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下，Jリーグ）の全試合を10年間ライブ配信で
きる放映権を2,100 億円で獲得した。それまで
Jリーグ中継を担ってきたスカパーJSATの約
5倍にのぼる高額な取り引きとなったことから，
多くの注目を集めた。さらにパフォーム社は，
スカパーJSATとの間で2次使用権にあたるサ
ブライセンス契約を結ばず，その放映権を独占。
JリーグをDAZN普及の原動力となる“キラー
コンテンツ”として位置づけた。Jリーグ系セッ
トのサービス終了を余儀なくされたスカパー
JSATには，全契約件数の3％にあたる約10万
の解約が生じた 1）。そして，DAZNの契約件
数自体もサービス開始から1年で100万を超え，
急激なペースでサービスを拡大している。

このDAZNを展開するパフォーム社の出現を
Jリーグの立場から捉え直してみると，Jリーグ
は放映権料収入が大幅に増加し，OTTプレー
ヤーとメディア戦略を進めることになった，とい

 はじめに

「Netflix」や「Amazonプライム・ビデオ」の
日本上陸によって，映画やドラマなどの動画配
信サービスが活況を呈する中，スポーツの試合
のライブ配信に特化したサービスも登場してい
る。先駆けとなったのは，2016年3月から始
まった，携帯電話会社のソフトバンクによる「ス
ポナビライブ」だ。その5か月後には，自前で
は通信回線を持たない，いわゆるOTT（Over-
the-Top）プレーヤーのPerform Group（以下，
パフォーム社）による「DAZN（ダ・ゾーン）」
のサービスも始まった。どちらのサービスも，
さまざまな種目のスポーツの試合を，テレビと
いうデバイスに縛られることなく，いつでもど
こでも楽しめることを売りにしている。

中でも存在感を示しているのが，DAZNだ。
パフォーム社は，日本プロサッカーリーグ（以

“通信”が変えるプロスポーツビジネス
～Jリーグのメディア戦略にみる新たな潮流～
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これまでプロスポーツのメディア戦略の中心にいたのは放送事業者であり，スポーツ団体などはテレビ中継など
を通じてビジネスを拡大してきた。しかし，日本のプロサッカーリーグ，Jリーグは2017年シーズンから，OTTプ
レーヤー，通信事業者とともにメディア戦略の展開を始めている。

本稿では，“通信”をパートナーにしたJリーグの新たなメディア戦略に注目。Jリーグ，OTTプレーヤー，通信事
業者のねらいや背景に迫ることで，その全貌を浮き彫りにし，Jリーグの事業がどのように変化する可能性があるの
かを明らかにした。そのうえで，“通信”とのメディア戦略が他のプロスポーツリーグなどに波及していくのか，放送
事業者への影響は出るのか，考察した。

Jリーグの新たなメディア戦略は，“通信”の資金力やビジネス戦略，技術力などを後ろ盾に，より魅力的な試合
映像を，より多くの視聴者に届けるとともに，スマートスタジアム事業を展開するなど，戦術を大きく変化させてき
ており，事業拡大の伸び代も大きい。“通信”とのメディア戦略を進めるプロスポーツリーグはほかにも現れ始めて
おり，今後，放送事業者への影響が懸念される。
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うことになる。そして，そのメディア戦略には，
日本最大の通信事業者，日本電信電話（以下，
NTTグループ）も深く関与している。

これまでプロスポーツのメディア戦略の中心
にいたのは，放送事業者である。プロスポー
ツリーグなどは放送事業者から放映権料収入
を得るとともに，テレビ中継によって，より多く
の人にそのスポーツの魅力を届け，観客動員数
の増加などビジネスの拡大につなげてきた。し
かし，Jリーグは2017年シーズンから，そうし
たメディア戦略をともに進めていくパートナーを

“放送”から，いわゆる“通信”へと切り替えたの
である。

本研究では，Jリーグの新たなメディア戦略
に注目し，そのスキームの整理を試みる。そし
て，Jリーグ，パフォーム社，NTTグループの3
者のねらいや背景に迫り，それぞれがどのよう
な戦略で新たなビジネスモデルを築こうとしてい
るのかをみていく。そのうえで，“通信”をパー
トナーにしたJリーグのメディア戦略が他のプロ
スポーツリーグなどに波及していくのか，放送
事業者への影響は出るのか，考察する。

第 1 章 “負のスパイラル”の
 阻止を目指すJリーグ

2017年シ ーズン か ら，
OTTプレーヤーと通信事
業者をパートナーにしてメ
ディア戦略を進めることに
なったJリーグ。その背景に
は，Jリーグが直面する課
題がある。ここでは，そう
したJリーグの現状を押さえ
たうえで，Jリーグの新たな

メディア戦略のスキームを明らかにする。

Jリーグの現状
Jリーグは1993年5月に，プロ野球に次ぐ

日本第2のプロスポーツリーグとして誕生した。
1999年に2部制，2014年には3部制となり，ク
ラブ数は拡大してきた。1部リーグのJ1リーグに
は18クラブが所属。 25年目を迎えた2017年
シーズンは2回戦総当たりのリーグ戦を，2月25
日から12月2日の主に土・日曜日に実施した。J1
リーグの年間総試合数は306試合にのぼった。

2014年からJリーグの代表者として陣頭指揮
に当たっているのは，村井満チェアマンであ
る。村井チェアマンは就任当初から，新たなメ
ディア戦略の方策を模索していた。観客動員
数が伸び悩む問題に直面していたからである。

J1リーグの１試合あたりの平均入場者数の推
移を表したのが，図12）である。日韓共催の
FIFAワールドカップの前年の2001年には，前
年から一気に5,000人以上増え1万6,000人台
に，2007年には1万9,000人台を超えた。しか
しその後，東日本大震災が発生した2011年に
大きく下落。翌年には持ち直したものの，1万
7,000人台にとどまった状態が続いている。

村井チェアマンが危惧したのは，観客が増え
ず収益力が低下することによって，各クラブ

図 1　J1リーグ 平均入場者数の推移

※日本プロサッカーリーグ「J.LEAGUE Data Site」をもとに作成（J リーグが 2 部制となった 1999 年以降）
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が選手層を強化できなくなり，Jリーグのブラン
ド力も低下していくということであった。そうし
た“負のスパイラル”に陥らないためにも，Jリー
グの魅力を多くの人に届ける必要性を感じてい
たのだ。

転機は2016年に訪れた。5年間にわたるス
カパーJSATとの放映権契約が終了するにあた
り，2017年シーズン以降の放映権交渉が行わ
れ，そこにDAZNのサービス開始を予定してい
たパフォーム社が現れたのである。

プロスポーツビジネスにおける収入には，「入
場料」「放映権料」「スポンサー料」「グッズ販売」
の4つの柱がある。そして，一般的なセオリー
として，観客動員数の増加が放映権料やスポ
ンサー料の増加につながると考えられている。J
リーグは，パフォーム社との10年間で2,100 億
円という契約締結によって，まず放映権料収入
を引き上げることができた。2017年度予算のJ
リーグの収入は265億900万円となり，前年度
の135億6,000万円から大幅に増加した 3）。そ
して，放映権料収入において最も貢献するこ
とになったパフォーム社を，「Jリーグオフィシャ
ルブロードキャスティングパートナー」として位
置づけたのである。

観客動員数を増やすためには，魅力的なプ
レーをする選手と強いクラブが欠か
せない。Jリーグは，増加した放映
権料収入を，各クラブの強化につな
げる原資として活用することを始め
た。2017年シーズンから，Jリーグ
からJ1リーグの全18クラブに支給
される均等配分金は3億5,000万円
になった。従来の1億8,000万円か
らほぼ倍増した形だ。さらに，優
勝賞金を増額するとともに，上位

クラブに支給される理念強化配分金も新設し
た。これは若手育成や強化，施設整備など使
途を明確にしている資金で，J1リーグ優勝クラ
ブの場合は，3年間にわたり，総額15 億5,000
万円が支払われることになった。

新メディア戦略のスキーム
では，2017年シーズンから始まったJリーグの

メディア戦略は，どのように変わったのか。そ
のスキームを整理したのが，図2である。

まず注目したいのは，2016年シーズンま
で10年間Jリーグ中継を担っていたスカパー
JSATの時とは異なり，役割が細分化されて
いることだ。視聴者向けのサービスとして，パ
フォーム社が DAZNを通じてJ1リーグからJ3
リーグまでの全試合をライブ配信することに
なったが，権利として保有しているのは放映権
のみである。試合映像を制作し，著作権を保
有するのはJリーグとなった。また，DAZNの
販路として，NTTドコモ（以下，ドコモ）が大
きな役割を果たしている。DAZNは，ユーザー
が携帯電話会社（キャリア）に縛られずに利用
できる，いわゆるキャリアフリーのサービスで
あり，インターネットを通じて誰でも加入するこ
とが可能だ。しかし，ドコモはパフォーム社と

図 2　Jリーグのメディア戦略
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提携し，ドコモユーザーであれば，月額1,750
円のDAZNを980円で視聴できる「DAZN for 
docomo」のサービスを展開しているのだ。

さらに，メディア戦略のターゲットとなる対
象も広がった。DAZNによる視聴者向けサー
ビスにとどまらず，スタジアムに来場する観客
に向けたサービスにまで及ぶようになったの
だ。これは2016年7月20日，放映権契約締
結の発表と同じ日に明らかにされた，Jリーグ，
パフォーム社，NTTグループの3者協業による

「スマートスタジアム事業」のことを指す。2017
年から10年かけて，J1リーグ所属クラブのホー
ムスタジアムに順次，Wi-Fi環境を整備し，映
像コンテンツなどを活用した新たな観戦スタ
イルの提供につなげていこうという取り組みだ

（第5章で詳述）。
スマートスタジアム事業における3者の役割

は，パフォーム社が Wi-Fi設置など事業を始め
るにあたってかかる初期費用を負担し，NTT
グループは技術やサービス面などで協力，J
リーグの各クラブが回線使用料やメンテナン
ス費用など設備維持にかかるランニングコスト
を受け持つという形になっている。つまり，パ
フォーム社は，放映権料とは別に，スマートス
タジアム事業への資金提供も行っているという
ことになる。

放映権料によって財務基盤が強化されたJ
リーグは，このメディア戦略のスキームに沿っ
てさらなる事業拡大を目指すことになった。

第 2 章 Jリーグ中継に参入したのは
 “スポーツ版 Netflix”

ここでは，新たにJリーグの放映権保有者と
なったパフォーム社に焦点を当てる。パフォー

ム社の実像に迫りながら，その巨額の資金源は
どうなっているのか，なぜJリーグに参入するこ
とになったのか，明らかにしていく。

パフォーム社とは
パフォーム社はイギリスに本社を構え，世界

25か国に拠点を持つグローバル企業である。
社員数は2,500人，フリーランサーを含めた従
業員数は7,000人にのぼる。このパフォーム社
がサービス展開するDAZNのコンテンツライン
ナップは，次のようになっている 4）。

・サッカー　・モータースポーツ
・バレーボール　・アメリカンフットボール
・WWE（プロレス）　・総合格闘技
・ラグビーユニオン　・ラグビーリーグ
・野球　・ハンドボール
・プール（ビリヤード）
・スヌーカー（ビリヤード）
・テニス　・ダーツ　・卓球　
・競馬　・ボクシング　・キックボクシング
・ゴルフ　・スカッシュ
・馬車競技　・馬場馬術　・馬術

サッカーやアメリカンフットボール，野球など
のメジャーなものからダーツ，馬術といった一
部のマニア向けとも思われるものまで，実に幅
広い。

そもそもパフォーム社は2007年に，「プレミ
アムTV社」と「インフォーム・グループ社」の2
社が合併したことで誕生した。前者はサッカー
チームのウェブサイト制作などを行っていたの
に対し，後者はもともとスポーツコンテンツのデ
ジタル権利を扱う事業を展開していた 5）。

設立当初，保有する権利を活用し，パフォー
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ム社の成長の足がかりとなったサービスが，
ブックメーカー向けにスポーツの試合をライブ
配信する「Watch&Bet」である。ブックメーカー
とは，ノーベル文学賞の時期になると毎年受
賞者予想を発表し，そこに村上春樹氏の名前
があることで話題になる，イギリスで合法的に
運営されている賭け業者のことだ。実は，イン
ターネット上では，こうしたブックメーカーによっ
て，さまざまなスポーツが賭けの対象になって
いるのだ。賭けの種類も豊富で，ただ単に試
合結果だけではない。例えばサッカーであれ
ば，「最初にゴールを決めるチーム」や「コー
ナーキックの総数」「最後にゴールを決める選
手」なども予想することができる。おまけに，
オッズ（配当倍率）は試合経過とともに刻 と々
変化し，参加者はライブ配信される試合を見
ながらリアルタイムで賭けをしていく。

ライブ配信では映像の遅延がつきものだが，
賭けがリアルタイムで行われる以上，ブックメー
カーにはより早く確実に届けなくてはならない。
Watch&Betはそうした事情に応えられるよう，
ブックメーカー側と参加者側に分けて，それぞ
れに映像配信できる技術を備えていた。

Jリーグ2017年シーズンの開幕節で，いきな
り配信トラブル 6）を起こしたパフォーム社だが，
その反面で確かな技術力に支えられてきた
企業だということが言えよう。

パフォーム社の資金源
これまでビジネスの主軸を企業などとの取り

引きであるBtoBに置いていたパフォーム社が，
新たに一般消費者向けのBtoCにも乗り出すこ
ととなった。そこで始まったのがDAZNである。

サービス開始にあたって，多額の資金援助を
行った人物がいる。オーナーのレン・ブラヴァト

ニック（Len Blavatnik）氏 7）だ。ブラヴァトニッ
ク氏は，世界の音楽業界で3大メジャーの1つ
であるワーナー・ミュージック・グループのオー
ナーであり，投資家である。ウクライナ生まれ
のユダヤ人で，ロシアの石油会社を売却するな
どして，資産総額は200 億ドルにのぼり，2017
年の世界長者番付 8）では40位にランクインして
いる人物だ。この60歳の大富豪が近年，目を
つけていると思われるのが，インターネットで
展開される新サービスで，DAZNのほかにも，
音楽ストリーミングサービス「Spotify（スポ
ティファイ）」などに投資している。

こうしてパフォーム社は2016年8月10日，
DAZNの最初の展開国として，ドイツ，オース
トリア，スイスにおいてサービスを始めた。

Jリーグ参入へ
ドイツなどから遅れること約2週間，2016年

8月23日には，日本でのDAZNのサービスも
始まった。展開国の一つとして日本を選んだの
は，経済的に発展し，インターネットを中心と
したネットワークも発達しているからだった。

サービス普及のためには，充実したキラーコ
ンテンツが欠かせない。日本で一番人気のプロ
スポーツといえば，プロ野球だ 9）。しかし，プ
ロ野球の放映権の交渉は球団ごとであり，パ・
リーグではすでに独自のライブ配信サービス

「パ・リーグTV」を展開している。こうなると，
まとまった量のコンテンツとして確保するのは難
しい10）。その点，Jリーグの放映権交渉は，リー
グ一括だ。J1リーグからJ3リーグまで合わせる
と，リーグ戦の試合数は1,000以上にもなる11）。 
また，近代サッカーの母国，イギリスを本拠地
とするパフォーム社にとって，サッカーとの結び
つきはもともと強かったうえ，Jリーグの試合を，
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ブックメーカーを通じて配信してきた実績も持
つ。パフォーム社がJリーグの放映権を取りに
行ったのは，自然な流れだったと言えよう。

一方，Jリーグにとっても放映権料収入とは
異なる部分で，パフォーム社との契約にはメ
リットがあった。スカパーJSAT時代はチャン
ネル数の都合で，地元のイベントなどと重なら
ず，より多くの観客動員数が見込める日時に試
合を開催できないことがあった。しかし，イン
ターネット配信ではチャンネル数の心配は必要
なくなり，思い通りに試合の開催日時を調整で
きるようになる。村井チェアマンは放映権契約
の際，ロンドンでブラヴァトニック氏本人に面
会し，Jリーグのこの契約にかける熱い思いを
直接伝えている。

2017年8月にはカナダへの進出も果たした
DAZN。今後も展開国を増やしていく予定だ。
スポーツ版 Netflixと称されるDAZN12）をパー
トナーに，Jリーグの新たなメディア戦略は進
められている。

第 3 章 より魅力的な試合映像を制作，
 SNSで有機的な活用へ

ここでは，2017年シーズンから試合映像の
制作者となり，著作権保有者ともなったJリー
グに注目する。試合映像の制作はどのように
進められDAZNで配信されているのか，ま
た，Jリーグが著作権を保有することで，ど
のようなメディア戦略が新たに展開されてい
るのか，みていく。

試合映像の制作
パフォーム社が支払う放映権料には，Jリー

グが制作を行うための費用が含まれている。

その額は年間50 億円とも言われている。とは
いえ，パフォーム社は試合映像の制作をJリー
グに任せきりにしているのではなく，ノウハウ
を提供するなど，2者で協力しながら進めてい
る。実際の制作にあたるのは，全国各地の制
作会社や民放ローカル局などであるが，こうし
た委託先についても，2者で選定している。

Jリーグの事業の観点に立てば，DAZNを視
聴している人々がスタジアムに足を運んでくれる
ようになることが理想である。いかに試合の臨
場感を余すことなく届けるか，目指しているの
は，ヨーロッパサッカーレベルの映像作りだ。
2017年シーズンのJ1リーグは，スカパーJSAT
時代に1試合あたり6台が基本だったカメラ台
数を，9台に増やした。また，J2リーグは6台，
J3リーグは4台という体制になった。さらに，
日曜日の注目試合では，スーパースローモー
ションカメラやゴールネットカメラなどの特殊カ
メラを導入した16台体制で制作を行った。

また，パフォーム社の側では，こうして作ら
れた試合映像をただ単にライブ配信するだけ
ではなかった。Jリーグの試合は同じ時間帯に
開催されるケースが多い。そこで，3試合を1
画面にまとめて視聴できる番組『Jリーグ・ゾー
ン』を制作したのだ。多数の試合が同時開催
されている場合は，取り上げる3試合を固定

DAZN の番組『Jリーグ・ゾーン』
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せず，チャンスシーンを迎えている試合などに
その都度切り替わっていくユニークなサービス
となった。

著作権保有で可能になったメディア戦略
Jリーグがパフォーム社との放映権契約の際

にこだわった条件の一つが，試合映像の著作
権をJリーグが保有することである。そこには，
Jリーグが観客動員数のほかに抱える，もう一
つの課題が関係している。

それは若年層のJリーグ離れである。Jリー
グの「スタジアム観戦 者調査」13）によると，
2004年に34.7歳だった観戦者の平均年齢は
年 上々昇しており，2016年には41.6歳となって
いる。こうした傾向を以前からつかんでいたJ
リーグは，若年層に関心を持ってもらおうと，
試合映像をインターネット動画として展開したい
と考えるようになっていた。

しかし，Jリーグには壁が立ちはだかってい
た。2016年シーズンまでは試合映像の著作権
はスカパーJSATにあり，一定のルール下では
ネット配信に利用可能なコンテンツはあったが，
すでに編集済みのものであり，量も圧倒的に少
なかったのだ。

試合映像の活用が難しい中でも，Jリーグは
インターネットを活用したメディア戦略を自前で
推し進めていく。2014年には，サッカーをテー
マにした漫画『キャプテン翼』に登場する現実
にはできないような技に，実際に選手たちが
挑戦する様子をハンディーカメラで撮影。それ
をYouTubeにアップした。すると，その動画
は，わずか1週間で400万回も再生されたうえ
に，同じ技に挑戦する子どもたちの動画も次々
とネット上に広がっていった。こうした実績も
あったからこそ，より臨場感のある試合映像を

自分たちの手で活用できる環境に変えたかっ
たのである。

著作権を得た2017年シーズンのJリーグは，
Twitter やFacebook，Instagramといった
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
を活用し，試合映像の動画展開に力を入れた。
また，2017年7月にはLINEのアカウントを新
たに開設した。

一番目立ったのがTwitterの活用である。試
合前日になると，対戦するそれぞれのクラブ
を紹介する30秒程度の動画が，試合終了後に
は，ゴールシーンやハイライト，選手のインタ
ビューといった動画が続 と々アップされていっ
た。これとは対照的に，Facebookでは，ゴー
ルシーンやハイライトなどの動画は見られたも
のの，その数は Twitterに比べ少なかった。

JリーグのTwitterアカウントのフォロワー数
は35万を超えている。他のSNSと比べて多い
だけでなく，若年層の利用も高いという。こ
うしたユーザーに試合映像の動画を見てもら
い，拡散してもらうことで，Jリーグに関心を
持つ人たちを増やしていくという戦略だ。一方，
Facebookは30 代以上のフォロワーが多く，動
画よりも写真などのほうが好まれる傾向がある
という。Jリーグでは， ユーザー分析などから
得られたデータを利用しながら，頻繁にアップ
する動画の種類や数を変えている。こうした
取り組みが若年層のJリーグへの関心を高め，
DAZN視聴者の獲得や観客動員数の増加につ
なげていけるか，注目される。

第 4 章 NTTグループが加速させる
 Jリーグのメディア戦略

新たにJリーグに参入した，もう一つの“通
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信”が，NTTグループである。NTTグループ
のJリーグのメディア戦略との関わりは，後述
するスマートスタジアム事業のほかにも，ドコ
モが DAZNの販路を担うなど幅広い。関係者
の言葉を借りれば，まさに“Jリーグ・プロジェ
クト”とも言える様相を呈している。ここではま
ず，そうしたNTTグループのJリーグ参入のね
らいを押さえる。そのうえで，ドコモとパフォー
ム社の提携が与えているJリーグのメディア戦
略へのインパクトについて考えていく。

NTTグループのビジネス戦略
現在，NTTグループは，中期経営戦略の

柱として「B2B2Xビジネス」の拡大を掲げてい
る。株主向けの情報誌には，かつて売上高の
7割を占めていた電話による収入が2割以下に
まで縮小する中，新たな収益源を開拓し，成
長してきたこと，そして今後，成長を見込める
事業がブロードバンドと情報システムを組み合

わせたビジネスだということが記されている。
そのうえで，事業推進のためには，従来のよう
にNTTグループ（B）が直接，消費者にサービ
スを提供するのではなく，他のサービス提供者

（B）と協業することで高付加価値のサービスを
創り出し，それを消費者など（X）に提供して
いく方針を打ち出している14）（図3）。つまり，
B2B2Xビジネスとは，NTTグループが他社の
事業の“黒子”となり支えることで，ともにビジ
ネス拡大を目指す戦略だと言えよう。
“Jリーグ・プロジェクト”も，こうした戦略の

一環として捉えることができる。スタジアムの
Wi-Fi整備やDAZN for docomoの展開だけで
なく，試合映像を伝送する際にIP化するサー
ビスを提供したり，Jリーグに社員を常駐させ
たりしながら，グループ全体でJリーグのメディ
ア戦略をサポートしている15）。

DAZN for docomoの展開
NTTグループの稼ぎ頭，ドコモ16）とパフォー

ム社との提携によるDAZN for docomoのサー
ビスは，Jリーグ2017年シーズン開幕を目前に
控えた2月15日から始まった。これに先立って
開かれたサービス発表会17）には，Jリーグの村
井チェアマンも駆けつけている。

ドコモの携帯電話の契約件数は，7,536万 18）。
KDDIとソフトバンクを抑えて，シェア46％を誇
る日本最大の携帯電話会社である。とはいえ，
すでに携帯電話は広く消費者に行き渡ってお
り，ドコモもビジネス構造の転換を迫られてい
る。そうした中で，DAZN for docomoなどの
映像コンテンツサービスは，新たな収益の柱と
目されている。

ドコモの事業内容は，「通信事業」と「スマー
トライフ領域」の2つに大きく分けられている。

図 3

※日本電信電話株式会社「株主通信 NTT is（2016 年 12 月号）」より
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前者は電話やパケット通信，携帯電話販売など
による収入からなり，後者はコンテンツや金融
決済サービス，携帯電話の補償サービスなどに
よる収入からなる。そして，今後のドコモの成
長の鍵を握るのは，スマートライフ領域である。

実際，スマートライフ領域は年々売り上げを
増加させており，2016年度の営業利益9,447
億円のうち1,119 億円を稼ぎ出すまでに成長し
ている。こうしたスマートライフ領域の利益の
25％を占めるようになってきているのが，映像
コンテンツを始めとしたサービス19）なのだ。魅
力ある映像コンテンツを揃えれば，流すデータ
量は増えることから，通信事業とのシナジー効
果をより一層期待できるサービスとしても位置
づけられる。

ドコモがDAZN for docomoのサービスを展
開していくうえで提示したのは，月額1,750円
のDAZNを980円にする割引価格だけではな
かった。ドコモにはすでに展開している，月額
500円で映画やドラマ，ニュースなどを楽しめ
るVOD（Video On Demand）サービス「dTV」
がある。契約件数は469万 20）にのぼり，日本最
大の定額制VODサービスだ。ドコモは，この
dTVとDAZN for docomoをセットにすれば，
月額1,280円になる割引価格も提示したのであ
る。dTVで映像コンテンツになれ親しんでいる
顧客の基盤を生かして，DAZN for docomo加
入者のさらなる拡大をねらったのである。

では，DAZN for docomoは，Jリーグに何
をもたらしたのか。Jリーグ幹部は「ドコモによ
る販路の展開を前提に，パフォーム社との放
映権契約締結に至った」としている。Jリーグ
にとって，スカパーJSATによるJリーグ系セッ
トのサービスが終了することになった場合，視
聴者向けサービスの顧客が一旦ゼロになること

を意味する。しかも，DAZNは日本市場にお
いては新参者であり，テレビで視聴する場合
の接続方法など，普及に向けたハードルは高
いと踏んでいたのだ。しかし，この提携によっ
て，DAZN for docomoのテレビCM21）が展開
され，全国に約2,400店舗を構えるドコモショッ
プにおいて対面販売もしてもらえるようになっ
た。そして，DAZN for docomoの契約件数は，
2017年9月末時点で，約75万にのぼっている。
JリーグはDAZN for docomoの展開によって，
メディア戦略の要となる視聴者の獲得をより
確実なものにすることができたのである。

さらに，ドコモを販路とした視聴者の獲得
は，今後もJリーグが期待できる形で進んでい
る。ドコモは2018年1月から新サービス「dTV
チャンネル」の開始を予定している。これは30
以上の専門チャンネルで配信される番組を月額
780円で楽しめるものだが，このサービス展開
においてもDAZN for docomoを含めたセット
割引を提示しているのだ 22）。ドコモが加速さ
せている映像コンテンツサービスの戦略によっ
て，Jリーグのメディア戦略までもが加速してい
く。そうした流れが生まれつつあるのだ。

第 5 章 スタジアムも
 メディア戦略の拠点に

ここでは，Jリーグ，パフォーム社，NTTグ
ループ3 者で始まったスマートスタジアム事業
について取り上げる。新たに展開を図り始めた
スタジアムの観客向けサービスにおいて，映像
コンテンツを活用したJリーグのメディア戦略は
どのように進められているのか，明らかにして
いく。
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スマートスタジアムの取り組み
Jリーグ2017年シーズンにおけるスマートスタ

ジアム化は，ベガルタ仙台の本拠地「ユアテッ
クスタジアム仙台」と鹿島アントラーズの本拠
地「県立カシマサッカースタジアム」の2か所で
実施された 23）。県立カシマサッカースタジアム
では収容人数の約4万人に対し，アクセスポイ
ントとなるWi-Fiを455 機設置し，「高密度Wi-
Fi」の環境が整備された。関係者によれば，
この規模の設備投資であれば，ゆうに億を超
える額になるという。これを負担したのは，パ
フォーム社である。

スマートスタジアムとは，インターネットに無
料，かつ快適につながるようにWi-Fiを整備
し，観客がさまざまな情報やサービスを受けら
れるスタジアムである。アメリカやヨーロッパで
は，すでに導入が進んでいる。中でも有名な
のが，IT企業の一大拠点，アメリカのシリコ
ンバレーにあるリーバイス・スタジアム（Levi’s 
Stadium）だ。スマートフォンの専用アプリを使
えば，リプレーなどの映像コンテンツが見られ
るだけでなく，座席で飲食が
注文できたり，トイレの混み
具合がわかったりする24）。ス
マートスタジアム化のねらい
は，スタジアムの楽しみ方を
広げ，利便性を高めることで，
リピーターや新規来場者を増
やすことである。

2017年シーズン，スマート
スタジアムでパフォーム社が
行ったのは，実際にそのスタ
ジアムで行われている試合に
限定したライブ配信である。
高密度Wi-Fiにアクセスする

と自動的に立ち上がる専用ポータルサイトやJ
リーグ公式アプリ「Club J.LEAGUE」25）を使
えば，DAZNの加入者でなくても，その試合
映像を楽しめる。できるだけ映像の遅延を防
ごうと，スタジアム内にはエッジサーバー 26）も
設置するという徹底ぶりだ。とはいえ，スマー
トフォンを使って試合映像を見る観客は少な
い。高密度Wi-Fiへのアクセスが多い時間帯
は，開門してから試合開始までと，ハーフタイ
ムだ。ライブ配信だけでなく，ハイライトや特
集を制作しているパフォーム社では，こうした
時間帯をねらって，オリジナル番組『Jリーグプ
レビューショー』の提供も行った。

こうしたパフォーム社による映像コンテンツ
の活用は，DAZNの加入者であれば目新しさ
を感じない内容だった。しかし，パフォーム社
にしてみれば，契約件数が100万を超えたとは
いえ，DAZN事業の収益化への道のりは依然
険しい。パフォーム社幹部も「DAZNの加入者
を増やすことが先決」としている。2017年シー
ズンのパフォーム社は，観客向けの全く新し

県立カシマサッカースタジアム
の座席下やコンコースに設置さ
れている Wi-Fi 機器
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いサービスというよりは，むしろDAZNのプロ
モーションのために，スマートスタジアムの環
境を活用したと言えるだろう。

より注目すべきスマートスタジアムの取り組み
は，クラブレベルで展開されたメディア戦略で
ある。とりわけ，本拠地で行われる試合の映
像制作を2010年シーズンから自社で行ってい
る鹿島アントラーズ（以下，鹿島）は，スマート
スタジアム化を受けて積極的にクラブ独自の映
像コンテンツを制作し，観客向けサービスとし
て配信した。

鹿島は専用ポータルサイトに，人気選手の
ゴールやアシストなどのシーンを集めた動画や
解説番組，ウォーミングアップ映像など，10以
上の映像コンテンツをラインナップした。そし
て，そのほとんどをSNSなどにはアップせず，
高密度Wi-Fiにアクセスした観客だけしか見る
ことができない，“限定”コンテンツにしたので
ある。

こうした映像コンテンツには試合映像がふん
だんに使われている。スカパーJSAT時代であ
れば当然，クラブレベルの映像コンテンツ制作
においても，申請手続きや料金が発生し，事
実上不可能だったことである。鹿島のようにク
ラブレベルで進めるスマートスタジアムのメディ
ア戦略においても試合映像が活用できるように
なったわけで，こうしたところでも，Jリーグが
著作権保有者になった意義を見出すことがで
きるのだ。

このほかにも鹿島は2017年シーズン，試
合に臨む選手たちの様子を360°動画に収めた
VR（仮想現実）コンテンツをイベント開催時
に配信した 27）。こうしたVRの取り組みについ
ては，Jリーグやパフォーム社からも，今後提
供する可能性がたびたび言及されており28），ス

マートスタジアム化によって，映像コンテンツを
活用した全く新しい観戦スタイルが生まれるこ
とになるかもしれない。

そしてデジタルマーケティングへ
スマートスタジアム事業は，観客動員数の増

加だけでなく，プロスポーツビジネスの柱とな
る他の収入増加に結びつく可能性を秘めた取
り組みでもある。

例えば，鹿島が提供した映像コンテンツの
一部は，2018年シーズンからはファンクラブの
入会者だけが見られるようになる予定だ。これ
がきっかけとなり，鹿島のファンクラブ入会者
が増えることになるかもしれない。また，やり
方を変えて，動画CMを流すスポンサー企業を
募って，誰でも見られるコンテンツにする，と
いうような展開も可能だろう。つまり，スマート
スタジアムで展開する映像コンテンツが，新た
な収入の入り口になろうとしているのだ。

さらにJリーグでは，「JリーグID」の整備を
完了させ，その活用へ向けた取り組みが進ん
でいる。JリーグIDは，スマートスタジアムで
Wi-Fiにアクセスする際のほか，インターネット
のチケット購入サイトや物販サイトの利用の際
に必要となるものだ。これによって，例えばス
タジアムのWi-Fiにアクセスした人が，どれくら
いJリーグのグッズを購入しているかなどのデー
タを取得することができる。現在は，データを
蓄積している段階ではあるが，ユーザーを増
やすことができれば，観戦などの行動履歴を
もとに，個人の趣味嗜好に合わせたデジタル
マーケティングも可能となる。

もちろん，スマートスタジアム化によって観
客動員数が増加すれば，それだけでグッズ販
売やスポンサーによる収入増加へと循環させ
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のまま流すことへの抵抗感もあったのだろう。
それが2017年シーズンからJリーグ制作の試合
映像となり，それを利用する料金も安く設定
されたことで，中継する民放ローカル局が増え
たのだ。

当然，JリーグのファンはDAZNに加入し，
Jリーグの全試合を見られるようにしたいという
人ばかりではない。自分の贔屓のクラブの試合
を時々見たいというようなライトなファンは多く
いるし，今はJリーグに全く興味がないという
人もたくさんいる。ファンの底辺拡大や観客動
員数の増加には，民放ローカル局など無料放
送によるJリーグ中継は欠かせない。また，こ
うした中継によってJリーグへの関心が高まり，
DAZNに加入する人が出てくるケースも考えら
れる。今のところJリーグは，いわゆる無料放
送の部分を切り離すことで，放送事業者とパ
フォーム社の役割を振り分けながら，メディア
戦略を展開しているわけである。

では，Jリーグと放送事業者との関係は今後
も続くのだろうか。2017年シーズン，J1リーグ
の１試合あたりの平均入場者数は1万8,883人
と，7年ぶりに1万8,000人を超えた 30）。しか
し，この程度のものでは，Jリーグの事業は拡
大していかない。また，Jリーグは設立時から，
地域社会と一体となったクラブ作りを目指して
きている 31）。こうしたことから考えると，Jリー
グは，民放ローカル局など放送事業者との関
係を断つというより，むしろその助けを今後も
借りながら，“通信”とのメディア戦略を進化さ
せていくことになるのではないだろうか。

他のプロスポーツリーグへの波及
“通信”とのメディア戦略に乗り出すプロス

ポーツリーグは，Jリーグだけにとどまらない。

ていくことができるわけだが，そこで終わら
せていない。Jリーグ幹部は新たなメディア戦
略によって「Jリーグの価値を最大化する」とし
ており，デジタルを活用することで，より精度
を上げた形で事業を拡大していくことをねらっ
ている。

第 6 章 放送事業者への影響

ここまでみてきたようにJリーグの新たなメ
ディア戦略は，より魅力的な試合映像をライブ
配信し，それをより多くの視聴者に届けていく
仕組みに変化している。試合映像は視聴者向
けにとどまらず，SNSやスマートスタジアムを通
じて若年層や観客に向けて有機的に活用でき
るようにもなった。そして，このメディア戦略を
支えているのは，パフォーム社の資金力であり，
NTTグループのビジネス戦略や技術力などで
ある。さらに言えば，Jリーグは，こうした“通
信”とのメディア戦略と並行して，デジタル技
術も取り入れることで，より確実に事業を拡大
していくことを目指している。

このように“通信”とのメディア戦略に軸足
を移したJリーグだが，パフォーム社が独占し
ているのは有料サービスの部分だけであり，
NHKや全国の民放ローカル局による中継も継
続している。しかも，2017年シーズンの民放
ローカル局によるJ1リーグの放送回数は，2016
年シーズンの44回から78回に増えている29）。

この増加には，Jリーグが試合映像を制作
し著作権を持ったこと，放映権料を格安に設
定したことなどが関係している。これまで民放
ローカル局が試合中継をしようと思った場合，
試合映像の制作は自ら行うのが基本だった。
そこには，スカパーJSATが制作した映像をそ
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しかも“無料”“有料”のサービスを問わずすべ
ての放映権を“通信”に渡したプロスポーツリー
グも現れた。北米のプロバスケットボールリー
グNBA（National Basketball Association）で
ある。そして，日本国内における独占的な放
映権を獲得したのは，2017年12月に“第4の
携帯電話会社”に名乗りを上げた「楽天」だ。
NBA2017 ～ 18年シーズン開幕直前の2017年
10月10日，楽天は動画配信サービス「Rakuten 
TV」などを通じて，試合をライブ配信していく
ことを発表した 32）。楽天は契約金額を明らかに
していないが，関係者の間では，これまでの10
倍近いのではないかと言われており，NBAの
放映権料収入が増えたことは間違いない。だ
からこそ，すべての放映権を渡したのである。

これによって，2016 ～ 17年シーズンまで
NBAを取り扱っていた放送事業者は，楽天と
の間でサブライセンス契約を結ばなければなら
なくなった。しかし，この契約は，あくまで2
次的な使用が認められるものであり，人気カー
ドの放送の制限など条件がつくケースも多い。
結局，2017 ～ 18年シーズンはWOWOWのみ
となり，NHK BS1とフジテレビ NEXTでの
放送はなくなった 33）。

しかも，この契約においても，楽天が NBA
にもたらしたものは，放映権料にとどまってい
ないのだ。楽天は，NBAのグッズを主力のネッ
ト通販事業「楽天市場」などで販売できる権
利を獲得している。また，この契約の1か月前
には，2016 ～ 17年シーズンのチャンピオンチー
ム「ゴールデンステート・ウォリアーズ」のスポ
ンサーになったことも発表している 34）。

放映権契約の交渉の場は，ビジネスである。
グローバルに事業を展開し，豊富な資金を持

つ事業者が有利に違いない。そして，その事
業規模や資金力は，放映権料を越えた部分で
も発揮される。パフォーム社はスタジアムの通
信インフラ整備を支援し，観客動員数の増加
などでもJリーグに貢献しようとしている。楽天
は自ら展開するネット通販サイトで，グッズ販売
でもNBAに貢献しようとしている。

一方で，これまでプロスポーツのメディア戦
略の中心にいた放送事業者は，確かに放映権
料の部分においてはスポーツ団体などに寄与
してきただろう。しかし，放送事業者によるテ
レビ中継によって，どれだけ入場料やグッズ販
売，スポンサー料など他の収入が増加し，そ
のスポーツ団体などのビジネスに対し貢献して
きたかははっきりしない。

人気の高いプロスポーツリーグほど，“通信”
との結びつきは強くなってきている。動画配信
サービスの隆盛が，プロスポーツビジネスの拡
大を促す一方で，放送事業者には受難の時代
が到来している。

（まゆずみ たけろう）
 

注：
 1） スカパーJSAT の 2016 年 12 月末時点の全契約

件数は，334 万 8,477 だった。それに対し 2017
年 1月末までの1か月間で，解約件数が 9 万 9,442
にのぼった。J リーグ系セットの自動解約を行っ
たことが主な原因とされる。

 2） 「J.LEAGUE Data Site」（https://data.j-league.
or.jp/）では，J リーグの各種データが閲覧可能。

 3） 収支については，J リーグのウェブサイトに詳しい
（https://www.jleague.jp/aboutj/management/
2017-syushi.html）。なお，2016 年度の収入につ
いては，予算ではなく，決算の数値を使用。

 4） DAZN のコンテンツは，サービス展開している国
や地域，時期などによって異なる。本稿のライン
ナップは，2018 年 1 月 5 日の時点で日本サービ



27FEBRUARY 2018

スの「スポーツ一覧」に表記されたものを使用
した。

 5） Perform Groupの大株主であるアメリカの投資会
社「Access Industries」のウェブサイト（https://
www.accessindustries.com/）に詳しい。

 6） 2017 年 2 月 26 日の J1とJ2 のそれぞれ 1 試合の
ライブ配信，および J2 全試合の見逃し配信が視
聴できない状態になった。後日，映像データの
変換などを行うプラットフォームに障害が起きて
いたことを明らかにした。

 7） Access Industries の設立者で現会長。
 8） アメリカの経済誌『フォーブス』が発表する資産

総額が 10 億ドル以上の人物をランクづけしたも
の。https://www.forbes.com/billionaires/

 9） 中央調査社による第 25 回「人気スポーツ」調査を
参 照。http://www.crs.or.jp/data/pdf/sports17.
pdf

 10） DAZN では，プロ野球 2017 年シーズン，横浜
DeNA ベイスターズと広島東洋カープのホーム
ゲームがライブ配信された。

 11） J リーグ 2016 年シーズンの J1 からJ3 までのリー
グ戦全試合数は 1,008 試合。2017 年シーズンは
1,040 試合だった。

 12） 一例として The Telegraph の記事がある。
http: //www.telegraph .co .uk/bus iness/ 
2016/08/20/blavatniks-perform-group-rebuffs-
tech-investors-to-build-netflix/

 13） J リーグでは毎年，大学などと協力して「スタジ
アム観戦者調査」を実施している。詳しくは
https://www.jleague.jp/aboutj/spectator-
survey/

 14） 日本電信電話株式会社「株主通信 NTT is（2016
年 12 月号）」P5
http://www.ntt.co.jp/ir/library/nttis/201612/
pdf/201612.pdf

 15） 2017 年 6 月 30 日に J リーグとの間で，NTTドコ
モはスポンサーにあたるトップパートナー契約を，
NTTグループはオフィシャルテクノロジーパート
ナー契約を締結したことを発表した。NTTグルー
プの契約によって，J リーグへの常駐の取り組み
が本格化した。

 16） NTT グループの 2016 年度の連結営業利益は
1 兆 5,398 億円。その約 6 割を占めているのが
NTT ドコモの営業利益。

 17） 2017 年 2 月 8 日
 18） 電気通信事業者協会による 2017 年 9 月末時点

の数字。http://www.tca.or.jp/database/2017/
 19） NTTドコモでは「コンテンツ・コマースサービス」

と分類しており，dTV，DAZN for docomo のほ
か，d ショッピングや dトラベルなどが含まれる。

 20） dTV はエイベックス・デジタルとの協業。契約
件数は 2017 年 3 月末時点の数字。http://www.
avex.co.jp/ir/index.html

 21） 「Jリーグがみられるんだぞーん」などのテレビ
CM を展開。

 22） ドコモユーザーは「dTV チャンネル」と dTV，
DAZN for docomo の 3 セットで，月額 1,760円に
なる。

 23） Wi-Fi 環境の整備などは 2016年，NTTグループ
によって等々力陸上競技場や NACK5 スタジアム
大宮でも行われている。

 24） リーバイス・スタジアムについては，NHK BS1『ス
ポーツイノベーション』（2015年 12月 19日）など
で取り上げられた。

 25） J リーグが電通と共同開発したアプリ。
 26） コンテンツのコピーを保持し，ユーザーの近くに

置くことで低遅延化が図れる。
 27） 2017 年 9 月 9 日，クラブスポンサーのメルカリの

協力のもと行われた「mercari day」で実施。
 28） 注 15 の発表記者会見での発言など。
 29） 注 2 に同じ。録画放送を含んだ数。なお，2017

年シーズンから1 試合をホームとアウェイの 2 つ
の民放ローカル局が放送するケースがみられるた
め，回数表記にした。

 30） 注 2 に同じ
 31） J リーグ規約の第 21 条〔J クラブのホームタウン

（本拠地）〕第 2 項にも記されている。
ht t p s : //www. j l e ag ue . j p/do c s /about j /
regulation/2017/02.pdf

 32） 週 9 試合を視聴できる「Rakuten NBA Special」
を月額 900 円で提供するほか，全試合視聴可能
な「NBA LEAGUE PASS」についても国内の楽
天会員に限定して提供されることとなった。

 33） WOWOW についても，開幕前までにサブライセ
ンスについて楽天と正式契約には至らず，サービ
スを先行させる形で放送を開始した。

 34） 2017 年 9 月12 日


