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スポーツウエアにおけるブランドポジショニングの研究
ポジションの移動とその戦略の検討

近 藤 由 佳
Ⅰ

研究目的

近年、スポーツ活動への参加率の減少から低迷の一途をたどっていたスポーツ用品業界
も景気全体の底打ち感とともに長年続いたマイナス成長に歯止めがかかった。しかし、こ
の背景としては、決して既存の競技スポーツの分野が復調したというわけではなく、業界
各社が売上が伸びない中で見つけ出してきた「ファッション」
「健康」というようなキーワー
ドで表される新たな市場の開拓がある。そういった意味でもスポーツ用品市場は新たなス
テージに突入したということができる。
「総合スポーツ用品メーカー」として、特に競技者向けの商品を提供することで非常に
強いアイデンティティを形成してきたⅩ社においても、このような少子化・高齢化といっ
た日本国内の社会現象により従来市場の縮小、更には海外のスポーツメーカーやファッ
ション業界によるスポーツカテゴリーの進出といった環境の変化に伴い、従来の競技者向
け商品のみならず新しい市場を模索していく必要に迫られている。
そのような状況下において、既存のアイデンティティを活かし、新たな分野に効率的に
打って出るためにいかなる戦略をとるべきかについて、X 社の現状と潜在的顧客の特徴を
分析することにより、販売市場拡張の可能性について検証する。

Ⅱ スポーツウエア市場の現状
X 社にとってスポーツウエア市場の動向は次のとおりである。従来の X 社にとっての
コアマーケットである純競技領域（純競技者向け商品）は縮小傾向にあり、純粋な競技と
は別にフィットネスやヨガを中心とする「スポーツライフスタイル」と「ファッションハ
イエンド」領域、日常生活カバー領域として「健康・ウェルネス・コンフォート（汎用）」
といった新規分野への進出を模索・実行している。以下に各分野の現状をまとめる。
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1．競技マーケット
競技マーケットとは各競技の専用ギアを中心としたマーケットである。このマーケット
は少子高齢化、競技スポーツ離れなどの影響をうけ、需要は年々縮小傾向をたどってきた。
新規の参加人口自体が減少傾向にあることから、今後は、この分野は微減傾向が続くと考
えられる。

2．ファッションマーケット
ファッション（ハイエンドのファッション）マーケットは、スポーツ業界内でもここ数
年注目されている分野である。スポーツ用品業界ではかつて「スポーツメーカーが投入す
る商品はあくまでスポーツ専用品である」というメーカー自身の考え方とともに、それを
扱う店舗はスポーツ店に限られるという各流通段階での「暗黙の慣習」があったことによ
り閉鎖的な業界である時代が長く続いてきた。ところが近年、ハリウッドセレブから始まっ
たヨガ人気やスポーツウエアを取り入れたコーディネートから派生し、スポーツウエアが
ファッションとして広く人の目につくようになったこと、更には大手ファッションメゾン
がこぞってスポーツテイスト・スポーツミックスといったテイストのコレクションを発表
したことから、
一気にスポーツのファッション化が進んだものと考えられる。また、スポー
ツウエアの業界側からも一部のラインナップでファッションデザイナーとのコラボレー
ション商品の展開を行うなどファッション用途に絞り込んだ商品開発を積極的に進めたと
ころもあり、マーケットの拡大に多大な影響をおよぼしている。このようなファッション
業界におけるスポーツテイストの盛隆とスポーツ業界からのファッションへの拡張の動き
は各流通段階へも影響を与え、近年、靴店・カジュアルチェーン、セレクトショップ、
GMS などスポーツ用品店以外のチャネルでもスポーツ用途の商品が扱われるようになっ
てきている。

3．健康･ウェルネスマーケット
競技からファッションというマーケットとは別に拡大傾向にあるマーケットとして健康
（ウェルネス･コンフォート）
マーケットがあげられる。この市場はスポーツブランドにとっ
てファッション以上に安定し、なおかつ直近の売上げ確保のベースになるとして注目され
ている市場である。
この分野はスポーツ業界では「健康市場」
「ウェルネス市場」と呼ばれることが多く、
その注目度が高くなったのは前述のファッションマーケットよりは最近のことである。具
体的にはウォーキングシューズ、アンダーウエア・サポーターなどが代表的アイテムとし
て認識されており、スポーツ用品の高い技術力を一般消費者の生活シーンに導入すること
で日常の悩みや不安を解消する商材を投入している。
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このウェルネス市場はアイテム先行型で伸張傾向にあり、スポーツ業界にとっては既に
持っている技術的強みを持って差別化戦略が取れるということからも、その将来性が強く
期待される分野である。しかし、先行のハイエンドファッションの方向に対して競技に近
い分、かえって既存のスポーツ用品との差別化がしきれず、また基本的にはニッチ市場で
あるということから通販を始めとした新しい流通経路の開拓も盛んな分野である。
このマーケットにおいては一方では健康というものを背景とした高額あるいはプロパー
販売の市場があり、他方では低価格マーケットが存在している。これらの市場のターゲッ
ト層は必ずしも一致しないものの、汎用需要という面では価格の二極化の様相を強めてい
るといえる。当然のことではあるが、スポーツ用品売場が健康面での悩みを抱えた消費者
を誘引する売場とは認識されていないために起こっており、その解決のため新たな流通経
路の確立が不可欠となっている。

Ⅲ X 社の状況
以上に述べた環境の中で X 社が拡張すべきカテゴリーを見つけ出すために、X 社の持
つ既存ブランドのポジションについて検証する。

1．検証方法
X 社の現状を把握するため競技性・ブランド認知・シェア・カジュアルやファッション
への現在の汎用性と今後の汎用可能性という観点から 11 の質問項目を設定し、主な種目
別、もしくは商品カテゴリー別のアイテムでその程度を 5 段階で評価した。（図表 1、図
表 2）質問内容の特性から業界および X 社の状況について一定の知識があり、尚且つ特定
の競技種目のイメージに偏る事を避けるために、主に同社で経営企画などを担当している
者を選び（n ＝ 9）1 アンケート調査を実施した。結果について、統計ソフト SPSS14.0 を
用い、因子分析を行った。軸の回転はバリマックス法を利用、因子の抽出は固有値 1.0 基
準で行った。

2．検証結果
X 社はファッショ・カジュアルの成分と競技の成分は同一次元（軸）上の成分として形
成されている（図表 1 の成分 =x 軸）ことが分かった。
現状、X 社において競技とファッションという要素は真逆に位置しており、現在のポジ

1

サンプル数が少ない為、各項目の標準偏差、及び新入社員の回答との比較を行い、偏りの傾向を確認
した。結果大きな差はみられなかった。
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

種目・アイテム
ゴルフウエア
ゴルフクラブ
ゴルフシューズ
ゴルフボール
野球グラブ
野球シューズ／スパイク
野球ユニフォーム
野球バット
競泳水着
フィットネス水着
テニスウエア
テニスシューズ
テニスラケット
ボールゲームウエア／ユニフォーム
ボールゲームシューズ
ランニングウエア
ランニングシューズ
陸上競技ウエア／ユニフォーム
陸上競技シューズ／スパイク
一般アンダー類
一般スポーツウエア
ウォーキングウエア
ウォーキングシューズ
図表 1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

質問事項
種目特性の強さ
アスリート専用度の高さ
ブランド認知度
シェア
チャネルの専門性（現在）
チャネルの拡張可能生
カジュアルへの汎用性
カジュアルへの汎用可能性
ファッション想起
ファッション想起の可能性
特化機能・技術の汎用性

質問項目及び対象種目・アイテム

ション（ブランド認知・シェアの位置）から非常に「競技」の要素が強く、なおかつファッ
ション・カジュアルといった方向の要素が乏しいということが分かった。
また、ファッション・カジュアルの位置のあいだに埋まる要素が殆ど存在していないと
いうことも分かった。
このことから、今後競技だけではなくファッション・カジュアルの要素を持つ分野に進
出しようとする場合はこれらの分野にたどり着くためにつなぎとなる要素を埋めていくこ
とが必要になると考えられる。
現時点でその候補に挙げられる要素が「特化機能の汎用性」すなわち独自の技術（特許
取得技術を含む）の一般品への汎用性である。この要素を上手く用いることで自社製品の
ラインを拡張する策を検討することが必要であろう。
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回転後の成分行列 a

成分
1
2
カジュアル汎用性（現）
0.966 -0.018
カジュアル汎用可能性
0.949 -0.028
ファッション想起（可能性）
0.94
0.074
-0.935
チャネル専門性（現）
0.070
チャネル拡張（可能性）
0.930 -0.003
-0.880
種目特性
0.308
-0.865
アスリート専用
0.265
ファッション想起（現）
0.853
0.142
-0.760
ブランド認知（現）
0.584
0.852
特化機能・技術の汎用性（現） 0.348
-0.589
シェア（現）
0.637
因子抽出法：主成分分析
回転法：Kaiser の正規化を伴うバリマックス法
a.
3 回の反復で回転が収束しました。

図表 2

X 社のブランドポジション関する成分の特徴

Ⅳ 潜在的顧客層の把握
ブランドのポジショニングと共に、外部環境を分析することによって、戦略代案を生み
出す機会と脅威が明らかになる。
「顧客」という要素は企業活動に直接関係しているので
経営上の機会、脅威、問題点等の把握に対して有用である。Ⅲで検証した結果を踏まえ、
本研究では「日常生活カバー領域：健康・ウェルネス・コンフォート」に注目し新規顧客
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へのアプローチの可能性を検証する。
この分野に関しては人口やライフスタイルからも今後益々その影響力が大きくなると考
えられ、尚且つ、現在の X 社の強みである「身体活動をサポートする機能・素材・技術」
を活かしやすいターゲットとして『日常的にスポーツを行っているか、もしくは旅行など
の比較的活動強度が高いと考えられるアクティビティを行っているシニア層 2』を対象と
し、そのライフスタイルを把握するためにアンケート調査を行った。

1．調査方法
本調査の目的にあった対象者を選ぶため、50 歳以上 69 歳以下の男女：3098 名に対しイ
ンターネットを用い、右図の項目についてのアンケート調査行った。対象者の抽出につい
ては X 社の主要ターゲットとなる世帯年収 400 万円以上サンプル（2534 名）とした。

Q1
Q2
Q3a
Q3b
Q3c
Q4
Q5
Q6
Q7

健康状態
年間旅行頻度
スポーツ・運動（自宅でのトレーニングやジョギング等）頻度
フィットネス・ジムの頻度
ウォーキングの頻度
外出（買い物、通院、銀行等ちょっとした用事を除く）の頻度
勤務形態は？
世帯年収は？
年齢・性別
図表 3

アンケート項目

2．背景的仮設「旅行とスポーツの関連」についての確認
今回の調査の背景的な仮説である「旅行とスポーツという行動の関連」を確認するため
に、
『年間旅行頻度』
、
『スポーツ・運動頻度』
、『フィットネスクラブ頻度』、『ウォーキン
グ頻度』の 4 つの指標について相関分析を行った。この結果、各々有意な相関があること
が分かった
（旅行×スポーツ×フィットネス：r ＝ 0.295, スポーツ×ウォーキング r ＝ 0.280,
フィットネスクラブ×ウォーキング：r ＝ 0.148, 各々 p ≦ 0.0001）。なお、この傾向は性別、
年代別でも同様の傾向を示した。
これより背景的な仮説である「旅行とスポーツという行動については関連がある」とい
うことが証明された。

2

「シニア」の定義については諸説あるが、今回の調査では今後シニアトレンドの中心となるであろう
団塊世代を含む 50 歳以上 69 歳以下の人を対象として設定した。
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3．主要な調査結果
『日常的にスポーツを行っているか、旅行などの比較的活動強度が高いアクティビティ
を行っているシニア層』を対象とするために、「旅行」、「スポーツ・運動」、「フィットネ
スクラブ」
、
「ウォーキング」の頻度について各項目についての分布状況及び、想定される
実際の活動強度を総合的に加味し、高頻度群と低頻度群に分類、いずれかの項目で高頻度
群（年間旅行頻度≧ 3 回、スポーツ・運動頻度≧ 3 回 / 週、フィットネスクラブ頻度≧ 1
回 / 週、ウォーキング頻度≧ 3 回 / 週）に入るサンプルを『アクティブなシニア層』と定
義し、50 代男性：159 人，50 代女性 176 人，60 代男性 69 人，60 代女性 79 人，合計 483
人を対象として詳細調査を実施した。

回転後の成分行列 a

スポーツ
フィットネスクラブ
旅行
ウォーキング
因子抽出法：主成分分析
回転法：Kaiser の正規化を伴うバリマックス法
a.
3 回の反復で回転が収束しました。

図表 4

成分
1
2
0.759 -0.131
0.703
0.146
0.276
0.781
0.401 -0.659

4 つの行動における特徴の成分
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（1）4 つの行動における特徴
「旅行」
、
「スポーツ・運動」
、
「フィットネスクラブ」、「ウォーキング」について各活動
の相関を見るとシニア層全体ではそれぞれ有意な相関があったが、 アクティブ群では「ス
ポーツ・運動」と「フィットネスクラブ」では相関があるものの、それ以外の項目では有
意な相関が見られなかった。
各活動の強度について因子分析を行ったところ、アクティブ群に関しては「スポーツ・
運動」･「フィットネスクラブ」と「旅行」
・
「ウォーキング」の 2 つの成分に分かれた（シ
ニア層全体ではこの 4 項目は 1 成分となった）
。また、旅行とウォーキングは逆方向にプロッ
トされる結果となった
（各年代・性別とも同様の傾向を示した）。これらの結果からアクティ
ブ群においてはウォーキングをする頻度が高いと旅行の頻度が低下するということが分
かった。
（2）各アイテムの購入店舗の状況について
対象とする顧客とメーカーの接点は商品が並べられている『売場』である。そこで、今
回の調査の対象者が「旅行・スポーツに関する商品をどのような店舗で購入しているか」
について分析を行った。この結果から、旅行用のウェア関しては量販店（27％）、百貨店
（26％）が上位をしめており、一方、スポーツメーカーの主な取引チャネルであるスポー
ツ大型店とスポーツ専門店に関しては 2％と全く利用されていないに等しいということが
わかった。さらに、スポーツ用の服となっても、量販店（27％）、スポーツ店（25％）、百
貨店（14%）
、という結果が出た。
（3）百貨店と量販店におけるスポーツ用、旅行用の服の購入の関係
旅行用の服とスポーツ用の服を同じ店舗で購入するかどうかについて調べるために百貨
店、量販店の双方に対し、各アイテムの購入先についてどの位重複しているかについて相
関分析を行った。この結果、
百貨店、
量販店ともに全てのアイテムに対して有意な相関（百
貨店：r ≧ 0.493, 量販店：r ≧ 0.353, 各々 p ≦ 0.0001）が見られた。
この結果から百貨店、量販店のチャネルについてはワンストップショッピングの傾向が
あることがわかった。
（4）商品嗜好：旅行用の服・靴に求めるもの
「旅行用の服で重視すること」については、百貨店・量販店の各利用層で共に「動きや
すさ」が最も重視されており（百貨店層 45％、量販店層 50％）、続いて「疲れにくい・楽」
という項目の数値が高かった（百貨店層 17％、量販店層 20％）。百貨店層では「コーディ
ネートがしやすい（14％）
」や「デザインが良い（13％）」等のこだわりが見られるが、量
販店では「価格が安い（8％）
」が上位にきている。
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これらの内容から、百貨店層・量販店ともに「動きやすさ」・「疲れにくい」という基本
ニーズがあり、その上で百貨店層では「コーディネート」・「デザイン」・「機能」といった
商品の品質へのこだわりが重視され、
量販店層では「価格の安さ」といったコストパフォー
マンスが重視される傾向があると考えられる。

4．チャネル別の特徴
今回調査の対象とした旅行頻度･ウォーキング頻度･スポーツ頻度･フィットネスクラブ
通いの頻度にアクティブ群においては従事する活動に差が出てくることが分かった。これ
はシニア全体の場合には現れない差であり、活動強度が高くなることによりその活動に配
分する時間が制限となっていると考えられる。よって、当該の顧客層においては「旅行」、
「ウォーキング」
、
「スポーツとフィットネスクラブ通い」はそれぞれ別の行動とは認識さ
れており、それぞれのシーンやニーズに合った展開が必要になると考えられる。
顧客層との接点としてのチャネルについては旅行用の服、スポーツ用の服の購入につい
ては百貨店、
量販店での購入が上位を占めており、スポーツメーカーの現在の主な取引チャ
ネルであるスポーツ大型店とスポーツ専門店に関しては旅行用の服の購入に関しては殆ど
利用されていない。よって新規分野のユーザーとの接点としてのチャネルは百貨店・量販
店がメインになると考えられる。
百貨店・量販店チャネルについてはワンストップショッピングの可能性が高いことから、
現状のスポーツの分野ともつながりがあり、既存のスポーツ店では得られなかったであろ
う顧客層にリーチできる可能性がある。
顧客の商品（旅行用の服）ニーズについては、百貨店、量販店の顧客層ともに「動きや
すい」というニーズが強くこれはチャネルによる差が無い。これは、旅行の基本的には「動
き回る」という旅行先での行動を背景とした基本的ニーズと考えられる。その上で百貨店
チャネルの顧客層は知覚品質へのこだわりが高く、デザイン・コーディネートといった
ファッション要素の要求は高くなり、品揃えの幅の広さも必要になると考えられる。
一方、量販店チャネルの特徴としては、基本的に商品単価が低く、顧客の商品の購入決
定に際しても、知覚品質よりも価格での競争になる可能性が高いと言える。

Ⅴ 結論
検証結果から、
「シニア層の旅行シーンにおける服や靴」という市場については、X 社
が既存の強みを活かし、スポーツ用品の動きやすさという機能面から拡張できる可能性が
示唆された。また、
「シニア層の旅行シーンにおける服や靴」という市場に対して、商品
のニーズ（
「動きやすい」
）との側面から市場拡張の可能性が示唆された。よって、具体的
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なポジションとしては、既存の競技寄りのポジションから『機能重視のファッション・カ
ジュアル寄り』へ技術の汎用性を活かした拡張が考えられる。
ただし、身体機能の低下をカバーするものではなく、あくまで、より楽しい旅行を目指
すことからも、ハイエンドファッションとまでは行かなくともコーディネートやデザイン
の良さは必須であり、そういった意味からは「ファッション・カジュアル」の方向にある
と考えられる。よってカテゴリーとしては『健康・ウェルネス分野』であるが、ファッショ
ン寄りのポジションへの拡張が望ましいと考えられる。
チャネルについては、従来のスポーツ関連チャネルでは新しいカテゴリー用途のアイテ
ムの購入が殆どなされて無いということからも、百貨店もしくは量販店というチャネルで
の展開が望ましい。ただし、百貨店、量販店ともに現状はそれぞれのウエアは別売り場で
展開されているため、
現在のスポーツ品売り場内でアイテムを拡張する方法を見つけるか、
別の売り場（一般の服・靴の売り場）へ進出する策を検討することが別途必要であろう。
今回調査、検討したシニアの旅行用商品という市場はスポーツメーカーにとっても期待
のもてる市場ではあるものの市場自体もまだまだ未開拓な部分が多い。今後、この市場で
成長を遂げていくためには自らがイノベーター となって市場自体を創っていくという覚
悟が必要である。
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