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スポーツを通じた
ブランド価値の向上と日本のプロ野球

スポーツを通じた企業イメージの向上は極めて効果
的なブランディング手法である。その際、企業は、
スポンサーシップとして多額の費用を負担している。
例えば、世界的なスポーツの祭典であるオリンピッ
クでは、コカ・コーラ、マクドナルド、GE、P&G、
パナソニック、サムスンなどのグローバルブランド
がワールドワイドパートナー（WWP）として名を
連ねている。WWP ともなると、4 年間で 70 億円
以上の協賛金を拠出していると言われている。
こうしたスポーツマーケティングの日本での身近な
例と言えば、やはり、｢プロ野球｣であろう。1934
年の「大日本東京野球倶楽部」(現在の読売ジャイア
ンツ)の結成から始まるプロ野球の歴史の中で、かつ
ては電鉄系とマスコミ系の企業が、近年では流通系
や IT 系企業が球団オーナーとなり、企業の知名度の
向上や、採用力の強化、社員のモチベーション向上
などに球団を活用してきた。

さて、こうした企業の知名度向上に効果的な球団を
買収するには、どれくらいの資金が必要になるのだ
ろう。新聞報道によると、2004 年にソフトバンク
が買収した福岡ダイエーホークスの球団自体の買収
価額は 50 億円だった。さらに、チケットや関連商
品の販売権・放映権などの興行権が 150 億円で、
買収価額は総額で 200 億円であった。また、2011
年には、IT 会社の DeNA が横浜ベイスターズを買
収したが、その際の球団株式取得費用は 65 億円だ
った。これに NPB(日本野球機構)への保証金など
30 億円を加えた 95 億円が球団取得に関する資金
総額と見られている。ソフトバンクと DeNA の事例
によれば、プロ野球団の資産価値はざっと数百億円
ということになる。

では、このうち球団のブランド価値はいくらだろう
か。娯楽の多様化によるテレビ離れ、サッカー・J
リーグの発足（1993 年）などに加え、有力選手の
メジャーリーグ移籍などにより、プロ野球ファンは
2004 年にソフトバンクが福岡ダイエーホークスを
減少傾向にあるという。三菱 UFJ リサーチ＆コンサ
買収した際、その目的も知名度の向上であった。当
ルティングとマクロミルによる共同調査である
時のソフトバンクは、企業向けの通信事業がメイン
「2012 年 スポーツマーケティング基礎調査」に
で、いわゆる BtoB 分野の業務がほとんどだった。
よれば、日本のプロ野球ファン人口は 2008 年の
今となっては意外かもしれないが、
「ソフトバンク」 4,491 万人から 2012 年には 3,216 万人に減少し
という社名の一般生活者の認知はほとんどなかった。 ている。ファン人口の推移からみると、球団のブラ
しかし、近いうちにブロードバンド事業や携帯電話
ンド価値は、相当、減少していそうだ。そこで、か
事業などの BtoC 分野での事業進出を計画していた
なり制約条件はあるものの、インターブランドのブ
ので、知名度の向上は会社として極めて大きな課題
ランド価値手法により、日本のプロ野球 12 球団の
として認識されていた。そこで、そのための切り札
ブランド価値を試算してみた。
として考えられたのが「プロ野球」であった。2004
年末、プロ野球参入が承認されて以降、狙い通り「ソ
フトバンク」の名前は、急速に一般生活者に浸透し
ていった。買収前に 67％だったソフトバンクの知
名度は、買収後、98％に上昇したという。BtoB か
ら BtoC に事業を強化していくにあたって、
「ホー
クス」の存在が大きな効果を発揮したのは間違い
ない。
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球団ブランド価値の試算方法

インターブランドのブランド価値評価手法は、財務
力、ブランドが購買意思決定に与える影響力、そし
て、ブランドによる将来収益の確かさ、という観点
からみたブランド価値の評価である。その手法はブ
ランドの金銭的価値測定のための世界標準として、
国際標準化機構(ISO)から認定を受けている。具体的
には、以下の 3 つの分析によりブランド価値を評価
している。今回、これらを用いて球団のブランド価
値の算定を試みた。

① 財務分析
まず、ブランドが冠された事業の収益を評価する。
球団の収益は、入場料と放映権収入が大きく、これ
に球場外での物品販売、広告などのスポンサー収入
を加えた四つが柱になる。
支出は選手に支払う年俸、
遠征費、本拠地球場の使用料などだ。球場での物品
販売や本拠地球場の使用料などの仕組みが異なり、
球団によって収益構造に違いがあると言われている。
また、球団の経営データは非公開で正確な実態は外
部からは分からないが、多くの球団は実質的には赤
字経営だとみられている。今回の価値試算に当たっ
ては、2011 年 9 月に朝日新聞グローブが公表した
球団売上高推計値をベースにした。

② ブランドの役割分析
次にブランドがどの程度顧客の購買意思決定に影響を
与えているかを分析する。本来であれば、球団の四つ
の収益ごとに、顧客の購買理由を分析するべきだが、
そのベースとなるデータが入手できないため、過去の
ブランド価値評価実績の経験から、スポーツ分野での
ブランドロイヤリティレートの平均値により、ブラン
ドによってもたらされた利益の抽出を試みた。具体的
には、上記の球団売上高にブランド力の格差を考慮し
たブランドロイヤリティレートを乗じてブランド利益
を算定した。
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③ ブランド力分析
ブランド力の分析は、市場でのロイヤリティ、消費
者の継続購入や囲い込みといったクライアントニー
ズを喚起する力
（将来の収益を維持する力）
を測り、
ブランドによる利益を割り引いて現在価値に換算す
るものである。この分析では、市場でのブランドの
ポジション、消費者の認知・好感度、イメージ、ブ
ランドに対するサポートといった、ブランドに関わ
るさまざまな観点から評価を実施している。今回の
球団ブランド評価では、こうしたデータが入手でき
ないことから、ブランド価値に最も影響を与えると
思われる「観客動員数」をベースに各球団のブラン
ド力を評価した。評価されたスコアは、それに対応
した割引率へ変換されるが、割引率の前提値は、イ
ンターブランドが毎年公表している Japanʼs Best
Global Brands と同じものとした。

球団ブランド価値の結果

ブランド価値の試算結果
球団名

（単位: 百万円、千人）
ブランド価値

読売ジャイアンツ

球団売上高

観客動員数

16,130

21,800

2,904

阪神タイガース

8,821

20,000

2,728

中日ドラゴンズ

3,119

11,000

2,081

広島東洋カープ

1,840

9,800

1,590

横浜 DeNA ベイスターズ

1,096

8,500

1,166

884

6,000

1,323

福岡ソフトバンクホークス

9,053

24,700

2,448

北海道日本ハムファイターズ

2,528

10,300

1,859

埼玉西武ライオンズ

1,771

10,000

1,526

オリックス・バファローズ

1,325

9,000

1,331

千葉ロッテマリーンズ

1,104

8,000

1,239

東北楽天ゴールデンイーグルス

1,058

8,200

1,178

東京ヤクルトスワローズ
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データ入手の制約から、
かなり大胆な試算であるが、 一方、米国の Forbes 誌が毎年公表しているメメジ
日本のプロ野球 12 球団のブランド価値算定結果は、 ャーリーグ（MLB）30 球団の資産価値評価による
上記の通りとなった。
と、2011 年の球団売上高に対する資産価値の倍率
は、平均値で 2.8 倍である。日米の球団の利益構造
｢読売ジャイアンツ｣のブランド価値は 161 億円と
に大きな違いはあるものの、この倍率を単純に当て
算定され、12 球団中、最大のブランド価値となっ
はめると、
「読売ジャイアンツ」の資産価値は 599
た。この金額の妥当性を評価するため、インターブ
億円と算定される。この金額に対する今回のブラン
ランドのブランドランキングにランクインしている
ド価値の比率は 27％と、インターブランドのブラ
エンターテイメントならびにスポーツ関連のブラン
ンドランキングにランクインしているエンターテイ
ドと資産価値（株式時価総額）に対するブランド価
メントならびにスポーツ関連ブランドの比率とほぼ
値の比率を検証した。
同水準となった。この点、かなり大雑把な試算では
あるが、
「当たらずとも遠からず」の評価であると思
インターブランドが毎年公表している Best Global
われる。
Brands ならびに Japanʼs Best Global Brands に
ランクインしているエンターテイメントならびにス
ポーツ関連ブランドの資産価値（株式時価総額）に
対するブランド価値の比率はおおむね 30％程度で
ある。
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資産価値に対するブランド価値の比率
ブランド

資産価値(A)

読売ジャイアンツ

ブランド価値(B)

（単位:億円）
(B/A)

599

161

27%

Disney

96,577

26,066

27%

Nike

45,610

14,370

32%

Adidas

20,025

6,364

32%

3,121

861

28%

Asics
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さて、
改めて今回のブランド価値算定結果をみると、
以下の 3 点が指摘できる。
① 巨人がダントツのブランド価値
「読売ジャイアンツ」のブランド価値は 161 億円
と、2 位の「福岡ソフトバンクホークス」(91 億円)
の 1.8 倍の水準である。また、阪神とソフトバンク
を除く残りの9 球団のブランド価値合計よりも大き
い。ちなみに、2012 年のメジャーリーグ 30 球団
の観客動員数平均値は、249 万人であるが、この水
準を上回っている日本のプロ野球団は、巨人と阪神
のみである。
② ソフトバンクのブランド価値が阪神と同水準
「阪神タイガース」は、日本に現存する 12 球団の
中で、
「読売ジャイアンツ」に次いで歴史の長いプロ
野球球団であるが、2004 年に設立された「福岡ソ
フトバンクホークス」のブランド価値は、
「阪神」の
それを 2.6％上回っている。観客動員数は、
「阪神」
の方が「ソフトバンク」を 11％上回っているが、
球団売上高は、逆に、
「ソフトバンク」を 19％下回
っているのがその背景である。

4

③ その他の球団ブランド価値は 40 億円未満で
「ドングリの背比べ」
「巨人」
、
「ソフトバンク」
、
「阪神」に次ぐのは、31
億円の「中日ドラゴンズ」ブランドである。
「北海道
日本ハムファイターズ」をはじめとする、その他 8
球団のブランド価値と上位ブランドとの間には極め
て大きな格差が存在している。

球団ブランド価値向上に向けて

1995 年から 2010 年の 15 年間で見ると、日本の
プロ野球の売上高が約 1,400 億円でほぼ横ばいな
のに比べて、MLB の売上高は約 5 倍になり、2010
年には 70 億ドルに達している。この差は何かと言
えば、｢製品プロデュースの差｣ではないかと、トラ
ンスインサイト代表の鈴木友也氏は指摘している。
MLB は｢MLB こそ世界一のベースボールリーグ｣と
いうブランド作りに長けていて、その差が収益力の
差につながっていると述べている。
この 10 年間で経営革新に最も積極的に取り組んだ
MLB の球団に挙げているボストン・レッドソック
スは、ヘッジファンドで財をなしたジョン・ヘンリ
ー氏による球団買収を境に、効率的にキャッシュを
生み出す仕組みを確立した。ヘンリー氏がまず行っ
たことは、｢球団｣という商品を軸にビジネスを展開
する｢フェンウェイ・スポーツ・グループ｣の立ち上
げだった。これによって、古い球団にありがちな“保
守体質”の経営からの脱却を図り、球場、テレビ局、
マーケティング会社などを次々と傘下に収めていっ
た。また、ヘンリー氏が球団の収益拡大に際して重
視したのが｢球場｣であった。レッドソックスの本拠
地、フェンウェィ・パークが建設されたのは 1912
年で、実に 100 年近くの歴史をもつ古い球場であ
った。そのため、球団買収で他の投資家グループと
競合になった際、多くのライバルは、新球場の建設
を主張したが、ヘンリー氏は古くても伝統のある球
場が、カネを生み出す｢仕掛け｣として機能すると判
断し、｢伝統のある｣、｢ノスタルジック｣なイメージ
を高めるブランディングを実施した。そのブランデ
ィングに基づくスタジアムツアーを企画したり、球
場付近に古きよきアメリカを再現するようなレスト
ラン街を作るなどして、試合のない日でも収益が上
がる仕組みを生み出すことに成功した。
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先述の鈴木友也氏は、その著書の中で、｢良い製品を
作れば必ず売れる｣(強いチームを作れば必ず売れ
る)という時代は、製造業ばかりでなくスポーツ産業
でも終わりを迎えている。良いものを作ることは、
依然として成功の必要条件だが、それだけでは必要
十分ではなくなったと述べている。日本のプロ野球
球団のブランド価値、ひいては球団の資産価値向上
のためには、こうした発想に基づくブランディング
が欠かせない。
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インターブランドについて
インターブランドは、1974 年、ロンドンで設立された世界最
大のブランドコンサルティング会社です。ブランドを“Living
business asset”（常に変化するビジネス資産）と定義し、世界
27 カ国、約 40 のオフィスを拠点に、グローバルでブランドの
価値を創り、高め続ける支援を行っています。
インターブランドの「Brand Valuation ™（ブランド価値評価）
」
は、ISO により世界で最初にブランドの金銭的価値測定におけ
る世界標準として認められました。インターブランドは、グロ
ーバルブランドの価値を評価したブランドランキングである
“Best Global Brands”や、生活者の環境イメージ（環境パーセ
プション）と企業の環境活動の実態（環境パフォーマンス）と
を総合的に評価した“Best Global Green Brands” のレポート
を広く公表しています。
インターブランドでは、創造的なコンサルタントと、世界レベ
ルのクリエイティビティを誇るクリエイターが、一つのチーム
となりプロジェクトを推進します。ブランド価値評価・ブラン
ド戦略構築をリードするコンサルタント、ブランドロゴ・パッ
ケージ・空間・デジタルデザインを開発するデザイナー、ネー
ミング・スローガン・メッセージングを開発するコピーライタ
ーが在籍し、分析から実行、全ての流れを自社のリソースで完
結します。

田中英富
Hidetomi Tanaka

インターブランドジャパンについて

インターブランド

インターブランドジャパンは、ロンドン、ニューヨークに次ぐ、

エグゼクティブ・ストラテジー・ディレクター

インターブランド第 3 の拠点として、1983 年に東京で設立さ
れました。日系企業、外資系企業、BtoB 企業、BtoC 企業、政

大手証券系シンクタンクにて企業価値評価にもとづく財務

府・官公庁など様々な企業・団体に対し、トータルにブランデ

戦略コンサルティング業務に従事。企業信用分析、企業・事

ィングサービスを提供しています。

業価値の評価、事業再構築、M&A プロジェクトに参画。2001
年より Interbrand に参加以来、ブランド価値評価に関するプ

インターブランドについての詳しい情報は

ロジェクトを多数行う。共著「ブランデイング 7 つの原則」

http://interbrand.com をご覧ください。

（日本経済新聞出版社）

Contact us
株式会社インターブランドジャパン
東京都千代田区一番町18 番地
エグゼクティブ・ディレクター
中村正道
T 03-3230-1075
F 03-3230-8772
www.interbrand.com
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