれるので

ある。その口コミの影響は極めて大きい。なぜなら、口コミをする相手はまったく見知ら

ない他人ではなく、それ以前にある程度の人間関係がある人だからである。そのようなソ

ーシャル・ネットワークのある人からの積極的な勧めは、人は受け入れがちなのである。

これは顧客自身が勝手に営業をしてくれるといえる。ブランド力をもつ商品や企業がコミ
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ュニケーションコストを削減できる力にはこのような理由があるのである。 
 
（３）販売力を高める 
モノが勝手に流通システムに乗って、勝手に売れていくものであれば本当に費用はかか

らない。実際に、流通段階では相当な費用がかかる。製造原価が 4 割以上というようなも
のはほとんど無い。商品の最終価格のうち、流通段階のコストが半分以上を占めるのは普

通なのである。さらにいえば、新しく作った商品が店に置いてもらえないことは多々ある。

たとえば、コンビニにはおよそ 3000品目の商品があるといわれているが、自商品をコンビ
においてもらうことは簡単なことではない。コンビニとしては、限られたスペースには当

然だが、もっとも売れ筋の商品を並べたいと思っている。そのときに、見知らぬ企業の名

前の分からない新製品を並べるということは普通はない。やはり、有名企業の有名ブラン

ド商品を扱いたいと考えるのが普通である。ブランド力があれば、店が扱ってくれる可能

性が高まるのである。これを、ストア・カバレッジ率という。多くの店が扱ってくれれば、

商品は当然多く売れ、多く売れれば商品の認知も販売量も拡大するので、一層販売が容易

になる。このことから、ブランド力は商品の販売の基礎をなすといえるのである。 
さらに、店が扱ってくれたとしても、どこの場所に陳列してくれるかも販売に大きな影

響を与える。その店のもっとも目立つ、顧客からすればもっとも目にしやすい、買いやす

い場所にある商品は売れていくが、どこにあるかわからないような場所にあれば、顧客の

目に触れることがなく、結局は売れないということになる。これは、インストア・シェア

に関わっている。なぜなら、店の中での同一種類のなかでの当該商品の販売率は、その商

品が置かれた場所に依存するともいえるからである。これは、ブランド力のある商品をも

っとも売れる場所に置くからである。このことから、商品にブランド力がつけば販売力は

高まり、ブランド力がつかなければいくら実質的には優れていても販売力を持たないこと

になるのである。 
 
（４）ライセンス・ブランドを受ける 
ライセンス・ブランドとは、自社の保有するブランド（主にロゴ）を他社に、使用する

権利を売っているブランドのことである。このことをライセンス・ブランド商法という。

このように外部のブランド資産を使って時間とコストを軽減することが可能となる。強い

ブランドのライセンスを受けることで売り上げを上げることが可能になるだけでなく、自

社の地位アップや新しい顧客の開拓にも繋がる。しかし、ブランドの権利を売ることでカ

テゴリーが広がり一気に価値が下がる場合がある。また、ライセンスには売り上げは上が

るが利益はなかなか出ないという問題点がある。他には、他社と提携してブランドを利用

しあうという方法がある。提携したブランドの価値が自社のブランドを補完することで付

加価値が上がるのである。H&Mは２００８年の日本進出の際にコムデギャルソンと提携す
ることで大成功を収めている。 
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（５）M＆A 
 ブランドを対象とした合併・買収をおこなうことで目的のブランドを獲得することが可

能となる。２００５年には Leonovoが Thinkファミリーに代表される IBM の PC 事業を
１７億ドル以上で、２００８年にはインドのタタ自動車がフォード傘下のジャガー・ラン

ドローバーを２３億ドルで買収した。これは、新興国企業が一流のグローバルブランドを

獲得することで多国籍企業へと飛躍することを目的とした買収であったといえる。他には、

キッコーマンのデルモンテなど商標権だけを切り出して買い取るというケースもある。 
これらのようにライセンスや提携、買収によりブランドを調達する際には、有形資産と

ブランド資産を組み分けて明確に評価することが重要である。 

 
表３：外部からのブランド調達 

 
 
第四章 ブランド価値評価モデル 
（１）ブランド価値評価アプローチの概要 
 ここまで、ブランドについて説明を行ってきたが、ここでブランド価値の評価について

説明していきたいと思う。 
これまで多くの研究者、アナリストがブランド価値の評価を行ってきた。評価方法は金

額に換算するか、指標化するかによって２つに大別される。財務諸表などの財務データを

主体として金額に換算して評価する財務アプローチと、広告宣伝といったマーケティング

戦略の評価と消費者イメージなどの評価を主体として指標化によって評価するマーケティ

ングアプローチである。また、この２つを融合したモデルによるアプローチも考案されて

いる。ここで、財務アプローチを主体としたアプローチの体系をまとめると表４のように

なる。 

ブランドによる提携・ライセンスの例 
 
・ au smart sports (au,アディダス) 
・ Nike Plus (Nikeと Apple) 
・ Comme des Garrcons for H&M 
・ バドワイザー、ハイネケン (キリンビ
ールがライセンス販売) 

・ ポールスミス (オンワードがライセ
ンス販売) 

ブランドを対象とした合併・買収の例 
 
・ Google：Youtube 
・ Lenovo：ThinkPad 
・ P&G：ヴィックス、マックスファク
ター 

・ タタ自動車：ジャガー、ランドロー

バー 
・ ポルシェ：VW 
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評価アプローチはまずは残差アプローチと独立評価アプローチに大別される。残差アプ

ローチとは、株式等の時価総額をもって企業全体の推定評価額とし、これからオンバラン

スされている純資産の簿価を控除した残りの額をブランドの価値とする考え方である。独

立評価アプローチはブランドを独立に抽出して評価するアプローチであり、コスト・アプ

ローチ、マーケット・アプローチとインカム・アプローチに別けられる。ここではブラン

ド価値評価のモデルを２つ紹介する。どのアプローチを主体としているかによってそれぞ

れモデルのコンセプトが異なる。以下にプレミアム価格法の経済産業省モデル、残差アプ

ローチの CBバリュエーターモデルの概要を紹介する。 
 
 

 
表４：財務アプローチを主体としたアプローチの体系 

 
 
（２）経済産業省モデル 
経済産業省のブランド価値評価研究会が平成十四年に発表した「ブランド価値研究会報

告書」で考案されたモデルである。このモデルは客観性と比較可能性が担保された財務デ
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ータのみを用いていることが最大の特徴である。アプローチの方法としてプレミアム価格

法を採用している。コーポレート・ブランドとプロダクト・ブランドを一体のものと捉え

て総合的に価値を算出している。ブランドに起因して生じる期待キャッシュ・フローをリ

スクフリーレートで割り引くことによってブランド価値を現在価値で算出している。モデ

ルの構築にあたり、企業に対する実地調査及びアンケート調査からブランド価値に最も大

きな影響を与えている因子は何か検討し、因子のうち相互に関連性の低いもの、すなわち

評価モデルの中でブランド価値の独立した説明変数として用いることができるものは何か

検討を行う。検討の結果、ブランドの競争優位性である、価格の優位性、高いロイヤルテ

ィ、地理的展開、類似業種および異業種展開力等のブランド拡張力の三つの要因を抽出し、

ブランド価値の構成要素として位置付けることとした。これらブランドの競争優位性であ

る三つの要素は、企業に現在および将来のキャッシュ・フローの増加をもたらす。 価格優
位性は、品質および機能がまったく同一であるとしても、ブランド製品等のほうがノン・

ブランド製品等よりも高い価格で販売できることを意味し、現在および将来のキャッシ

ュ・フローを増加させる要因となる。高いロイヤルティは、当該ブランド製品等を反復、

継続して購入することを意味し、現在および将来のキャッシュ・フローの安定的かつ確実

な増加をもたらす要因となる。ブランドの拡張力は、当該ブランド製品等の市場を海外に

拡張するか、または類似業種および異業種市場へ展開することを意味し、現在および将来

のキャッシュ・フローの増加をもたらす要因となる。 以上のように、ブランドの競争優位
性およびそれらのシナジー効果によって、ブランドからもたらされるキャッシュ・フロー

が増大し、ブランド価値が増大すると考えられる。これらの三つの要素はそれぞれ、プレ

ステージ・ドライバー、ロイヤルティー・ドライバー、エクスパンジョンドライバーとし

て表現される。 
 
（２－１）プレステージ・ドライバー 
プレステージ・ドライバーは、競争優位なブランドに特有の価格優位性を表すドライバ

ーである。顧客がブランド製品にはノン・ブランド製品よりも余分にお金を支払うだけの

価値があると考えることにより、ブランド製品を保有する企業はノン・ブランド製品を保

有する企業よりもより高いキャッシュ・イン・フローを獲得できる点に注目している。「研

究会」では単価と数量との間には相関関係があることなどから数量と価格を区別して考慮

せずに超過利益はブランド製品の売上原価 1 単位あたり売上高とノン・ブランド製品の売
上原価 1 単位あたり売上高との差、すなわち売上原価 1 単位あたりの価格差によって算出
することとした。超過利益はブランドだけでなく、特許権や製造ノウハウなど様々な無形

要素に起因して発生するので、ブランド価値の算定に際しては、ブランドに起因する超過

利益分だけを抜き出してプレステージ・ドライバーを求めなければならない。 
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（２－２）ロイヤルティー・ドライバー 
ロイヤルティー・ドライバーは、ロイヤルティの高い顧客が安定的に存在することによ

り、企業は長期間にわたり一定の安定した販売量を確保できることに着目したドライバー

である。ロイヤルティの高い顧客が多ければ多いほどブランド製品を保有する企業はノ

ン・ブランド製品を保有する企業よりも長期間に渡ってより安定したキャッシュ・イン・

フローを確保することができる。「研究会」ではロイヤルティの高い顧客の存在を好評財務

データによって表現することができないかを模索した結果、売上原価の変化から企業の販

売量の安定性を計ることとし、式のように過去 5 期における売上減価の平均値と標準偏差
を求め、期間を通じた売上原価の変動の大きさが平均値からどの程度差があるかによって

ロイヤルティー・ドライバーを算定することとした。 

 

 
（２－３）エクスパンジョンドライバー 
エクスパンジョンドライバーはブランド拡張力、すなわち既存のブランドが地理的拡張

力、類似業種及び異業種拡張力を有しているかを表すドライバーである。ブランド拡張と

は、企業が既存の確立されたブランド・ネームを用いて同業種または異業種の市場に新規

参入し、製品を開発したり、国外で展開したりすることをいう。競争優位なブランドは認
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知度が高いため、ブランド拡張力も高く、本来の業種または市場に留まらずに、類似業種、

異業種、国外等他の地域へ進出することが可能となる。ブランド拡張をすればさらにブラ

ンドの認知度が高まり、ブランド価値が高まる。「研究会」では、地理的ブランド拡張力を

示す指標として海外売上高、類似業種及び異業種へのブランド拡張力を示す指標として非

本業セグメント売上高を用い、さらにこのブランド拡張力を示す使用にブランド拡張が成

功したかどうかを織り込むために過去 3 期の平均成長率を採用し、式のように算定するこ
ととした。 

 
 
さらに、これまでに説明してきた 3 つのドライバーを掛け合わせ、式にすることが出来
る。プレステージ・ドライバーにより、将来のキャッシュ・イン・フローのうちブランド

に起因する部分を測定し、ロイヤルティー・ドライバーを乗じることによりキャッシュ・

イン・フローのうち安定して確実に獲得できる額を導き出し、さらにエクスパンジョンド

ライバーを乗じることによってブランド拡張による将来のキャッシュ・イン・フローの期

待成長を織り込むことで、以下の式となる。 
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なお、リスクフリーレート r は長期国債の利率を用いることとする。 
 
（３）CB バリュエーターモデル 

CB バリュエーターモデルは一橋大学伊藤邦雄教授と日本経済者が共同で開発したモデ
ルである。CB（Corporation Brand）を企業そのもののブランドとして、人々がその企業
に対して抱くイメージを決定づける無形の個性と定義している。アプローチの方法として

残差アプローチを採用している。そして、コーポレート・ブランド価値の構成要素として

企業理念・価値観、顧客価値、株主価値、従業員価値を挙げている。価値を構成する考え

方として、コーポレート・ブランドに企業理念・ビジョンを象徴させて、コーポレート・

ブランドを基軸とした仕組み・仕掛け作りを通じて顧客価値・従業員価値・株主価値の最

大化を目指す。また、顧客起点のバリューチェーン・活力や結力・利益シェア向上により、

顧客満足・従業員満足・株主満足の最大化を目指すものと考えている。（図２参照） 

 

図 2：コーポレート・ブランドの概念 
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（３－１）CB 価値測定の流れ 
 CB バリュエーターは 
① CB スコア 
② CB 活用力 
③ CB 活用機会 
の三要素から構成される。CB バリュエーターは企業の主たるステークホルダーである顧客、
従業員、株主それぞれから見たブランドイメージを総合的に捕らえ、CB スコアという一つ
の指標にまとめたものである。CB スコアは、当該企業ステークホルダーに対してどれほど
優れた企業イメージを植えつけられているかを表す総合指標である。つまり、優良な顧客・

従業員・株主をどれほど多く長期間惹きつけ、繋ぎとめられるかという指標であり、顧客

スコア、従業員スコア、株主スコアから構成される。各スコアはプレミアム、認知、忠誠

の 3 軸をベースに指標化を行う。プレミアムは、企業ブランドに惹きつけることができて
いるステークホルダーの質、認知はその量、忠誠はひきつけることができる期間やその成

果のボラティリティを象徴する。なお、各スコアの算出式は以下のとおりである。 
 

顧客・従業員・株主スコア＝プレミアム指標×認知指標×忠誠指標 
 
 次に各指標の意味を表５に示す。 

 
表５：各指標の意味 

 
プレミアムは財務データ、認知と忠誠は企業イメージ調査を軸に算出する。各指標は業

界をサンプルとする標準化変量をベースにする。顧客スコアではプレミアム指標に売上高

営業利益率となる。これは顧客プレミアムが高いほど、価格プレミアムが高くなるという

想定に立っているためである。また、認知指標には好感度となる。これは、当該指標と売

上高規模との関連性が高かったためである。つまり、人々に好感を持たれている企業ブラ

ンドは、売上高規模も大きくなっていると考えられる。忠誠指標は、忠誠度の高さを表す
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財務諸表と相関の高い企業イメージデータを指標化して測定する。算出された顧客スコア、

従業員スコア、株主スコアそれぞれを加算して CB スコアを算出する。計算式は以下の通
りである。 

 
CB スコア＝顧客スコア+従業員スコア+株主スコア 

 
ここで注意すべきことは、CB スコアが高くてもコーポレート・ブランド価値が高いとは
限らない。つまり、一定の CB スコアをキャッシュ・フローに結びつける能力が低ければ、
コーポレート・ブランド価値は増大しない。コーポレート・ブランド価値は CB スコアの
みならず、それをキャッシュ・フローに転換する能力に依存するといえる。これを「CB 活
用力」と呼ぶ。CB 活用力とは、CB をキャッシュ・フローに転換する能力である。CB 活
用力は以下の 2 つのファクターによって規定される。ひとつは事業資産営業利益率（ROA）
の水準、もうひとつは ROA と CB スコアの関連性の高低である。オフバランスの CB を
効果的に利用できている企業ほど ROA が高いという観点から ROA による評価を指数化
して算出する。 
第 2 の ROA と CB スコアの関連性については、過去の長期間のデータで算定する。コ

ーポレート・ブランドの魅力の増減が ROA の上昇・低下に結びつく程度が高いということ
は、コーポレート・ブランドの魅力を資本効率、キャッシュ・フローの創出に効果的に結

びつけることができていることを意味する。CB スコアとの関連性を調べ、CB をキャッシ
ュ・フロー創出に効果的に結びついている企業を高く評価する。 

CB スコアをコーポレート・ブランド価値に転換するためのもうひとつの要素を算出する。
CB スコア、CB 活用力が高くてもコーポレート・ブランド価値が高いとは限らない。コー
ポレート・ブランドをキャッシュ・フローに転換するための事業機会が、業界ごとに異な

るためである。こうした機会を「CB 活用機会」と呼ぶ。CB活用機会は各業界で同じ値と
なる。最終的に回帰分析を通じて企業の無形資産｛株式時価総額―バランスシート（財務

諸表）上の純資産｝と CB スコア、CB 活用力の関連性からコーポレート・ブランド価値
を推定するアプローチを行う。CB 活用機会は、この回帰分析を通じて算出される。具体的
には CB 活用力による調整後、CB スコアにかかる係数が CB 活用機会になる。同じ CB ス
コア、CB 活用力であったとしても、業界が異なれば CB 活用機会が異なることから、結
果としてコーポレート・ブランド価値もまったく異なる水準となる。また、CB 活用力と
CB 活用機会を、「CB leverage」（CB 数）と呼ぶ。以上の CB バリュエーターの全体図を
示したものが「コーポレート・ブランド価値ツリー」である。（図 3参照。） 
バランスシートの純資産と株式時価総額から導き出した無形価値を軸に、コーポレー

ト・ブランド価値を推定する場合、株式時価総額の変動の影響を受ける可能性がある。そ

のため、損益計算書の数値を軸にコーポレート・ブランド価値を推定する方法を取る。損

益計算書法ではコーポレート・ブランドを源泉とする利益からコーポレート・ブランド価



 17

値を推定する。税引後営業利益や CB スコアからコーポレート・ブランド価値を推定する
アプローチを取る。この方法により算出された数値で補完させることで、コーポレート・

ブランド価値算出の堅牢さを高めることが可能となる。 
 

 
図 3：コーポレート・ブランド価値ツリー 

 
 
 
第五章 雪印乳業から見るブランド崩壊 
長年、「雪印」は乳製品のトップ・ブランドとしての地位を維持してきた。牛乳・バター・

アイスクリームなどの商品が多くの消費者に認知され、消費されてきた。しかし、２００

０年の食中毒事件、２００２年の牛肉産地偽装事件によりそれが一変した。 ２０００年６
月３０日、近畿地方において、雪印乳業の低脂肪牛乳を飲んだ ３７００人もの人が下痢な
どの食中毒の症状が発生した。その原因究明のために「雪印」に捜査が入り、その過程で

次々と、雪印の衛生管理における問題やずさんな管理体制、情報隠蔽工作とも思われるよ

うな対応など、さまざまな問題点が浮上し続けてきた。 
雪印乳業は事件以降、主力の牛乳・乳製品の売上が戻らず、２００１年３月期単体決算

の売上高は前年比３３.５％減の３６１５億円で、４４年ぶりに業界首位から３位に転落し
た。２００１年９月中間決済でも、売上高は事件以前と比べ２５パーセント減で、牛乳・

乳製品は３５％減だった。さらに、２００２年には、牛肉の産地偽装事件が発覚し、東京

株式市場では、取引開始と同時に雪印食品に売りが殺到、「雪印ブランドがさらに傷つく」
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という懸念から親会社の雪印乳業も急落した。雪印食品は前日比２０円（２１・７３％）

安の７２円、雪印乳業はストップ安寸前の同４９円（２１・８７％）安の１７５円まで暴

落して取引を終えた。 雪印乳業株は、２０００年６月以降の集団食中毒事件発覚で６００
円台から３００円台まで暴落。２００１年９月には狂牛病問題などを受けて下落に拍車が

かかり、同年１２月１７日に２００円の大台を割り込んでいた。「雪印」ブランドは食中毒

事件・牛肉産地偽装事件によって、もろくも崩れてしまった。 このようにブランドは１つ
の不祥事によって崩壊してしまうのである。  
 
 
第六章 まとめ 
これまで述べてきたように、ブランドにはいろいろな特徴がある。現在頻繁に聞くこと

のあるブランドとは、良い製品を総称するためにあるのではなくて、いろいろな機能を果

たすため存在するものである。しかし、ブランドに良い効果、価値があるからとブランド

に依存しすぎてはいけないだろう。それは第５章で述べたとおり、一度ブランドが崩壊し

てしまうと取り返しの付かないことになるからである。そのため大企業ではブランドを維

持することに経費を使っているのである。見えない資産、ブランド価値。収益を生み出す

ブランド価値を数値化し、目に見えるものにしようという動きは急速に高まっている。ブ

ランドをどのように創っていき、どのように広め、どのように維持していくかというのが

ブランドマネジメントであり、現在経営戦略において重要なウェイトを占めている。この

ことからも、ブランドは価値あるものであるといえるだろう。 
小売業でもブランドを創造する動きがある。それはプライベート・ブランドと言う。プ

ライベート・ブランドは小売業自体で商品開発を行うことで製品の価格を抑えている。現

在、このプライベー・ブランドは数多くある。西友では、ジーンズを 850 円で販売するな
ど低価格販売を実現している。 
ブランドの創造の流れは、まず第一段階に「認知」が必要になる。企業は会社のロゴや

マークで商品や会社自体のブランドを顧客に認知させる。第二段階として「信頼」が必要

になる。商品の品質や信頼性の保証を確実にすることで顧客に信頼されることで顧客に選

択してもらうのである。第三段階は「愛着」である。顧客が商品や企業自体に愛着をもつ

ことでブランドが反復や継続して選択される。ブランドはこの三段階を通して創造される。

第三段階目まで達すればブランドが創造されたと言えるだろう。 
またブランド価値評価だけでなく、ブランド価値を高める戦略というのも述べたい。ブ

ランド価値を高める戦略として以下の三つの戦略がある。「ブランド・コミュニケーション

戦略」、「ブランド・プレミアム戦略」、「顧客ロイヤリティ戦略」である。「ブランド・コミ

ュニケーション戦略」とは「誰に伝えるか」という戦略である。伝わった人数を増やすの

ではなく、ターゲットのニーズに合わせて情報を提供するコミュニケーションが大切であ

る。情報を与えられた顧客は、口コミおよびネット等を通じてその情報を発信し、ブラン
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ドの評判を広く知らしめてくれるのである。「ブランド・プレミアム」戦略はブランドの魅

力を伝える戦略である。ブランドのイメージを高める事を最優先するため、立ち上げ時に

は利益をともなわない場合もある。しかしそのプレミアム性は顧客からの評価を高め、将

来の売上やブランド価値の向上につながるのである。「顧客ロイヤリティ戦略」は顧客の満

足度を高めて、再訪問や再購入を促し、売上や利益率を高める戦略である。一般に「２割

の上客が８割の利益を生む」と言われている。訪問時の満足度を高め、常に顧客の期待に

応える質の高さが重要である。 
 
最後に、これまでブランドの価値について述べてきた。これまで述べてきたようにブラ

ンドは確かに「価値」がある。冒頭で述べたようにブランドは第五の経営資源と呼ばれる

事からもそれがわかる。しかし、ブランドという見えない資源であるため我々消費者、若

しくは経営者の中にもブランドの価値というものを理解できていない者はいるであろう。

しかし我々が物を買うとき、我々は理解していなくてもブランドを考えているのである。

そしてそれが判断基準となっているのである。その判断基準がブランドであり、ブランド

価値なのである。このように現在社会ではブランドは重要なウェイトを占めている。その

ため今後その重要なブランド、ブランド価値をより追求していく必要があると思われる。 
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