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Abstract: Nike and adidas are competing for the first place in the global sport goods market. When
we compare their stock price growth rate over the past 5 years, Nike’s one overperformed adidas’
s one all the time. In this paper the reason is assumed that stock price growth rate, profitability
and profit stability depends on the difference of their brand power according to the theories of
P.Kotler and D.Aaker. This paper found the brand financial value measured by famous brand
consulting firms show Nike’s ones had been more valuable than adidas’s all the time over the
past 5 years. P.Kotler says this age has been the digital economy era since 2017 and DX is very
important to build strong brand for adjusting to this era. This paper reviewed the DX acitivities
of both companies and concluded Nike’s ones has been superior than adidas’s and that’s the reason
why Nike’s brand power has overperformed adidas’s one.
sport goods company, marketing 4.0, stock price growth factor
スポーツ用品企業, マーケティング4.0, 株価上昇要因

Ⅰ．緒論

一般的なアメリカの株価動向を示す S&P500と
NASDAQ 市場の株価指数の過去5年間株価上
昇率のグラフである．2022年5月時点で最も高
い上昇率の順に Nike，次いで NASDAQ 指数，
S&P500指数そして adidas となっている．5年
前 と 比 較 し て Nike は 最 大 約220%（2021年11
月），NASDAQ 指数は最大約150%（2021年12
月）
，S&P500指数は最大約100%（2021年12月）
そして adidas は最大約95%（2021年6月）それ
ぞれ上昇した．2020年3月ごろから新型コロナ
ウイルスが世界的に蔓延し経済に大打撃を与え，
両社も含めて全般的に株価は一時期大きく下落
しているが，その後コロナの悪影響をものとも
せずに両社の株価は上昇した．しかし，Nike

１．はじめに
Nike と adidas は国際市場で1位，2位を争う
スポーツ用品企業である．両社の主力商品はス
ポーツシューズやスポーツウェアであり，スポー
ツ選手だけでなくファッションリーダーたちか
らも支持され強力なブランドを誇っている．創
業1949年のドイツ企業 adidas と創業1964年のア
メリカ企業 Nike では，adidas のほうが創業年
は古いが，業績や市場シェアについては Nike
が adidas を凌駕している．
図1はアメリカ・ニューヨーク市場に上場す
る Nike と adidas の株価，そして比較対象として，
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NIKE，adidas，S&P500，NASDAQ の過去 5 年間の株価騰落率

なければならない．

と adidas の過去5年間の株価上昇率は常に Nike
のほうが高く，特に2020年以降はさらに差がつ
いている．
本稿の目的は，最近5年間の両社の株価上昇
率に大きな差があった原因を考察することであ
る．また，本稿の意義は，企業のブランド評価
と株価上昇率や業績との関係をスポーツ用品企
業について考察し，企業のイノベーティブ性，
なかでもデジタルトランスフォーメーション（以
下 ”DX”）がブランド評価にどのように影響す
るかをスポーツ用品企業について考察したこと
である．
スポーツ用品企業と他の企業との違いとして，
松村（2017）は，スポーツ用品企業は他の企業
と比べ，ブランドがより一層重要であると指摘
している．その理由は，スポーツへの取り組み
方やレベルは各人で異なるためスポーツ用品へ
の評価は人により大きく異なり，また，同じ人
間でも状況により商品の使用感覚が異なること
がある．したがってスポーツ用品についての消
費者の評価は定まりにくく，商品が選択される
要因としてブランドは重要なのである．
企業がイノベーティブであるとは，企業が時
代のニーズに対応して経営体制，生産技術など
を次々と刷新していき，新しい資源を導入した
り，新商品を生み出したり，新しい市場に展開
できたりするような，企業が革新的であること
である．そして，Kotler（2017）が指摘するよ
うに，デジタル経済である現代では，企業がイ
ノベーティブであるためには DX が進展してい

２．先行研究
企業の業績や株価の決定要因についての研究
は多いが，その中でも企業のブランド評価と企
業業績，株価との関係についての先行研究を確
認する．
Aaker（1994）は，企業のブランド評価が高
ければ，商品価格が高くても販売可能であり，
顧客が他ブランドにスイッチングすることを防
ぎ，顧客から継続的に選ばれることによって収
益が安定するとしている．実際のデータを用い
た検証としては，松浦ほか（2018）が，株式会
社日経 BP コンサルティングによる「ブランド・
ジャパン」のブランド評価データと財務・株式
データから，企業のブランド評価が企業収益や
株価に与える影響を分析し，ブランド評価は収
益と企業価値に好影響を与えていると結論した．
また，朴・中條（2006）は，日本の電気機器産
業について，経済産業省から発表された評価モ
デルで算出されたブランドの評価と株価の関連
を実証分析し，ブランド評価は，株価に有意な
影響があると結論した．
現代社会の企業のブランド価値を高める要因
について，田中・六角（2017）は，現代の企業
ブランドに価値が生じる大きな要因はイノベー
ションであり，その理由は，イノベーションに
より顧客が生活の変化を経験することで，その
経験をもたらしたブランドを強く認識するため
と指摘した． 企業がイノベーティブであるこ
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Ⅱ．方法

とがブランドに与える影響の実証的な研究には
Pappu and Quester（2016）がある．この研究は，
民生電気用品の国際ブランド3社で2つの商品カ
テゴリーのデータを用いて行われ，消費者から
品質が高いと認識されているブランドは，イノ
ベーティブであるとの印象を消費者に与えるこ
とでそのブランドへの忠誠心を高めていること
を明らかにした．
Interbrand（2017）は，ビジネスはブランド，
人々，そしてテクノロジーとの協働作用で成長
するとし，テクノロジーの重要性を指摘してい
る．Interbrand（2017） で は 現 代 社 会 を ”Age
of You” とし，顧客一人ひとりに最適化された
商品，サービス，コミュニケーションや環境を
提供する企業が成長しており，そのためにはデー
タを活用できるデジタルテクノロジーが必要と
指摘している．
Kotler（2017）は，現代社会をデジタル経済
の時代とし，この時代のブランド構築手段とし
て「マーケティング4.0」を提唱している．そ
れによれば，デジタル経済下では顧客が商品や
サービスを購入，推奨にいたるまでの過程（以下，
「カスタマージャーニー」
）が従来と異なり，マー
ケティングはその変化に対応しなければならな
いのであり，そのために企業にとって DX は必
須であり，企業がイノベーティブであることの
条件である．

はじめに，世界的ブランドコンサルティング
会社である Interbrand と Brand Finance によ
る NIKE と adidas のブランドの金額的評価を
確認し，次に過去 5 年間の両社の収益性と収益
安定性を確認することで定量的に検証する．
DX の進展度で測定する両社のイノベーティ
ブ性については，経営者の経歴，経営計画，実
際の行動，そしてそれらに対する評価を WEB
メディア記事で確認することにより定性的な評
価を行う．DX の進展度を測定するためにこれ
らの項目を採用した理由は，両社の DX 進展度
に関する定量的なデータがないため，計画と実
際の行動履歴で検証することとし客観性を確保
するためにそれらについてのメディアからの評
価を確認することとした．また，補完的な情報
として，両社が DX の重要性を認識しているか
について確認するために経営者の経歴を確認し
た．企業として DX を重視していれば，経営者
を選ぶ際にもその点を考慮していると判断した
からである．

Ⅲ．結果
１．Nike と adidas のブランド評価
ブランドに関するコンサルティング企業の
中には，企業ブランドの金銭的評価を測定し
ている企業がある．そのひとつ Interbrand は，
企業ブランドの金銭的評価を行い 1988 年以来
毎年世界ランキング発表している．
表1(a) は Interbrand による2017年から2021年
の Nike と adidas のブランド評価と世界ランキ
ングである．同社 WEB サイトのブランド評価
方法の説明によると，同社は，各企業の財務力，
ブランドが消費者の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か
らブランド評価を算出している．同社の評価方
法では，財務分析で企業が生み出す利益の将来
予測を行い，利益のうちブランドが利益に貢献
した分を算出する．その際には同社が過去30年
にわたって実施したブランド価値評価のデータ
ベースを活用して業種別ベンチマーク分析を行

３．仮説設定
前節では，企業のブランド評価の高さが収
益性の高さ，収益の安定性そして株価に好影響
を与え，企業がイノベーティブであることはブ
ランドに好影響を与えている先行研究を確認し
た．そこで仮説 1 は NIKE が adidas に株価上
昇率で勝った要因は，ブランド評価が NIKE の
ほうが adidas よりも高いので収益性と収益安
定性で勝ったためであるとし，仮説 2 は NIKE
のブランド評価が高い理由は，NIKE のほうが
adidas よりもイノベーティブであり，それは
両社の DX の進展度に違いがあることとしてそ
れぞれ設定する．
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表１

ヤルティレートをインデックスに乗じてその企
業固有のブランドロイヤルティレートを算出す
る．そのレートをもとに，ブランドの利益貢献
分を抜き出すことで，同社はブランド評価金額
を算出している．表1(a)，表1(b) から過去5年間
（2017年 -2022年）では，両ブランドコンサルティ
ング企業とも Nike のブランド評価は adidas の
それよりも高かったことを確認した．

ブランドコンサルティング企業のブランド評価
グローバルランキング

(a)

Interbrand 社のブランド評価グローバルランキング
（単位 10 億ドル）

(b)

２．過去5年間（2017年 -2022年）
NIKE・adidas の収益性と収益安定性
投資家が企業を評価する際の収益性の高さと
は，企業への出資金額をつかって企業が生み
出した利益の大きさであり，それは純利益を
株主資本で除した株主資本利益率（Return on
Equity，以下 ”ROE”）である．また収益安定性
は一定期間の ROE の変化のばらつきの小ささ
で表すことができる．投資家にとっては一定
期間の ROE のばらつきが小さいことが望まし
く，それは ROE の標準偏差で表現できる．そ
こで，Nike と adidas の過去5年の四半期報告書
（Quarterly Report） か ら 毎 期 の 純 利 益（Net
Income），株主資本（Share Holder’s Equity）
のデータを取得し，収益性を毎期の ROE とし，
収益安定性として毎期当該時点での過去1年間
の ROE 標準偏差を算出した（表2）．ROE 標準
偏差が小さいほど収益安定性は高いことになる．
仮説１ではブランド価値が高いほど収益性と収
益安定性が高いと設定したが，それはブランド
評価が高いほど ROE は大きく，ROE 標準偏差
は小さいことになる．仮説1が正しければ，ブ

Brand Finance 社のブランド評価グローバルラン
キング （単位：10 億ドル）

（

）

う．また，顧客のブランドロイヤルティの強さ
や継続購入状況や囲い込みの程度から利益の将
来の確実性を評価している．
Brand Finance もまた Interbrand と同様にブ
ランド評価とランキングを毎年発表しており，
表1(b) がそれである．Brand Finance の企業ブ
ランド評価方法は，顧客のブランドに対する感
情や財務力，維持可能性のような評価項目で
構成されたバランススコアカード注1）を活用し
て企業ごとのブランド力インデックスを計算し，
その企業の属する業種の企業平均ブランドロイ
表2

，

NIKE，adidas のリターンとリスク，リターン / リスク倍率

，

．
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ランド評価の高い NIKE のほうが，adidas より
も ROE/ROE 標準偏差の倍率が高まることが予
測される．
ROE/ROE 標準偏差の倍率の過去5年間の平
均値は Nike が5.0で adidas が1.4となった．また，
ROE 標準偏差計測期間を過去5年間とし，ROE
の過去5年平均との倍率を計算した結果 Nike が
1.36で，adidas は1.28となった．計測期間を1年
間としても5年間と長期間で算出しても Nike の
ほうが adidas よりも倍率は高くなった．
本章1節と2節で，過去5年間の株価上昇率が
高かった Nike は adidas よりもブランド評価が
高く，高い収益を安定的に生み出していること
を確認した．仮説1は正しいと言えよう．

比較し，両社のイノベーティブ性を定性的に評
価する．評価項目は経営者，経営計画，DX の
取組状況とそれらに対する WEB メディアの評
価である．
Nike の CEO，J.Donahoe は2014年 に 同 社 に
入社する前まで，企業向けクラウドサービス
の ServiceNow， オ ン ラ イ ン 商 品 市 場 の ebay
で CEO を務めており，現在もオンライン決済
サービスの Paypal の取締役会議長である．一方，
adidas の CEO，K.Roasted は2008年に入社する
まで，Oracle，Compaq や HP といった IT 企業
や PC メーカーでマネジメント経験を積んでいる．
Nike と adidas とも経営トップがスポーツ用品
ビジネスでキャリアを始めたのではなく，どち
らも IT ビジネスで経験を積んだ人物であるこ
とは興味深い事実である．

３．Nike と adidas の DX とイノベーティブ性
この節では Nike と adidas の DX への取組を
表3

NIKE と adidas の経営計画タイトルと概要

，

デジタル化の推進を明確にしたが Nike に3年遅
れている．
本稿では，これから両社の DX の実際の取組
を両社のプレスリリースに基づいて確認して
いくが，DX の取組に関連する用語については，
以下 Kotler（2017）の説明を用いる．ソーシャ

両社の最近の経営計画を整理したものが表3
である．先に経営計画で DX 重視をうたったの
は Nike が2017年に発表した ”Customer Direct
Offense” である．それによると DX をすすめて
顧客との関係構築を従来の2倍にするとしている．
Adidas は2021年に発表した ”Own the Game” で
5

朴澤

ングも顧客にとって区別されない購入行動であ
る．顧客はオン / オフラインのチャネルにこだ
わらずに頻繁に両者を移動するが一貫性のある
経験を期待する．オムニチャネルにより，顧客
とブランドの接触機会が増え，よい経験が提供
できれば，顧客のブランドへの認知や信頼，ロ
イヤルティが増える機会となる．
モバイルアプリ，ソーシャル CRM そしてゲー
ミフィケーションは，顧客のブランドへの親近
感を高めるための施策である．モバイルアプリ
で顧客に良い経験を提供したり，SNS にコンテ
ンツを提供することで顧客にブランドについて
情報交換をしてもらったり，ゲームを楽しむよ
うに商品やサービスを活用されることで顧客の
ブランドへの親近感を高める効果を期待するの
である．
2017年から2022年にかけての両社の DX に関
する実際の取組を確認するために，DX につい
てのプレスリリースを抽出しそのタイトルを
一覧にしたものが表4（Nike）と表5（adidas）
で あ る．Nike は 項 目 が53項 目 あ る の に 対 し
adidas は10項目であった．

ル CRM は SNS 上の顧客とブランドとの関係管
理のことであり，ゲーミフィケーションは商品
やサービス活用時にゲームの楽しめる要素を取
り入れることである．
コンテンツマーケティングは，一定のテーマ
に関心のある人々を対象に，役に立つ記事や動
画などのコンテンツを制作，編集，配信，拡散
するマーケティング手法であり，その目的はコ
ンテンツに関するオン / オフライン上で人々の
会話を生み出し，SNS や消費者によるネットメ
ディアで共有されることである．記事や動画は
人々がそれぞれの個人的，職業的目的を達成す
るために使いたいと思う顧客にとっての有益な
情報であり，必ずしも直接的な広告ではない．
提供したコンテンツについて人々がオン / オフ
ラインで意見交換するにつれ，その提供者であ
るブランドへの認知やブランドロイヤルティを
獲得することが最終目標である．
オムニチャネルはオン / オフラインの販売経
路（以下，「チャネル」）を統合し，チャネル間
で一貫性のある良質な顧客経験を生み出すこと
である．顧客がネットで情報を取得して実店舗
で購入するウェブルーミングも実店舗で実物を
確認してネットで購入するというショールーミ

表 4 NIKE が発表した DX に関連するニュース，プレスリリース
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適なフィット感のあるシューズを選ぶ支援アプ
リ Nike Fit の開発（同，No.34）が挙げられる．
Nike はコンテンツマーケティングにも注力
しており，ヨガアプリの提供（同，No.6）や
NBA ファン向けの特別コンテンツが楽しめる
ア プ リ Nike Connect（ 同，No.15），Nike Plus
会員にはアプリで無料音楽や瞑想，フィットネ
スのガイドの提供（同，No.21），Apple watch
でトレーニング支援アプリ Nike Training Club
を利用可能化（同，No.26），ランニング支援
アプリ Nike Run Club のリリース（同，No.45）
，
が挙げられる．ゲーミフィケーションとして著
名なスポーツゲームシリーズ2K Sports と協働

Nike はオムニチャネル対応店舗を世界各地
に積極的に新設し，良い顧客経験の提供に努め
ている（表4，以下 Nike について同じ，No.1～3，
8，10，11，24，28，30，35，40，43，46，48，
49）とともにオンライン販売用のモバイルアプ
リを充実させている．その具体的活動としてス
ニーカー販売アプリ SNKR の充実や日本への展
開や機能の充実（同，No.5，22，32），会員制
アプリ NikePlus のニューヨーク店舗でのメン
バー限定サービスの提供（同，No.30），総合販
売アプリ Nike.com の配送サービスの充実（同，
No.7），欧州での展開（同，No.9，37）とアメ
リカでのバイリンガル対応（同，No，42），最

表 5 adidas が発表した DX に関するプレスリリース，ニュース

（

7

）
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そのため，SNS 上の同社のファンの数やファン
との間に築いた関係は他の追随を許さないと指
摘している．
Johnston（2021）は，NIKE のデジタルマー
ケティングの現状について述べている．それに
よると，NIKE が提供するデジタルサービスに
は7900万人以上の顧客がいて毎年27% ずつ利用
者が増え，毎年50% ずつリピート顧客が増えて
いるという．また，顧客のデジタルサービスへ
の需要の40%がモバイルアプリからのものであり，
ブランドロイヤルティの高い顧客向けの特別な
デジタルコンテンツの制作にも力を入れてい
るとのことである．例えばラッパーの Megan
Thee Stallion 氏 と 制 作 し た NIKE Training
apps 内のワークアウトコンテンツは通常の2倍
もダウンロードされ，さらにニューヨークのス
タジオでスニーカーアプリ用のコンテンツを制
作し業界平均の3倍もの顧客が視聴している．
Erkilic（2018）は，Nike はいつも商品やサー
ビスに Nike Adapt アプリのような最先端技術
を導入し，彼らのミッションである「世界中の
アスリートにインスピレーションとイノベーショ
ンを届ける」を実現しそれがブランドへの信頼
を高めていると指摘し，最先端技術を活用した
キャンペーンの例として，人工知能，バーチャ
ルリアリティ，そして世界初の LED が敷き詰
められた陸上競技場を作った事例を紹介してい
る．
Williams（2021）は NIKE のモバイルアプリ
群の重要性を指摘している．モバイルアプリに
より，NIKE は顧客の購入傾向や運動習慣など
個人情報データを集めたり，ゲーミフィケーショ
ンを活用して顧客のブランドロイヤリティを高
めたり，ブランドからのメッセージ発信をしたり，
売上の増加につなげたりしている．NIKE のア
プリは販売用アプリとして NIKE app や SNKR
アプリがあり，その他にトレーニング用アプリ
として Nike Run Club や Nike Training Club ア
プリがある．NIKE app は Apple の app store の
ショッピングカテゴリーでダウンロード回数が
12位に入るアプリである．個人ごとのニーズに
あった買い物が可能で，アプリのチャット機能
でスタイリストに相談できる．SNKR アプリは，

し，限定スニーカーの販売（同 No.38）や仮想
空間のメタバースを活用した NikeLAND がある．
これら Nike の DX を支えるのがデジタルテクノ
ロジー企業の買収行動である．2018年にデータ
分析企業である Zodiac（同，No.23），データ統
合企業 Datalogue（同，No.47），ゲーム，NFT
やブロックチェーンといった最先端技術をもつ
RTFKT（同，No.53）といった企業群の買収
をしている．また，世界各地でイノベーション
センターを設置している（同，No.27，44，50）．
一方，adidas は2015年の経営計画に従い製
造での DX をすすめた．それは Speed factory
の 設 置 で あ る（ 表5， 以 下 adidas に つ い て 同
じ，No.1，6）．マーケティングでは，オンラ
イン販売チャネルの adidas app の機能を拡充
し（ 同，No.2），2020 年 に は CONFIRMED ア
プリを開発してリリースした．このアプリはオ
ンラインの販売チャネルであるとともに，コ
ンテンツマーケティングの機能も備えている
（同，No.9）．ソーシャル CRM として Twitter
と協働したキャンペーン展開（同，No.3）やラ
ンニングトレーニングアプリのアップデートに
よる Creators Club 会員へのサービス強化（同，
No.5），facebook を活用したランナー支援（同，
No.8），Creators Club 会員向けの限定オンライ
ンイベントの開催（同，No.10）がある．ゲー
ミフィケーションとしては EA sports や Google
と協働で開発した拡張現実ゲームがある（同，
No.7）
．デジタルテクノロジーへの投資として ”
PLATFORM A” を開設している（同，No.4）．
Nike と adidas のプレスリリースを見る限り，
DX への取組については Nike のほうが量も多く，
その取組も進歩的である．

４．NIKE と adidas の DX についての
WEB メディアからの評価
最後に両社の DX に関する第三者からの定性的
評価として WEB メディアからの評価をいくつ
か挙げる．
Pride（2022）は，Nike の広告は商品を直接
訴求することはほとんどなく，人々が試練に打
ち勝ち勝利者となるという感情に訴える物語を
語るストーリーテリングに力点を置いており，
8
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と考え広告予算の77％を配分していたが，実際
にはブランド構築のための活動が売上の65% を
もたらしていたことが分析の結果判明した．ブ
ランド構築への予算投下が不十分だったので
あった．
Watson（2020）はコロナ過の中で全体の売
上が減少する中で，adidas の e コマース売上が
前年比90% 以上となったことを同社のデジタル
マーケティングへの取組のおかげと評価してい
る．それによると，adidas はオンライン上で顧
客との関係強化につとめてきたが，2017年に
addidas app アプリの機能を拡張して顧客の好
みにあわせた提案を可能にし，“Creator Club”
という会員制サービスを始めて，顧客の推奨
行動に応じて特別な商品やサービスを提供し
たことがコロナ過での売上向上につながった
と指摘した．さらに，addidas はコロナ過の中 ”
#Hometeam” キャンペーン動画で，家にこも
る人々を勇気づけて彼らの健康づくりを助けた．
これは同社のキャンペーンの中で最も効果的な
キャンペーンとなり，4億人が視聴したと述べ
ている．
Stanciu（2021） は，adidas の SNS 戦 略 の
優 れ た 点 に つ い て 述 べ て い る． そ れ に よ る
と adidas は SNS 上でのキャンペーンづくりが
巧みであり，その例としてインスタグラムや
youtubeで”End Plastic Waste”キャンペーンや”
Black Lives Matter” キャンペーンを挙げてい
る．また，インターネット上で影響力をもつイ
ンフルエンサーとの協働も優れている．これは
商業メッセージを無機質なものでなく人間的な
ものにするのに効果的なのである．この成功例
がミュージシャンの Kanye West との協働であ
り，Yeezy ブランドの誕生に結びついたのであ
る．Adidas の取組についての WEB メディアか
らの評価は NIKE と同様に高いものが多いが，
NIKE に 関 す る 記 事 で Erkilic（2018），Wong
（2022）が指摘したような最先端技術の導入や
技術への投資に関する指摘や adidas のイノベー
ティブ性を評価するものは見当たらなかった．

スニーカー専用アプリで，スニーカーファンに
限定版を紹介したり，アプリ内のコミュニティ
でファン同士が情報交換できたりする．NIKE
Run Club は，利用者にコーチによるアドバイ
スを提供したり，GPS や距離測定機能を提供し
たりする．Nike Training Club アプリは百以上
のワークアウト動画，健康や栄養に関する話題
が用意されている．これらのアプリにはコミュ
ニティがあり顧客間でコミュニケーションがとれ，
アプリを使ってトレーニングをする頻度が増え
るほど称号バッジが得られるようなゲーミフィ
ケーションが活用されている．顧客はこれらの
体験を通して Nike との関係を日々深め，Nike
なしには生活が考えられないくらいの関係にな
るのである．
Wong（2022）は NIKE のデジタルマーケティ
ングの成功要因のひとつとして，スタートアッ
プ企業の買収によるデジタル技術への投資の強
化を挙げている．それらは消費者行動予測のた
めのデータ分析企業，需要予測技術を持つ企業，
そして足の3D スキャン技術を持つ企業であっ
た．先端的デジタル技術をもつ企業の買収によ
り，最適な履き心地などの感覚的なものまで含
めた顧客データの取得やデータ分析力を向上さ
せ，顧客経験を高めたと指摘している．
以上，NIKE についての WEB メディア記事
の評価を確認したがどの記事も概ね高評価であ
る．次に Adidas の DX に関する WEB メディア
からの評価を以下に挙げる．
Vizard（2019）は adidas のデジタルマーケティ
ングの失敗について，同社グローバルメディア
ディレクター Peel 氏のコメントを紹介してい
る．それによると，adidas のデジタルマーケティ
ングはブランド構築よりも目先の売上につなが
ることを期待した広告投資を行い，効果測定の
ための適切な指標を設定してこなかったとのこ
とであった．つまり，デジタルマーケティング
への投資は効果よりも効率が優先されてしまい，
ブランド構築の効果が低かったとのことであっ
た．直接的な商品プッシュ広告が中心だったた
めに，商品の宣伝があふれ，その結果価格だけ
に注目する顧客が増えてしまったのである．ま
た，adidas は商品紹介では機能面の宣伝が重要
9
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Ⅳ．考察

ら（仮説２）と結論する．
本稿の限界は，DX の取組具合とブランド評
価の関係を定性的な分析でしか行えなかった
ことである．しかし adidas は既存のスポーツ
用品企業という立場で DX をすすめている一方
で，Nike は単なるスポーツ用品企業に留まら
ず，ブランド価値評価のランキング上位を占め
る Apple，Google そして amazon といった企業
のようにデジタルテクノロジーをリードするイ
ノベーティブな企業であり．そのことが高いブ
ランド評価に関連している可能性は指摘できる．
本稿の示唆することは，業績，企業価値を高め
るためには，ブランド評価という観点からも企
業は DX の推進に取り組まなければならず，そ
のことは消費者の商品選択要因としてブランド
が非常に重視されるスポーツ用品企業にも当て
はまるということである．

本稿は，過去5年間の Nike と adidas の株価上
昇率，収益性と収益安定性に差がある原因を両
社のブランド評価の差にあるという仮説を設
定した．Nike の株価上昇率やブランド評価が
adidas に勝った理由は，Interbrand や Kotler の
言説にしたがって，デジタル経済下のマーケティ
ングへの取組に差があったことが原因のひと
つであるとし，過去5年の Nike の DX の取組は
adidasのそれよりも多様かつ豊富であり，メディ
アから高い評価を多く受けていることを確認し
た．両社の CEO は DX に関連性のある経歴が
あるが，経営計画を見ると DX について NIKE
は adidas に先行していた．両社のプレスリリー
スやニュースを確認する限り，Nike は着々と
DX をすすめてブランドを一層強化しているの
に対し，adidas が Nike より DX が進んでいると
は指摘できない．
WEB メディアからの評価を見る限り，Nike
と adidas とも DX に関する評価は低くはない．
しかし，Vizard（2019）の記事でコメントがあ
るように，adidas は当初デジタルマーケティン
グをブランドの構築につなげるという意識に乏
しかったようであり，また，2021年までのプレ
スリリースを見る限り，Nike が同時期に進め
た DX の取組のような斬新さは見られない．そ
れに対して Nike の戦略は，2017年の経営計画
発表以来，DX こそブランド構築のための最重
要の手段と位置付けていることは，デジタルテ
クノロジー企業への投資やそれによって実現し
ている顧客体験を見る限り明らかである．

注
注1）

バランススコアカードとは，ハーバード・ビ
ジネス・スクール教授 Kaplan とコンサルタント
会社社長 Norton が1992年に Harvard Business
Review 誌上に発表した業績評価システムである．
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