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はじめに
私たち後藤ゼミはスポーツ文化研究が専門であり，スポーツをこよなく愛するメンバーである。スポーツをする上で
スポーツメーカーにはいろいろと接する機会が多い。今回，そのスポーツメーカーの研究に関心を抱き，国内で有名な
「ナイキ」と「ミズノ」に注目した。本研究の目的は，両社のスポーツメーカーとしてのブランドイメージが，どのよ
うに形成されてきたのかを明らかにすることである。具体的には，両社の歴史，CSR，商品，宣伝について調査，比較
した。

1．「ナイキ」と「ミズノ」について
11．「ナイキ」の創業者「フィル・ナイト」と
「ビル・バウワーマン」

12．「ミズノ」の創業者「水野利八」

フィル･ナイト（1938〜）は，オレゴン州立大学で将来
を嘱望された陸上選手であった。そのときのコーチがビ
ル･バウワーマンであった。彼は選手の記録を伸ばすため
に，道具にもさまざまな試行錯誤を繰り返した。フィル・
ナイトは，大学卒業後，スタンフォード大学ビジネスス
クールに入学，論文のテーマはマーケティング，MBA を
取得した。論文は，
「低賃金の労働力による効率的な生産
で，競技用シューズのマーケットで，アディダスやプー
マといったドイツ企業を脅かすことができる」というも
のであった。彼は，1962 年，シューズメーカーを探すた
めに日本を訪れた。そして，1964 年にアメリカに帰国し，
もう一度ビル・バウワーマンとチームを組み，ブルーリ
ボンスポーツ社（BRS 社）を設立した。

図 1

フィル・ナイト

図 3

水野利八

水野利八（1884〜1970）は，1884（明治 17）年に美濃
（岐阜県）大垣にて大工水野利八の長男として誕生した。
1917 年（45 歳の時）父親の名を継いで，利八と名乗るよ
うになった。
1906 年，弟の利三と二人で，大阪市北区芝田町に，水
野兄弟商会（靴下，ハンカチ，タオル，シャツ，半ズボ
ン，などを扱う洋品店）を設立した。また，実業団野球
大会，関西学生連合野球大会などを中心に各地でスポー
ツ大会の振興に寄与した。スポーツ用品の改良・普及に
尽力した利八は品質と信用を大事にした。
「より良いスポ
ーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」とい
う創業当時の理念は，現在まで受け継がれている。
1969 年に引退するまで，数々の商品を世に送り出し翌
年 85 歳で死去した。

13．「ナイキ」と「ミズノ」の年譜

図 2

ビル・バウワーマン

「ナイキ」は約 50 年，「ミズノ」は 100 年以上と会社
の歴史の長さが大きく違う。また，創業当初の「ナイキ」
は，日本製品（現アシックス社製品）の米国での販売代
理店から始まっていることも注目すべき点である。
「ナイ
キ」と「ミズノ」の年譜は，表 1 の通りである。
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表 1

「ナイキ」と「ミズノ」の年譜

西暦
1906
1907
1910
1911
1912
1913
1914
1916
1933
1943
1962
1964
1965
1969
1971

1972
1974
1978

「ナイキ」

「ミズノ」
水野兄弟商会設立
運動服のオーダーメイド開始
既成運動服装販売
実業団野球大会（現・都市対抗野球）開催
東京支店（1945 年営業開始）設立
野球グラブ・ボール製造
本格的なスポーツ品製造開始
硬式野球ボール規格化
日本初のゴルフクラブ販売
養老工場設立

シューズの製造メーカーを探すためフィル・ナイト来日
ブルーリボンスポーツ社（BRS 社）設立
・オニツカ株式会社（現アシックス）から靴を輸入，販売
養老に世界最大規模のゴルフ工場設立
アメリカ・ミズノ（ロサンゼルス）設立
「スウッシュ」を商標登録
・勝利の女神ニケの彫像の翼をモチーフにデザイン
・「勢いよく動く」という意味で，その形状は躍動感やスピー
ド感を表現
・学生にロゴのデザインを依頼（デザイン料＄35）
「ワッフルソール」の開発
「Waffle Trainer」発売
・ベストセラーとなり，BRS 社は大きく成長
BRS 社から「ナイキ」社に社名変更
・勝利の女神ニケ（ナイキ）の読みをかえたもの

アメリカ・ミズノ（ダラス）
東京と大阪に本社を置く
ゴルフ事業発足，シューズ販売（米）

1979
1980
1982
1985
1987

「AIR FORCE 1」発売
「AIR JORDAN 1」発売
「AIR MAX 1」発売

会社名を「ミズノ」に変更
ドイツ・ミズノ設立
野球グラブの生産（中国）
ミズノ・コーポレーション・オブ・アメリカ設立
フランス・ミズノ設立
「ミズノ地球環境保全活動」開始
関西初・テニスの女子国際公式戦「ミズノ・ワールドレディスʼ
92」開催
J リーグ参加 10 チームのユニフォームなどを開発・供給開始

1989
1990
1992
1993
1995

「エア・マックス 95」の爆発的ヒット
・イスラム団体からエア・ベーキンの炎を模した「Air」ロゴが
「アラー」と読めるというクレームがつく
スポーツ業界初，養老工場（現ミズノテクニクス株式会社）が
ISO14001 審査登録（認証取得）
「全英への道〜ミズノオープン」開催
プロ野球公式戦用新ボール開発

1997
1998
2005
2006

メジャーリーグへワークショップ活動開始

「Nike+」サービス開始
・シューズに付けたセンサーが読み取ったデータを iPod や PC
などで同期し，世界中のランナーと競争するイベントを開催
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2．「ナイキ」と「ミズノ」の CSR
21．「ナイキ」の CSR
211．「ナイキ」の CSR 基本コンセプト
（1）基本理念
2007 年，
「ナイキ」と全米プロバスケットボールリー
グ（NBA）チーム，フェニックス・サンズ（Phoenix Suns）
のスティーブ・ナッシュと共同で，ゴミから靴を作る
プロジェクト「Nike Trash Talk」を立ち上げた。同プロ
ジェクトでは，製造過程で出る通常廃棄される革，合
成皮革，環境に優しいゴム，靴箱などのゴミを活用し，
バスケットボールシューズを製造するというものであ
る。
「ナイキ」には，ゴミ削減と環境に配慮した原料を
活用するための自社規範「Nike’s Considered sustainable
design standards」があり，2011 年までに全ての靴商品，
2015 年までに衣料品，2020 年までに備品に順次適用し
ていく計画を発表している。
「Nike Trash Talk シューズ」
も同規範に適応するものであり，イノベーションを用
いて環境の持続可能性を考慮し，資源を有効活用する
ことを主要なコンセプトとしている。ナッシュ氏は既
にダラスマーベリックス戦で Trash Talk シューズを使
用しており，さらにオールスターゲームでも使用した。
シューズは，フェニックスのホームとアウェイ，オー
ルスターゲームのカラーデザインで販売されている。
「ナイキ」の CSR コンセプトは，「企業責任は成長
と革新を促すもの」である。「Nike Trash Talk」プロジ
ェクトもこのコンセプトに沿って展開された一つの事
例といえる。
（2）CSR 改革
「ナイキ」の CSR の 4 つのキーワードを説明する。
第一のポイントは，
「リーダーシップ」である。1998
年，「ナイキ」では企業責任の副社長として，マリア・
アイテル1を外部からスカウトした。CSR 対応は，多様
なテーマに渡るため，担当部門で個別に行われるが，
社内での情報共有は十分に行われないケースが多い。
しかし，
「ナイキ」では，副社長である彼女が指揮をと
り，
「ナイキ」に寄せられる企業責任に関する様々な要
請に対して意思決定を行う。経営戦略との融合性のバ
ランス，一貫性などを考慮した戦略的な対応を行って
いる。
第二のポイントは，「インテグリティー」（誠実さ）
である。2001 年，初めて「労働，環境，社会貢献，多
様性」に関する「ナイキ」の現状と課題を解決するた
めの企業レポートを作成した。CSR の実践において重
要なことは，CSR に関連して社会的批判を浴びた場合，
まず間違えがあるかを検証し，誠実に社会へ説明責任
果たすことである。このように，ステークホルダーへ
直接的・間接的に伝えることによって，社会との関係
を形成することができる。
第三のポイントは，
「パートナーシップ」である。1999
年，
「ナイキ」はアパレル企業，世界銀行，財団，大学
らとともに，
「グローバル・アライアンス」という NGO
を設立した。同 NGO は，開発途上国の工場の労働環境
について現場調整をし，その内容を公開すると同時に，
改善策の策定・徹底を図る活動を行っている。現在は，
マリア・アイテル：過去にジョージ・プッシュ氏のメディア担
当特別補佐官を務め，後に，マイクロソフトの広報部で社会貢
献対応を担当するなどの経歴を持っている女性。

1
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インドネシア，タイ，ベトナム，中国などで活動して
いる。このように「ナイキ」は，競合各社と賃金を拠
出して設立した NGO と連携することによって，客観的
な立場から課題解決に取り組んでいる。
第四のポイントは，
「ストラテジー」
（戦略）である。
CSR の実践においては，企業経営と社会的責任のバラ
ンスを貫くことが重要である。
「ナイキ」は工場問題な
どによって強い社会批判を受けてきたが，経営戦略を
遂行する上で重要な決断は妥協することなく決断して
きた。また，よりよいきめ細やかな経営のため，労働
者自身が考えを持つことを重要視している。
212．「ナイキ」の CSR の特長（労働問題対策）
（1）スウェットショップ問題
「ナイキ」は，独特な国際分業体制で事業を行って
きた。自ら生産設備を持たないファブレンス・カンパ
ニーである。本社は米国オレゴン州にあり，総括・調
整や研究開発を行っているのみで，すべての生産はコ
ストの低い海外の下請企業に発注する。生産拠点はア
ジアを中心とする発展途上国で，労働者の 85%は若く
（15~28 才），地方出身者が多い。中には，非衛生的環
境での労働，低賃金，長時間労働，各種ハラスメント
の問題が存在した。
1997 年，これらが NGO により暴露され，「ナイキ」
に対して米国を中心に反対キャンペーンが起き，
「ナイ
キ」製品の不買運動，訴訟問題にまで発展した。これ
を「スウェットショップ問題」という。
この問題の背景は 3 つある。1）生産に不慣れな国に
送られた指導員が元軍人であったため，体罰や暴力が
問題となった。2）独自の宣伝戦略である。「世界で通
用する商品を，世界的に知名度の高いアスリートを使
ってイメージ作りをするマーケティング戦略」によっ
て，宣伝広告費が収益を圧迫し，コスト削減が強いら
れた。3）フューチャー・オーダー・システムである。
計画的な生産のために半年前から注文を取り，追加生
産を一切せず，返品を受け付けない。無駄のない生産
ができるが，生産性アップのために労働強化が強要さ
れ，ノルマの割当，暴力や非人道的な罰則などの原因
となった。
（2）労働問題
「スウェットショップ問題」を契機に「ナイキ」の
労働環境は改善されたと言われる。そこで，「2001 年
CR 報告書」を基に，「ナイキ」の労働環境の変化につ
いて具体的に概観する。
1）小児労働問題
「ナイキ」は契約している工場において，年齢の
基準を下回る労働者に対して 3 つの基準のもと管理
を徹底している。1）内外部の監視から問題点に焦点
を合わせること，2）問題点の成り行きに基づいて工
場の責任者への教育，子供の労働において，有償の
罰を設置すること，3）靴の生産ラインは 18 歳以下，
装飾品や備品の生産ラインは 16 歳以下，または地域
が定める年齢制限以上にすることである。
ここで，フィル・ナイトの小児労働に関するコメ
ントを紹介する。創立者がコメントを残すことから
も分かるように，
「ナイキ」では小児労働問題には特
に力を入れている。

1）社会の信頼に応える企業経営
「ミズノ」は，社会の信頼に応える企業経営のた
めに 5 つの項目を設定している。内部監査の実施（企
業統治），企業内で様々な規程を設けてグループ全体
の適正な事業の確保（内部統制），コンプライアンス
教育の実施（倫理法令遵守），対策を講じる 10 のリ
スクの制定（危機管理），CSR 報告書・株主向け情報
誌「MOVE」の発行（情報公開）である。2000 年に
「環境報告書」が発行され，2004 年に「CSR 報告書」
へとタイトルを改定した。

“Adults should work. Children should study and play. We
do everything we can to ensure this happens. Setting the
highest age standards in the industry, and requiring
independent certification that factories meet those
standards, is our best practice to make it so.”‒ Phil
Knight, May 12, 1998
「大人達は働くべきであり，子供は学び，遊ぶべき
である。私たちは，これを保証するために最善の努
力をする。業界内で，最も高い年齢基準を設け，工
場がそれらの基準を満たすための独自の保証を要求
していくことが，目標達成のための 1 番の行動であ
る。」

2）社会の期待に応える企業経営
「ミズノ」は，社会の期待に応える企業経営のた
めに 3 つの項目を設定している。1）顧客満足では高
品質で安全な商品を提供できるように努め，2）ステ
ークホルダー満足では繁盛店づくりや従業員が働き
やすい環境整備を行ない，3）社会貢献ではスポーツ
を通して教育・環境の問題を解決できるよう取り組
んでいる。

2）賃金問題
700 以上の工場の 50 万人以上の労働者に支払われ
る賃金を労働状況に合っているか確認をしている。
最終的には，すべての労働者が少なくとも法的な最
低賃金が支払われることを目標としている。

3）持続可能な社会実現に向けた企業理念
「ミズノ」は，持続可能な社会実現に向けた企業
理念を 2 つ設定している。1）CSR 調達では CSR 監
査内容の見直しと監査実施回数の増加を行ない，2）
環境保全では，「健やかなスポーツシーンを人へ・
地球へ」のスローガンのもと，すべての事業活動と
一人ひとりの行動において地球環境保全に積極的に
貢献している。

3）工場の管理
「ナイキ」が所有または取引の行う 700 以上の工
場（50 カ国以上）の管理をしている。そのために，
工場の内外部からの管理体制を設け，問題がある場
合は規則に従い改善している。
213．労働問題に関する CSR の達成目標
自社の労働に関する CSR の達成目標は 8 つある。1）
労働者の目線で物事を見ること。2）労働者は自らの権
利と会社の規則を意識すること。3）労働者の権利と会
社の規則を尊重する工場とビジネスをすること。4）し
っかりと認められたガイドラインと有効なツールをマ
ネージャーに提供すること。5）各種基準の範囲内にあ
るかどうかを管理すること。6）持続的にコンプライア
ンスの修正をすること。7）労働者，マネージャーなど
皆に尊敬を払うこと。8）何をしているか，どんな難局
に直面しているかに関して明らかにすることである。
これらからも分かるように，
「ナイキ」では企業・マネ
ージャー・労働者など会社関係者（社）を互いに尊重
しあうことによって，労働問題を改善している。

222．「ミズノ」の CSR の特長（環境保全活動）
「ミズノ」の CSR の特長は，1990 年代以降，環境保
全活動を最重視している。現在では当たり前ともなっ
ている環境問題への取り組みであるが，
「ミズノ」は早
期から本格的に取り組んでいた。
表 2

「ミズノ」の環境保全活動年譜

1991.9
1997.6
1999.3
1999.6

22．「ミズノ」の CSR

2000.11

221．「ミズノ」の CSR の基本コンセプト
（1）基本理念
「ミズノ」が定める CSR の基本理念は以下の 3 つで
ある。
1．国・民族を超えて，全ての人たちに，より良いスポ
ーツ品と，スポーツができる場と機会の提供に努める。
2．すべての国・地域において，法令を遵守し，社旗規
範を尊重し，より透明で公明正大な企業活動を実践す
る。
3．人権・労働問題，地球環境問題に積極的に取り組み，
持続可能な社会実現に貢献する。

2002.2
2003.3
2004.5
2005.6
2008.2

「ミズノ」は，経営理念を具現化することは CSR を
推進していくことと同一であると考えている。これら
のビジョンの達成に向けて，
「3 つの CSR 事業領域」を
掲げ「10 の項目」に取り組んでいる。
（2）方針
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「Crew21（ミズノ地球環境保全活動）プロジェクト」開
始
スポーツ業界初，養老工場（現ミズノテクニクス株式会
社）が IS014001 審査登録（認証取得）
「ミズノ環境方針」制定
ゴルフトーナメント「ミズノオープン」
「ミズノクラシッ
ク」を環境に配慮した大会に
「環境報告書」発行（以後，毎年１回発行）
養老工場が岐阜県より環境配慮型事務所（E 工場）に認
定される
「IS014001」国内事業所で審査登録（認証取得）
「ミズノ」の製造関連子会社（7 社）が「ゼロエミッショ
ン」達成
上海ミズノで「IS014001」
「IS09001」同時審査登録（認証
登録）
環境省が提唱する「チーム・マイナス 6％」に参加，クー
ルビズ・ウォームズを推進
台湾ミズノで IS014001 審査登録（認証取得）

（1）環境に配慮した商品開発
「ミズノ」は、自社の企業活動が環境に影響を与え
ていることを自覚し、地球環境ならびに地球環境の保
全に貢献するとともに、
「健やかなスポーツシーンを人
へ、地球へ」のスローガンのもと多彩なアプローチで
環境配慮型の商品を研究、開発している。
1）再生材料使用型商品
再生材料を商品の一部、もしくは全体に使用した商
品である。ランニングシューズ では、シューズの人工
皮革にペットボトルをリサイクルした素材を使用し、

硬式野球ボールでは再生アクリル糸を混合したウール
糸を使用している。
2）環境保全改良型商品
商品の使用時、廃棄後の処理時に環境に悪影響を及
ぼさない、または長寿命化した商品である。ウォーキ
ングシューズのアウトソールと軟式野球バット には部
分的に取り換え・修理が可能な「ロングライフ設計」
を採用している。
図 4

3）省エネ型貢献商品
商品を着用・使用することで、省エネに貢献し、電
力使用量を削減する商品である。アイスタッチ・ブレ
スサーモなどのクールビズ、ウォームビズに対応した
商品を着用・使用することで省エネに貢献している。
またピッチングマシンのモーターを小型化し電力使用
量を低減している。
4）エコ工程型商品
生産工程で環境に悪影響をおよぼすものを発生させ
ない、または生産工程で生じる廃棄物や有害物質を最
小限に抑えて作られている商品である。ゴルフクラブ
ヘッドではフェース素材の共有化により生産過程での
廃棄材を抑制している。また、野球グラブ残革を利用
したキーホルダー・財布など商品化している。

図 5

「ミズノグリーングレード」のロゴ

「ミズノグリーングレード」の認定基準

（3）二酸化炭素排出量の削減
国内事業所において省エネルギーへの取り組みを強
化したことで，2008 年度，大幅に二酸化炭素排出量が
削減できた。代表的なものとして 2008 年 4 月からスタ
ートした「ノー残業デー」があげられる。

5）材料循環型商品
販売した商品を使用終了後に回収し、再加工して元
の材料に戻して再利用する商品である。
6）材料準循環型商品
材料循環型商品と同様に使用終了後に回収し再加工
し、他の材料形態にかえて再利用した商品である。
図 6

（2）ミズノグリーングレード
「ミズノ」は，「持続可能な社会」を実現するため
に，地球環境の保全が人類共通の最重要課題の 1 つで
あることを認識している。「健やかなスポーツシーン
を人へ・地球へ」のスローガンのもと，資源の有効活
用，CO2 排出量や環境汚染物質の削減などを考慮した
商品の開発を積極的に進めている。2010 年，これまで
の基準を見直し，企画開発から廃棄まで（素材調達，
生産，輸送・販売，使用・廃棄2）を考慮した独自の認
定基準「ミズノグリーングレード」を制定した。これ
は，素材調達から廃棄までの各段階における環境配慮
項目をポイント化して，その獲得ポイントによりゴー
ルドメダル，シルバーメダル，ブロンズメダルを認定
するものである。今後，該当する商品本体，カタログ，
HP などに表示することで，顧客へ環境情報の提供を行
うとともに，環境への配慮を一層進めている。

「ミズノ」の二酸化炭素排出量の推移

（4）廃棄物排出量の削減
生産子会社のなかで最大の工場である「ミズノテク
ニクス株式会社」において，従来産業廃棄物として処
理委託していたものの一部をリサイクルすることによ
り大幅に削減することができた。

図 7
「素材調達」：再生原料などの環境負荷の少ない材料を選
択し使用している。また鉛、クロムなどの環境に影響を与え
る材料は使わない。
「生産」：生産中に発生する廃材の削減、循環利用、再利用
そして製品を軽量化することにより材料使用量の削減を行な
っている。また有害物質の不使用、使用電力の抑制をするな
ど環境負荷の少ない方法で生産を行なっている。
「輸送・販売」：包装材や物流システムの改良を行ない環境
に配慮した流通をしている。
「使用・廃棄」：商品を使用する際の環境負荷を軽減する。
耐久性が高く、分解しやすい構造にすることで寿命の延長、
回収再利用を可能にした。

「ミズノ」の廃棄物排出量の推移

2
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（5）省資源への取り組み
「ミズノ」は，限りある資源を有効に使用し，資源
の枯渇を防ぐためコピー用紙，段ボール，印刷物，帳
票・伝票，水の使用量の削減を行っている。この 5 つ
の項目の削減目標を具体的に設定している。この取り
組みにより資源使用量は徐々に減少している。
（6）バットの森づくり
2005 年から「ミズノ」と「オークヴィレッジ」が協
力し，バット材を有効利用する取り組みを始めた。野

球バット製造時に発生する不適格材を利用し，携帯ス
トラップやキーホルダーなどのグッズを開発・販売し
ている。その売り上げの 2％を「バットの森基金」とし
て寄付し，NPO 法人ドングリの会の活動を通してアオ
ダモなどバットの原料となる木の植林，育林活動を行
っている。
（7）環境に配慮したゴルフ大会の運営
主催するゴルフトーナメントは，「ミズノオープン」
と「ミズノクラシック」の 2 つである。
2011 年 6 月 23 日から 6 月 26 日まで JFE 瀬戸内海ゴ
ルフ倶楽部にて開催された「〜全英への道〜ミズノオ
ープン」において JGTO（社団法人日本ゴルフツアー機
構）と共同で環境保全活動・啓発活動を行なった。具
体的内容は次の通りである。まず，トーナメント来場
者に受付でエコパンフレットを配布，ギャラリープラ
ザでは環境配慮型商品を販売すると共に，環境展示ブ
ースを設け，環境配慮型商品や環境保全活動のパネル
展示を開催した。ゴミステーションでのゴミの分別回
収，エコキャップの回収を行い，13,040 個（32.6kg）の
キャップを回収し寄付を行なった。（約 16 人分のワク
チン代）
「ミズノクラシック」では，環境保全活動として，
JR 西日本と協力し，来場者に ICOCA カードの利用を
推奨し紙チケットの削減を行なった。
（8）節電活動
エアコンは 29℃設定（そのかわりポロシャツなどの
着用 OK），照明は約半分，自動販売機・パソコンの省
電力設定，指定されたサンダルでの通勤を許可，今ま
では水，金曜がノー残業デーだったが，水，木，金曜
にするといった取り組みを行っている。
（9）その他の環境保全活動
「ミズノ環境家計簿」，
「チャレンジ 25 キャンペーン」，
「エコカーの使用」，「ミズノ地球環境週間」，「テレビ
会議システム導入による会議出張の削減」，「ライトダ
ウンキャンペーンへの参加」，「IC カード導入による複
合機の有効利用」などを行っている。
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3．「ナイキ」と「ミズノ」の商品
31．「ナイキ」の商品
311．ランニングシューズ
（1）ワッフル素材を用いたシューズ
1971 年，ワッフルの機械からヒントを得てワッフル
ソールが誕生した。考案したのはビル・バウワーマン
であった。最初にワッフルメーカーにラバーを流し込
んで焼き固めた。当初は様々なアッパーにワッフルソ
ールを付けたものが存在していた。
Oregon Waffle（定価＄24.95）
1973 年，ナイキの本拠地である地名「オレゴン」と革新的
な発明「ワッフル」を組み合わせた「Oregon Waffle」が誕生
した。このモデルは，発売当初は赤 白カラーであったが，後
にオレゴンカラーである黄 緑に変更された。細く絞られた耐
久性のあるワッフルソールを全面に打ち出しているこの靴は，
爆発的にヒットした。

図 11

Waffle Racer（1977）

（2）「エア・マックス」
ランニングシューズは「ナイキ」にとって原点とい
える存在である。その中でも“マックス”は「ナイキ」
のトップ・モデルといえる。
初代「エア・マックス」は，
「エア」を初めて外から
目で確認することを可能にした。見た目のインパクト
と同時に，着地時に膨張するエアを外側に逃がすこと
で，より高い衝撃吸収性と反発性をもたらすという機
能も兼ね備えていた。
AIR MAX 1（定価 15,000 円）
1987 年発売の初代エア・マックスである。初めてエアのビ
ジブル化（視認化）に成功し，ハイテクスニーカーの歴史的
一歩を踏み出したモデルである。

図 8

Oregon Waffle（1973）

1974 年，ミュンヘンオリンピックで全米を魅了した
伝説のランナー，スティーブ・プリフォンテーンが使
用した「Waffle Trainer」が発売された。
図 12

AIR MAX 1（1987）

AIR MAX 95（黄グラデーション）（定価 16,000 円）
1995 年に発売され爆発的ヒットを記録したが，この奇抜な
デザインが受け入られるまでに少し時間がかかった。しかし，
日本でも「エア・マックス狩り」が社会問題になるほどの人
気であった。
図 9

スティーブ・プリフォンテーン

Waffle Trainer（定価＄29.95）
オーボリーナイロンのアッパーにミッドソールとワッフル
ソールを適用した万能型シューズである。発売当初はつま先
に補強が施されていなかったが，その後変更された。色は，
ネイビーとレッドの 2 色が用意され，雨や泥，雪でも履ける
オールシーズン向けであった。

図 13

AIR MAX 95（1995）

AIR MAX 97（定価 16,000 円）
1997 年に発売された。メタリックシルバーのアッパーにバ
ーシティレッドの挿し色が印象的なオリジナルカラーである。
写真はその復刻版である。
図 10

Waffle Trainer（1974）

Waffle Racer（定価

＄31.95）

1977 年，
「Oregon Waffle」の後継モデルとして「Waffle Racer」
が登場した。
図 14

AIR MAX 97（1997）

AIR MAX 360（定価 22,000 円）
2006 年に発売された。アッパー部とソールの中間にあるミ
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ッドソールを廃止し，ソール全体をエアで被ったことで，格
段のクッション性を実現させた。ミッドソールが無くなった
おかげで，重さも 370ｇを切り，シリーズ最軽量を実現した。

図 15

AIR MAX 360（2006）

図 18

312．バスケットボールシューズ
（1）「エア・フォース」
AIR FORCE 1（定価 10,500 円）

AIR JORDAN 3（1988）

AIR JORDAN 7（定価 16,000 円）

1982 年に発売された。90 年代に入って復刻されてからも人
気を誇っている。シンプルなデザインが幅広い年齢層から支
持を得ている。
「AIR FORCE 1」は，ハイカット，ミッドカッ
ト，ローカットの 3 タイプある。初めてエアを組み込んだバ
スケットボールシューズであったが，現在となっては競技用
として履いている人は，あまりおらず，ストリートファッシ
ョンのひとつとなっている。

1992 年に発売された。ジョーダンが NBA2 連覇時に着用し
ていたモデルである。バルセロナオリンピックでもこのⅦの
オリンピックバージョンを着用した。

図 19

AIR JORDAN 7（1992）

AIR JORDAN 23（定価 23,000 円）

図 16

2008 年に発売された。ジョーダンの現役時代の背番号と同
じ 23 作目であり，デザインとテクノロジーが見事に融合した
モデルである。

AIR FORCE 1 MID（1982）

（2）「エア・ジョーダン」
NBA 選手マイケル・ジョーダン使用モデルである。
また，ジョーダンのニックネームが「エア」であった
（ジャンプの滞空時間が長かったことによる）ことと
もかけている。NBA やジョーダンの人気，ストリート
スタイルの流行，商品が持つ優れた機能性とデザイン
など，様々な要因によってバスケットボール選手に限
らずヒット商品となった。1985 年の発売開始以来，シ
リーズ化され，モデルチェンジを繰り返しながら 20 年
以上にわたって開発・販売が続けられている。「AIR
JORDAN」は 1〜23 シリーズ存在する。
AIR JORDAN 1（定価 12,000 円）
1985 年に発売された。記念すべき「AIR JORDAN」シリー
ズの第一弾モデルで，未だに衰えない人気である。

図 20

AIR JORDAN 23（2008）

313．サッカーシューズ「TOTAL90」
正確性，パワーを重点に置いたサッカーシューズで
ある。90 がトレードマークでスポーツウェアなどにも
採用されている。フェルナンド・トーレスやウェイン・
ルーニーらが使用している。
TOTAL90 LASER 3（定価 21,000 円）
アスリートの足を徹底研究し，ホールド性・安定性に優れ
た先進のフィットテクノロジーを採用した。2011 年アジアカ
ップでは，日本代表の長友佑都選手が着用していた。

図 17

AIR JORDAN 1（1985）

AIR JORDAN 3（定価 15,000 円）
1988 年に発売された。AIR JORDAN 初のビジブルエアー搭
載で話題になったモデルである。
有名なジャンプマークもこのシリーズから始まり，3 から「ス
ウッシュ」が消える。3 を履きジョーダンは NBA 得点王とな
った。
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図 21

TOTAL90 LASER 3（2011）

TOTAL90 STRIKE 3（定価 10,900 円）
斬 新 に 生 ま れ 変 わ っ た 新 し い ト ー タ ル 90 シ リ ー ズ の

パフォーマンスモデルである。シュートの正確性を追
求して開発された。アウトソールも日本企画の軽量ブ
レ ー ド 型 HG プ レ ー ト を 搭 載 し ， 抜 群 の 屈 曲 性 も 併 せ
持つものである。

図 25

WAVE
図 22

WAVE NEXUS（2011）

PROPHECY（定価 22,000 円）

ソールに隙間を作ることで高いクッション性を実現した。
通常のランニングシューズと比較して耐久性が高い。クッシ
ョン性だけでなく，安定性も兼ね備えている。トレーニング
やマラソンなどのレースで速さを求める人にも満足できるモ
デルである。

TOTAL90 STRIKE 3（2011）

32．「ミズノ」の商品
321．陸上競技シューズ
CHRONO INX WR-A（定価 25,000 円）
短距離日本代表選手使用のモデルである。100〜400mH まで
対応しているが，100m に重点をおいた全天候型トラック専用
のスパイクである。今までのクロノインクスシリーズにはな
かった「皮膚伸縮の動き」に合わせてフィットする構造を採
用している。

図 26

WAVE PROPHECY（2011）

上級者向け
WAVE CRUISE GU（定価 15,500 円）

図 23

クッション性・安定性・横ズレ抵抗性を満たすウェーブソ
ールを搭載している。グリップ性も高いので，地面をしっか
りと蹴ることができる。平地だけでなく，上りにも強い。正
月の風物詩となった箱根駅伝のように，上りのコースが重要
となるレースでは，上りを担当する選手に重宝される。

CHRONO INX WR-A（2011）

FIELD GEO JT-J（定価 23,000 円）
左足のみ足首まで固定されるハイカットベルトタイプにな
っており，思いっきり踏ん張ることが可能である。爆発的な
パワーとスピードを発揮できる設計になっているやり投げ専
用シューズである。

図 27

WAVE

図 24

WAVE CRUISE GU（2011）

EKIDEN（定価 14,500 円）

まさに駅伝を走るために作られたモデルである。重さは
130g と軽い。軽量でありながら，グリップ性が高く，屈曲性
も備えている。全国レベルの大会を目指し，スピードを重視
しているランナーにおすすめのシューズである。

FIELD GEO JT-J（2011）

322．ランニングシューズ
初〜中級者向け
WAVE NEXUS（定価 8,900 円）
ランニングを始めたばかりの人のためのモデルである。安
定性とクッション性をバランス良く兼ね備えている。靴の幅
は 2E〜4E まで取り揃えているので，自分の足幅に合ったもの
を選べる。

図 28

WAVE EKIDEN（2011）

323．サッカーシューズ
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MORELIA II（定価 16,900 円）
柳沢敦をはじめ多数の選手が使用しているモデルである。

図 29

MORELIA II（2011）

WAVE IGNITUS2 SL（定価 14,000 円）
本田圭佑が使用しているモデルである。
「無回転を撃て」が
コンセプトである。

図 30

WAVE IGNITUS2 SL（2011）

324．その他
LD CA（定価 10.000 円）
JTB とのコラボレーションによるトラベルウォーキングシ
ューズである。ソールは長距離を歩くのに適した設計になっ
ている。ウェーブソールを搭載しており，クッション性と安
定性を両立している。

図 31

LD CA（2011）

WAVE RIVIVEⅡ（定価 8,900 円）
高いフィット性，しっかりとした蹴りだしをサポートする
「わらじ」の長所を現代の素材，構造で再現し，さらに着地
時の衝撃を和らげる機能を付加したウォーキングサンダルで
ある。少ない膝の力で歩くことができる。

図 32 WAVE RIVIVE II（2011）
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4．「ナイキ」と「ミズノ」の宣伝・広告
41．「ナイキ」の宣伝・広告
（3）「NIKEiD」の展開
「ナイキ」のサービスに，「NIKEiD」がある。これ
は，顧客自らがデザインし，世界にひとつだけのオリ
ジナルシューズが作れるというものである。ウェブ上
で好きなモデル，カラー，文字，アウトソールの形状
などが選択できる。
NIKE 原宿に「NIKEiD Bespoke」3特別スタジオを設
置し，2011 年 8 月 24 日〜29 日の 6 日間限定でニュー
ヨークのデザインコンサルタント，iZ（イージー）氏
によるプレミアムカスタマイズサービスを行った。1
セッション（90 分）毎に 1 足のデザインアドバイスを
行った。このサービスは完全予約制で，6 日間で 28 セ
ッション実施された。価格は 10 万円であった。

411．ターゲット
従来の「ナイキ」のターゲットは「競技生活を目指
す真剣勝負のアスリート」であった。ところが，1982
年，普段靴，エアロビクス，競技用など様々なシーン
で使用可能なリーボック社の「フリースタイル」の登
場により，「ナイキ」は戦略転換を迫られた。具体的
にはスポーツを趣味として楽しむ「スポーツ愛好家」
にまでそのターゲットを広げることとなった。
412．宣伝戦略・効果の一例
（1）CM「レボリューション」編の展開
ターゲットを「スポーツ愛好家」にまで広げるにあ
たり，新たな CM の制作に取り掛かった。その代表作
として CM「レボリューション」編が挙げられる。こ
の CM の特徴はキャスティングであった。
それまでの「ナイキ」の CM は，マイケル・ジョー
ダンを代表とする「ナイキ」製品を愛用するプロ選手
を起用していた。「レボリューション」編ではスポー
ツを楽しむ幅広い年齢層のスポーツ愛好家をキャステ
ィングし，BGM にビートルズの「レボリューション」
を使用して話題になった。しかし，結果として，それ
以上に世間の注目を集めたのが「訴訟問題」であった。
BGM の楽曲使用に関して，「ナイキ」はビートルズの
所属事務所に許可は得ていたものの，残存メンバーか
ら個人的な訴訟を起こされた。この訴訟問題がニュー
ス，雑誌，新聞で取り上げられ，「ナイキ」は期せず
して無料パブリシティを享受する結果となった。
（2）「Just do it」キャンペーンの誕生と反響
CM「レボリューション」編で大きな成功を収めた「ナ
イキ」は，新たな CM の制作に取り掛かった。これが
CM「ヘイワード競技場」編である。この CM では「ナ
イキ」の共同経営者フィル・ナイトとビル・バウワー
マンが出会ったオレゴン州立大学（別名「ヘイワード
競技場」）が舞台となっており，「ナイキ」とジョギ
ングのルーツを描くコンセプトのもと制作された。し
かし，このコンセプトが熱狂的ランニング愛好家以外
の人々にとっては共感しにくかったことから「レボリ
ューション」編のように大きな注目を集める結果には
至らなかった。
これを受け誕生したのが「just do it」キャンペーンで
ある。「ナイキ」は「ヘイワード競技場」編での失敗
の挽回を図り，広告代理店のワイデン＆ケネディー社
に新たな CM で用いるコピーの考案を委託し，ダン・
ワイデンが「just do it」のコピーを発案した。1988 年 8
月 7 日，「just do it」をモチーフにジョアン・アーンス
トという名のトライアスロン選手にスポットを当てた
CM を公表する。続けて同日の夜，サンフランシスコ
の名物ランナー，80 歳のウォルト・スタックにスポッ
トを当てた CM を続けてオンエアし，話題を呼んだ。
キャンペーンの開始から二カ月もしないうちに「just
do it」のコピーは時代の流行語となった。そして現在
でも，商品のスタイルは変わっても「just do it」のコピ
ーを使い続けることで世界発展に伴う問題や，新規社
員の増加がもたらすブランド・スチュワートシップ（ブ
ランドを大切に守り育てること）の問題を克服に役立
っている。

図 33

デザインコンサルタントによるデッサン

図 34 「NIKEiD」カスタマイズ例
（ベースは AIR FORCE 1）

図 35

デザインコンサルタント iZ 氏

（4）宣伝費
「ナイキ」の 2010 年度の年間宣伝費は日本円にして
約 2,353 億円であった。
413．「ナイキ」を使用している主なスポーツ選手
「ナイキ」の製品を使用している主なスポーツ選手・
チームは，以下の表の通りである。

「NIKEiD Bespoke」は，「NIKEiD」を進化させ，オンライ
ンで自分だけのデザインシューズをつくることができる。ニュ
ーヨーク・ソーホーにある「NIKESPORTSWEAR」の直営店
「21Mercer」のみで実施されている特別なカスタマイズサービ
スである。デザインコンサルタントとのセッションを通じて，
「NIKEiD」では提供していないレアな素材や色を使った個性的
なカスタマイズが可能となっている。
3
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表 3

「ナイキ」使用選手・チーム
競技名
名前・チーム
野球
陸上
サッカー
テニス
ゴルフ
ラグビー
バスケ

ボクシング
スケートボード
自転車

松井稼頭央，ダルビッシュ有，松坂大輔，ジーター
為末大，朝原宣治，ポーラ・ラドクリフ
長友佑都，ロナウジーニョ，C ロナウド，イブラヒ
モビッチ，ルーニー，ブラジル代表，フランス代表
ナダル，フェデラー，シャラポワ，アガシ
タイガー・ウッズ
イングランド代表
マイケル・ジョーダン，レブロン・ジェームズ，エ
ルトン・ブランド，田臥勇太
亀田興毅
ポール・ロドリゲス，藤井竜太郎
ランス・アームストロング

42．「ミズノ」の宣伝・広告
421．ターゲット
「ミズノ」の従来の購買層ターゲットは，
「スポーツ
をしている人」のみであった。しかし，2006 年から，
国内における購買層ターゲットに「スポーツ以外にも
好きなものがある人（例えば音楽や旅行）」も加えた。
また，スポーツ市場のみでは拡大が見込めなくなった
ため，生活において使用できる製品を展開している。
対して，海外におけるターゲット層は「スポーツフィ
ールドに来ている人」である。
「ミズノ」の考える今後の宣伝ビジョン・課題は，
「ミ
ズノ」を利用する理由として「機能性が高いため」と
の結果から，機能性を伝えられる宣伝方法を考慮しな
がら「ユーザーの心に響く宣伝」を目指している。

などの有望な若手選手を起用することなどが挙げられ
る。ターゲットとしている高校球児に大きく羽ばたい
てほしいというメッセージを込めている。
（2）アドバイザリースタッフ契約選手の起用
広告にはアドバイザリースタッフ契約を結んでいる
スポーツ選手を起用することが多い。最近の例では，
今年 4 月に日本ハムに入団した斎藤佑樹投手である。
彼は，高校・大学での活躍，高校時代から積極的に「ミ
ズノ」を利用してくれたこと，将来性から契約を結ぶ
に至った。また，アドバイザリースタッフではなくて
も，陸上の室伏広治選手のような社員選手や，短期的
契約（スポット契約）の選手もいる。
（3）宣伝費
「ミズノ」の 2010 年度の年間の宣伝費は，106 億円
であった。
423．「ミズノ」を使用している主なスポーツ選手
「ミズノ」の製品を使用している主なスポーツ選手・
チームは，以下の表の通りである。
表 4 「ミズノ」使用選手・チーム
競技名
名前・チーム
野球
陸上
サッカー

422．宣伝戦略の展開
（1）イベントの協賛・用具サプライヤー
「ミズノ」の宣伝戦略としては，日本国内では，商
品のことをよく理解したうえで購入してもらう努力を
して，
「ミズノ」のファン（ロイヤルカスタマー）作り
をすることに重点を置いている。海外では，知名度が
まだ低いため，
「ミズノ」の知名度を上げることに重点
を置き，まずは，店頭に商品を置いてもらうためのア
プローチを行っている。店頭に足型測定器の設置など，
機能を理解してもらえる宣伝をしている。ヨーロッパ
では，マラソン大会などの協賛・用具サプライヤーに
なることで知名度を上げようとしている。
冠協賛としては，ゴルフの「ミズノオープン」，「ミ
ズノクラシック」の２つが例として挙げられる。その
他，JOC（日本オリンピック委員会），プロ野球オール
スターゲーム，ミズノカップなどの協賛企業としても
有名である。
また，大学運動部への支援も行っている。例えば，
明治大学体育会ラグビー部に一定額の用具を提供して
いる。同部には，サンプル商品を使用してもらい，製
品化のための意見をもらうといったモニターとしての
役割も課せられている。
広告に特に力を入れているのは，種目としてはゴル
フ，野球，ランニングである。広告方法としては，
「テ
レビ CM」，「看板広告」（甲子園など），「新聞広告」，
「WEB 広告」がある。広告で伝えようとしていること
は，広告媒体の種類によって異なる。
「紙広告」は，商
品の特性・機能を伝えることに重点が置かれる。
「テレ
ビ CM」は，ブランドイメージを向上させるため，ス
ポーツのシーンやかっこよさを印象づける。例として，
プロ野球選手の由規選手，浅尾拓也選手，T-岡田選手

水泳
テニス
ゴルフ
ラグビー
バレーボール
柔道
卓球
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イチロー，松井秀樹，福留孝介，斉藤隆，小笠原道
大，阿部慎之介，高橋由伸
カール・ルイス，メセファット・デファー，室伏広
冶，佐藤悠基，末續慎吾，成迫健次，柏原竜二，村
澤明伸，鎧坂哲哉，小林祐梨子
本田圭佑，柳沢敦，中村憲剛，フッキ，チアゴ・モ
ッタ，平山相太
寺川綾，フェデリカ・ペレグリニ
ユリア・プチンツェワ，松岡修三，坂井利彰
飯島茜，申ジエ，服部真弓，ステーシー・ルイス，
エマ・ザクソン
NEC グリーンロケッツ，近鉄ライナーズ，タウファ
統悦，明大ラグビー部
日本代表
野村忠宏
福原愛，石川佳純

図 36

図 37

プロ野球選手を起用した広告

ミズノトラッククラブ所属選手を起用した広告

おわりに
今回、外国企業の「ナイキ」と国内企業の「ミズノ」の 2 つを取り上げ、それぞれの歴史、CSR、商品、広告につい
て調べ各々の特徴が明らかとなった。その結果、両社の共通点と相違点を見出すことができた。
まず共通点として、両社がそれぞれ CSR で掲げる環境への取り組みの積極性が挙げられる。「ナイキ」はゴミから靴
を作る「Nike Trash Talk」プロジェクトの遂行や、天然資源利用の減少と低炭素経済への移行を進めている。「ミズノ」
は「ミズノグリーングレード」の作成や、主催のスポーツイベントでのエコ活動を行っている。以上のように両社とも
無駄の削減を重要視し、特に環境保全活動への意識が高いことが見てとれた。
次に相違点として、会社の歴史の長さ、商品開発、宣伝方法の違いを挙げることができる。「ナイキ」はエアを使っ
た商品のシリーズの発展へと繋げた。デザイン性やファッション性の評価も高い。宣伝は有名選手との契約に加え、メ
ッセージ性の強い CM を制作している。これらの宣伝の狙いは、消費者の「ナイキ」への憧れをより強くすることであ
る。一方、「ミズノ」はウェーブソールを開発し、それをニーズに合った形へ改良を行い、初心者からアスリートまで
より幅広いスポーツ層に対応できるものとなっている。それに対応して宣伝も商品の機能性や特性を伝えるものが多く
なっている。これらの相違点が両社のブランドイメージを大きく決定づけているといえる。また、資本金や宣伝費を比
較すると、「ナイキ」は「ミズノ」の 20 倍以上あり、国際的な視点では、会社の規模が大きく違うことがわかる。
「ナイキ」の前身の BRS 社は、安価で質の高い日本メーカーシューズの輸入・販売から始めた。その後、70 年代半
ばから自社ブランド製品を展開し、現在の「ナイキ」へと至った。
「ミズノ」の前身の水野兄弟商会は、衣料品の製造・
販売から始めた。そして、スポーツ用品の展開へ力を入れ、今日までスポーツに根付いた取り組みを行っている。創業
当初の両社は異なる業界ではあったものの、様々な発展・変革を遂げ世界的なスポーツメーカーの地歩を築いた。世界
的なスポーツメーカーであるからこそ、社会貢献を積極的に行い、企業としてのブランドイメージの向上に努めている。
両社ともこれらのブランドイメージが消費者の心を掴み、大きな支持を受けている要因でないかと考える。
スポーツには人に感動、勇気、希望を与える力がある。暗い話題が多い現代ではあるが、スポーツをする人を支える
スポーツメーカーが今後、日本、そして世界を元気づける架け橋になることを期待したい。
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（2）
「エア・マックス」
312．バスケットボールシューズ
（1）
「エア・ジョーダン」
（2）
「エア・フォース」
313．サッカーシューズ
32．
「ミズノ」の商品・・・・・・・・・・・・・・・・㉑㉒㉓㉔㉕
321．陸上競技シューズ
322．ランニングシューズ
323．サッカーシューズ
324．その他
4．
「ナイキ」と「ミズノ」の宣伝・広告
41．
「ナイキ」の宣伝・広告・・・・・・・・・・・・・㉖㉗㉘
411．ターゲット
412．宣伝戦略の展開
（1）CM「レボリューション」編の展開
（2）
「Just do it」キャンペーンの誕生と反響
（3）
「NIKEiD」の展開
（4）宣伝費
413．
「ナイキ」を使用しているスポーツ選手
42．
「ミズノ」の宣伝・広告 ・・・・・・・・・・・・ ⑯
421．ターゲット
422．宣伝戦略の展開
（1）イベントの協賛・用具サプライヤー
（2）アドバイザリースタッフ契約選手の起用
（3）宣伝費
423．
「ミズノ」を使用しているスポーツ選手
おわりに
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