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いつまで続くか

スポーツ放送権市場の巨大化

メテ'イア経営部曽根俊郎
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1 スポーツと放送の発展を，互いに切り離せない車の両輪にたとえたのは，サマランチIOC前会長であっ

た。しかし， 2つの車輸をつなぐ車軸とも言うべきスポーツ放送権に，いま耳寄りが見えて来た。巨大化

しすぎたテレビスポーツ放送権市場が，スポーツと放送の健全な発展を脅かし始めているようである。

スポーツ放送権とは何か。ラジオ時代の施設使用料や損失補填料に始まったとされる，放送からス

ポーツへの金銭の支払Lミは，どのような経緯をたどってテレピ時代の放送権料へと姿を変えたのか。何

をきっかけに今日の巨大な市場になったのか。

衛星中継に代表される放送技術の進歩を機軸に， 1970年代を起点とするマーケティングビジネスがス

ポーツのグローノりレ化をうながし，放送形態の多様化は大衆の望むスポーツ放送を，国内外を関わない

人気イベントの過度な権利獲得競争へと駆り立てた。その連鎖が，わずかな期間に放送権市場を膨張さ

せ，そして，その繰り返しが20世紀の終わりに近づくにつれて加速したのが，今日に至るスポーツ放送

権の成長と肥大の歴史である。

日本のテレビ放送が開始して今年で5C年が経つ。放送の初期，週末の圏内スポーツを見るだけの小さ

な楽しみだったスポーツ放送は，現在では，各種メディアの経営の鍵を握るまでに成長した。一方で，

ボーダレス化を早めるスポーツ放送は，視聴者の国際理解に大きく貢献して生活に欠かせない番組と

なった。

本稿は，主としてオリンピックの夏季大会とワールドカップ・サッカーの放送権の変遷をたどり，高

騰を続けて止まない放送権料決定のプロセスと，その力学がど乙に在り，どのような環境で高騰を続け

て来たのか，放送者の視点で記録することに主限を置いた。
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 いつまで続くかスポーツ欣送権市上自の巨大化

1. 2002年・ターニングポイント

はじめに，この l年と少しの聞に起きた幾

つかの異変にふれて，序に代えたい。

2001年(平成13年)の春から02年夏にかけ

て，スポーツがテレビと重ねてきた長年の蜜

月に，深刻なひび割れが入ったのではないか

と思わせる事態が続けて起きた。

2001年5月，スイスに本社を置く世界最大

のスポーツマーケテイング会社 1S L 

(Intema世onalSports Culture & Leisure Mar-

keting A.G.)が倒産した。これを追いかける

ように.02年3月末，イギリスの地上デジタ

ルテレビ有料放送のITVデジタルが. 4月に

はドイツ初の衛星デジタル放送を始めた大手

メディア企業のキルヒ・メディアグループ

が，相次いで管財人の管理下に置かれた。

そしてイタリアでは. 8月31日開幕予定

だったプロサソカー，セリエAの02/03年の

シーズン入りが2週間延期になった。

むろん，代理庖とメディア企業の倒産を同

列に論ずることは適当ではないかも知れな

い。まして，毎年行われているプロスポーツ

のレギュラーシーズン閉幕延期は，一連の出

来事とは次元が違う。

だが，ごれらをつなぐ一つの共通項があ

る。テレビのスポーツ放送権である。

先進国を中心にテレビが急速に普及した過

去半世紀の間，放送権料が打ち出の小槌のよ

うに生み出す巨額の資金を回転軸に，膨張に

つぐ膨張を統けたスポーツイベントとビジネ

ス環境に，地殻変動の兆しが訪れたのではな

いか，と思わせる一連の変事であった。

ISLは，従来かかわってきたオリンピック

やワールドカップサッカー (W杯サッカー)
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のための，本来のマーケティング事業に加え

て，プロテニス選手協会ツアー (ATP)やア

メリカの自動車レース (CART)の放送権な

ど，あまりにも多方面へ事業を拡大したこと

が経営を圧迫した。 ATPツアーには.10年間

の放送権の支払pを保証していたと言われて

いる。高騰を続けるスポーツ放送権への過剰

な期待と見通しの誤りが，世界最大のマーケ

ティング会社を経営破たんに追い込んだ。

1970年代を起点に，メディアの発達と同時

進行したスポーツ大会の大型化を演出し，ス

ポーツの商品化とグローパル化を成功させて

“メダルなき勝利者"と自賛したマーケティ

ングの雄は，皮肉なことに，オリンピックが

大会縮小案の検討を開始したのとほぼ同時期

に，もんどりうって倒れた。

ISLの倒産が. 1年後に迫っていた2002年W

杯サソカー韓日大会の放送権販売とスポン

サ一決定など，大会マーケテイングを大混乱

させたことは，いまも記憶に鮮烈である。

負債額65億ユーロ(約7.500億円)と，ドイ

ツでは過去最大の破たんを記録したキルヒ・

メディアグループもまた，スポーツ放送への

過剰投資が主因であった。

キJレヒ・メテ'イアは.2811i!スイスフラン

(契約時レートで約2.80011i!円)もの臣賞を投

じて.ISLと共同で獲得した02/06年W杯サッ

カー 2大会の世界放送権だけでなく，ヨー

ロッパや南米の主だったサッカ一大会，ドイ

ツ囲内のブンデスリーガ，自動車レースのFl

など，ヨーロッパ向けのめぼしいスポーツ放

送権を軒並み買いあさり，グループ傘下の有

料衛星放送プルミエール (Premiere)の加入

契約促進の切り札となる“キラーコンテン

ツ"にしようとしたが，思惑が外れた。投資
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額が，契約者の新規加入による収入増をはる

かに上回った。

信じ難l'ことに.Flの契約合意年数は向こ

う100年間だったと言われている。回収の見

通しのつかない長期放送権を，資産の保有と

混同していたのではなL当地主と指摘されたの

は，このためである。

ISLとキルヒメディアはともに .W杯サッ

カーへの常軌を逸した放送権料の支払いが破

たんの原因ではないと説明したが，強弁の印

象をまぬがれ得な1'0

それだけではない。両社の倒産は放送の代

価というだけで，これほど巨額の投資を要求

するスポーツそのものの在り方への疑念を呼

び，アジアで初のW杯サッカーの大会イメー

ジを少なからず損ねた。その責任は企業破た

んに劣らず重い，と言うべきであろう。

イギリスで.BBCに次ぐ2番目の地上デジ

タルテレビであったITVデジタル倒産の主因

は，有料放送で、先行する衛星放送BSkyBと同

じ経営手法をとったことが，視聴者の不支持

につながったとされている。

しかし，この倒産は，メディア企業の破た

んが直ちにスポーツの存続に決定的な打撃を

与えたという意味で，別のインパクトを持っ

ていた。

ITVデジタルは，イギリス・サソカーの下

部リーグにあたるディビジョン lと2に対し

て，総額 l億8.000万ポンド(約326億円)の

放送権料を未払いのまま倒産した。 ITVデジ

タルは精算手続きに入る前に，未払い金の値

下げ交渉を行ったが拒否されて，それが倒産

の直接の引き金となった。 トyプリーグのプ

レミアリーグは.BSkyBが01年からの 3シー

ズンを11億1.000万ポンド(約1，776億円)で
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生中継権を手中にしている。

ハイライト権や視聴した分だけ料金を払う

ペイ・パー・ヒ守ュー (PPV)などの権利を合

わせると，プレミアリーグが得る放送権料の

総額は. 3年間で16億ポンド(約2.5601意円)

もの，まさに天文学的な数字である。

後発のITVデジタルは，下部リーグという
どじょう

“2匹目の小さな泥鰯"を狙って大金を投入

し，そして失敗したことになる。

ITVデジタルの破たんはリーグの所属クラ

ブを直撃した。 1ヶ月後. 1部リーグのブ

ラッドフォード・シティーが連鎖倒産した。

かつてプレミアリーグの人気チームだった同

クラブは，リーグが配分するITVデジタルの

放送権料を当てに，プレミア復帰を目指して

選手補強に多額の資金を投入していた。同じ

理由で. 1部リーグのハリファックス・タウ

ンも倒産，一時は l部. 2部. 3部合わせて

72チームある下部リーグの半数近くが倒産す

るという憶測まで流れた。

新興の有料デジタル放送が. 2匹目の小さ

な泥縮にさえ，これほどの巨額で放送権を合

意していたのも驚きだったが，たった一つの

メディア企業の倒産が，サッカーの母国イギ

リスで，たちまち，すそ野となるリーグ存続

の危機につながったことは，さらに大きな驚

きとして受けとめられた。破たん企業が保有

していた放送権が，スポーツそのものの危機

を招いたのである。

イタリア，セリエAの開幕延期もかつてな

い出来事だった。イタリアでは過去数年間，

有料衛星放送のテレピウ (Telepiu)とスト

リーム (Stream)の2社が中継権獲得を競っ

ていた。イタリアでは，イタリア放送協会

(RAI)などの無料地上放送は，ハイライト

3 
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権しか持つことができない。入場料収入の確

保を目的に作られた，無料放送が生中継をし

たのでは地元の観客が減るかも知れないとい

う予測に基づく，いわば古典的な仕組みであ

る。

セリエAの放送権は，リーグではなくクラ

ブがテレピ局と個別に交渉を行って決める。

日本のプロ野球と同じ方式である。そのた

め， ACミラン，ユベントス，インテル・ミラ

ノ，ローマなどの人気クラブは，主催ゲーム

の放送権を有料衛星放送2社のどちらかと合

意していた。しかし，かつて中田英寿が所属

したベルージャなど中堅以下の 8チームは，

8月31日の開幕日が近づいても交渉がまとま

らなかった。

クラブ側は lチーム当たり1，000万ユーロ

(約11億600万円)を要求したが，放送2社

の提示は470万ユーロ(約5億4，755万円)と

半額以下だった。乙のためセリエAは，交渉

妥結までの期聞を 2週間と予測して，リーグ

全体の開幕を 9月14日に遅らせたのである。

その後， 9月に入っても交渉は難航し， 8 

チームはシーズンボイコットを決意するが，

先に妥結した富裕なクラブがつなぎ資金を融

資するごとで，ボイコットは回避された。

テレビの放送権料が，クラブ経営の命運を

握っていた点では，セリエAもイギリス下部

リーグも同じである。だが，放送権受渉の不

調が，プロスポーツの世界最高峰の一つをス

トップさせた例は未だかつてない。

行われているスポーツを，放送局は放送権

という代価を支払って放送する。放送権の交

渉がまとまらなければ，放送がなくても試合

を行うのが通常の姿のはずである。それを，

放送がなLゆミら試合を行わないというので
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は，ものごとの順序が逆さまである。セリエ

Aの開幕延期は，テレビ放送権を巡ってス

ポーツの側に起きた前代未聞の異常事態だっ

た。

背景には，高年棒と移籍金ビジネスによる

スター選手の相次ぐ流失で，放送局側がリー

グに対して，放送権料の“割高感"をつのら

せていたことがあった。だが，それ以上に見

逃せないのが，メディア資本の買収工作とい

う今目的な要素が，交渉時のクラブ側に不利

に働いたという事実である。

交渉が難航していた頃，テレピウとスト

リームの 2社は，ルパート・マードック

(Rupert Murdoch)率いるニュース⑮社

(News Corp.)の下で合併への動きを早めて

いた。このため， 2社が競って高額提示を行

い，結果として，放送局側が放送権料をつり

上げる“biddingwar"が控えられた。乙の構

図は，スポーツ放送権料の高騰を招くメカニ

ズムの一つが崩れたことを物語っていた。

2001年春から02年夏まで，連鎖反応のよう

に続いた一連の出来事は，いずれも事情は異

なるが，スポーツ放送権と周辺のビジネス環

境が曲がり角に来たことを意味しているので

はないだろうか。後に，あの年がターニング

ポイントだった，と振り返って語る日が速か

らず来そうな予感がするのである。

このリポートは，そうした日のために，ス

ポーツ放送権の変遷と巨大化の過程を，放送

の立場から記録しておくものである。

スポーツと放送が，相互の発展に不可欠な

存在であることは今さら言うまでもない。

放送があって乙そ， 10万人収容の競技場

が，千万人以上，時には億単位の観客を持

つ。
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  そのための放送権料は，競技施設の充実や

選手強化資金に充てられ，スポーツのすそ野

を広げる貢献をして来た。そして，放送に

とってスポーツは，まさに歴史の初めから，

番組の花形であり事業拡大の基本戦略であり

続けて来た。

国際オリンピック委員会(I0C)のアント

ニオ・サマランチ前会長は， Iテレビはス

ポーツを必要としている。しかし，テレビ抜

きのスポーツは無きに等ししリ (1)と表現し

た。ビジネスとしてのスポーツとテレビの，

濃密な関係を語ってごれほど雄弁な言葉もな

かろう。

だが前述した一連の出来事は，スポーツが

テレビに依存をし過ぎ，テレビもまた，数少

なL可愛良イベントに“キラーコンテンツ"を

求めて狂奔した結果，噴き出た矛盾ではない

だろうか。そうであるとするならば，双方は

何らかの方法で，あまりに濃密な相互依存の

形を変えて行かざるを得ないのではないか。

蜜月に生じたひび割れとは，そうした意味を

込めている。

2.スポーツ放送権前史

2.1 実況放送の急展開

放送はスポーツに対して，生まれながらの

相性の良さを持っていたようである。

1920年，アメリカで世界初のラジオ放送が

始まった年凶，ベーブ・ルースがボストン・

(1) J uan Antonio Samaranch 
"Tele\~sion needs sports， however， sport without tele-
vision is nothing!l (1992年10fl，EBU総会で)
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レッドソックスからニューヨーク・ヤンキー

スに移籍した。ルースが量産するホームラン

で，大リーグ野球はホームラン狂時代と呼ば

れる，第 2次世界大戦前の黄金期の幕を開い

戸

~。
同じ年，第 1次世界大戦で中止されていた

オリンピックが復活， 8年ぶりに開催された

第7回アントワープ大会は，世界が待ち望ん

でいた平和とクーベルタン男爵が提唱した近

代オリンピックの原初の思想が結びつき，以

後の急速な発展に弾みをつけた。国際連盟が

発足，禁酒法がアメリカで施行され，黒人の

プロ野球ニグロ・リーグが設立された年でも

あった。

翌21年，早くもワールドシリーズのラジオ

実況放送が始まり，ナショナルパスタイム

(国民的娯楽)としての大リーグは，ラジオ

の隆盛と歩みをともにした。

日本の放送がスポーツ中継に進出したのも

早かった。 1925年(大正14) 3月に始まった

ラジオは， 2年後の27年(昭和 2) 8月13

日，第13回全国中等学校優勝野球大会(現在

の全国高等学校野球選手権大会)を大阪中央

放送局が甲子園球場から実況中継した。日本

放送協会関西支部の昭和 2年度事業報告書

に， I本邦ニ於ケル野球中継放送ハ之ヲ以テ

嶋矢トナス」とある。日本で初めてのスポー

ツ放送だった。

追いかけて東京中央放送局も 8月24日，神

宮外苑球場から野球の一校対三校定期戦を，

10月l日には水泳の汎太平洋水上競技大会を

(2) 1920'1' 11月2日，ウェステインクハウス社がラジオ

放送周KDI仇局をピッツパーグに開設，世界初の本

放送を開始(Il'.1JI00W)。大統制選の開票状況を述

報した。
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多摩川プールから， 15日には東京六大学野球

リーグ戦を神宮から実況して続いた。

すべての放送に事前検閲が行われた時代で

ある。しかし，台本のないスポーツ中品叫は事
しゃだん

前検閲ができな1'，そのため，電波遮断器を

たずさえた検閲官が放送席に座り，いつでも

中止命令を出せる態勢で放送内容を監督し

た。それでもラジオのスポーツ実況は，野球

と水泳に続いて，相撲，陸上競技，テニス，

ラグビー，ボート，ボクシング，サ yカー，

スキー，競馬と，またたく聞に放送の領域を

広げていった。

スポーツと放送の相性の良さには，同時

性，臨場感，疑似空間の共有による人身の一

体感，先の見えないドラマ性など，幾つもの

理由がある。リハーサルがいらず，試合が始

まれば選手のプレーまかせで， “費用対効

果"の良さは抜きん出ている。

そして何よりも放送の初期，ことに日本

は，言論や思想信条の自由が厳しく制限され

た時代だった。だからこそ，大衆はラジオの

スポーツ実況に健全な娯楽を求めた。

日本におけるスポーツ実況の急速な普及

は，スポーツがもともと備えているメッセー

ジ性と発信力の強さが，制約の強い社会の中

で，際立って大衆にアピールした結果という

ことが出来るだろう。

1928年，アメリカGE社の実験放送に始まっ

たテレビ同も，スポーツ中継を開始するまで

に多くの時聞を必要としなかった。公開実験

などを除けば， 1935年ベルリンのテンペル

ホーフ競技場で行われた陸上競技大会を，当

(3) 1928年5円11日， (米)GE自I 初のテレビ実験放送

開始。 9月初めてのテレビドラマrTheQueen's 

MessengerJを放送した。

6 

時のドイツ国営放送 (Reichssender) が実況

中継したのが，世界で初めてのテレビスポー

ツ中継と言われる。

ドイツ国営放送は，翌36年のベルリン・オ

リンピック也テレビ中継し，ベルリン市内だ

けでなくライプツイッヒ，ハンブルグなど，

有線で結ばれた8都市の特設展示場で，期間

中延べ16万人が同時進行する競技を見た凶。

大会期間中300億人を超える視聴者延べ人数

を記録する，今日のオリンピック放送の第一

歩である。
プロパ "ν グ

宣伝媒体としての放送の威力を強く意識し

たナチの手法は，後の時代，テレビ中継を軸

に急激な成長を遂げたスポーツマーケティン

グと同じ根を持っている。だが，ビジネスの

側が，それに気づくのは世界大戦が終わった

ずっと後のことになる。

イギリスでは， BBCが1937年にサッカーの

FAカソプを部分中継， 38年には間決勝リーグ

の完全生中継を行い，ウィンブルドン・テニ

スの中継も同時期に始まった。

アメリカでは39年8月25日，ニューヨーク

のWNBCがブルックリン・ドジャース対シン

シナチ・レッズ戦を初めてテレビ中継した。

しかし，欧米でほぼ同時期に始まったテレビ

のスポーツ中継も，第2次世界大戦の開戦と

同時に，各国でテレビ放送そのものが次々と

中止された。

日本では， 1940年に開催が予定されていた

東京オリンピック大会を目指して，ベルリン

大会を上回るテレビ中継を目標に実験が行わ

(4) Horst Seifart 

The Witnesses of the early Days of Olympic Televi. 

sion -Tele\~sion in由eOlympicG白羽e5，百leNew Era， 

IOC 1998 
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れていた。しかし，日中戦争の激化で， 38年

に大会の開催を返上した頃から，実験も厳し

く制限されるようになった。

後年，日本のテレビの父と言われ，当時，

技術開発の先頭にいた高柳健次郎は「ただひ

たすらオリンピックをめざし，テレビの本放

送をめざしてきただけに，私たちの胸中はた

だ無念の一言につきた」と記した。 (5)

オリンピソク開催ごとにテレビ技術の開発

が躍進した，大戦後のスポーツと放送の姿を

しのばせる言葉である。

日本のテレビスポーツ中継は， NHKがテレ

ビの本放送開始に先がけて， 1951年(昭和

26) 6月3日，東京，後楽園球場からプロ野

球の大映対近鉄，毎日対東急の 2試合を実験

放送したのが最初だった。 (6)

2，2 放送と金銭の支払い

さて，こうした放送の初期に，放送とス

ポーツの聞には，どのような金銭的関係が

あったのだろうか。結論を先に言えば，早い

時期から放送が金銭の支払いを要求されたの

は確かなのだが，今回の調査では，いつから

何の名目で幾ら支払われたかを記す具体的な

記録に，たどり着くことが出来なかった。

例えば1920年代の後半，シカゴのラジオ局

が野球中継のため年間数百(千?) ドルを支

払ったらしいという“話"を聞いたが，球団

または球場のどちらにどんな名目で支払われ

たのか，まだその“証拠"を見いだしていな

Lミ。

1932年のロサンゼルス オリンピックにつ

(5) 高柳[出次郎「テレビ事始JイJ盟問 1986年
(6) 椛本一央「日本スポーツ放送史」大修館 1992年
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いつまで枕くかスポーツ放送杭市場の巨大化

いても同様である。この大会は，日本放送協

会が世界でただ一つ，競技の様子をアナウン

サーが再現する「実感放送」を行い，日本の

放送史を飾る記念碑的な大会となった。

だが，なぜ「実感放送」だったのか。

NHKt届『放送五十年史』によれば， NBCと

米五輪委員会の聞で金銭問題がもつれ，競技

場内に放送設備を置けなかったとある。

そのため， NBCやBBCなど米欧のラジオ局

は競技実況を諦めたが，日本放送協会だけ

は，競技を見たアナウンサーが競技場近くの

ラジオ局に駆けつけて，見たことを思い出し

ながら疑似実況とも言うべき実感放送を行っ

た。

しかし， “もつれた金銭問題"が，オリン

ピyクという興行を伝える代価だったのか，

放送で失われる(と予想される)入場料収入

の償いだったのか，それとも，競技場内の施

設を使うための使用料だったのか，いずれも

明石官ではない。

イギリス放送史を詳述した rTheHiStOly of 
Broadcasting in the United KingdomJ川の第

2次世界大戦以前のスポーツ放送を述べた項

に， facility feesという言葉がしばしば使われ

ている。中継機器の費用と競技場内の施設使

用料の 2つの意味があると思われる。 BBC

は， 1938年にサッカーFAカップ決勝を初めて

テレヒe完全生中継を行ったが，ごの時， 5ギ

ニーを支払ったと言われている。 (8)これも，

今日で言う放送権料というより，施設使用料

(7) Asa 8riggs: rThe History of Broadcasting in the 
United KingdomJ， Oxford New York， Oxford Uni、ler.
sity Press 1995 

(8) 中村美子「スポーツ欣送附ビジネスj詰師事jUW云社

2001年
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いつまで統くかスポーツ放送術jlilHの巨大化

の意味合いが強かったのか也知れない。

ヨーロッパ放送連合 (EBU)で， 20年以上

スポーツ局長を務めた英国人のリチヤード・

パン(RichardBunn)によれば， facility fees 

とは，通常，放送機器を置く机，椅子，時に

は雨よけの傘など，ひとつひとつの費用を指

したという。

また上述の『英国放送史』は，大戦後のテ

レビ放送再開を述べた項で， BBCは戦後しば

らく安価でスポーツ放送を行うことが出来た

が， 1947年以降，テレビの視聴者数が次第に

増え，平行してボクシング中継が盛んになる

につれて，テレビ中継が興行収入の妨げにな

るとの不安が，ボクシングだけでなく，クリ

ケ y トやサソカーなど各種のスポーツ団体に

広がったと記している。

最初はごく安価な競技場の施設使用料でi済

んだのが，受信台数の伸びとともに，次第に
ほてん

入場料収入の損失補填の意味合いを強めたの

ではないかと思える。

これは，テレビ以前のラジオだけの時代も

同様で，大阪中央放送局の全国中等学校野球

大会の初中継 (1927年)の時も，甲子園球場

を所有する阪神電鉄が「炎天下に球場まで足

を運ぶ人が少なくなる」と反対した。

ラジオもテレビも共に，強力な宣伝媒体と

しての認識より，観客数を減らす脅威として

の認識のされ方のほうがよほど強かったので

ある。

では，スポーツ放送権の概念はどのように

して生まれたのかという問題だが，これにつ

いては， 1937年のオーストラリア連邦高等裁

判所の判決「ピクトリア・パーク対ジョー

ジ・テイラー」が，一つの手がかりを与えて

くれそうである。

s 

乙の判決は，メルボルンの競馬場ピクトリ

ア・パークが，一人の市民ジョージ・テイ

ラーを訴えた裁判(テイラー裁判)で，ラジ

オが競馬場の外からスポーツを伝える活動

と，それに関連する商業活動について判断し

たものである。 (9)

競馬場の後方，コースを見渡せる場所に自

宅を所有するテイラーは，ラジオ局2UWの実

況放送用に自宅を有料で貸し出し， 2UWは競

馬場に払うより安い料金で也放送を行って，広

告収入を得ていた。この行為が競馬場に所属

する財産の無断使用であるとして，ピクトリ

ア・パークがテイラーの自宅貸し出し停止命

令と損害賠償を求めて訴えた。

これに対し連邦高裁は，テイラーと2UWの

商業活動は不正行為に当たらないとした上

で，その理由を「競馬場の外から見えるイベ

ントは“光景"であり，光景は通常何人の財

産にも属さなLリと判断した。

このため，ビクトリア・パークは，コース

沿いに高い塀を巡らせて，テイラー宅から見

える“光景"に目隠しをし，ラジオ局がレー

スにアクセスすることに制限を加えること

で，財産である競馬レースが許可なく伝えら

れる行為からの保護をはかった。

乙の判例は，現在もオーストラリアで有効

性を失っていない。このため， 2000年のシド

ニー・オリンピックの時にも，物理的に実現

不可能なことではあるが，理論的には，非放

送権保有局によるマラソン中継がコース沿い

の立ち入り制限区域外から可能だ，と話題に

(9) Federal High Court of Australia tlVictoria Park vs G 
Taylor!l rBallpark Figures: The Rea1 Cost of Sports 
Broadcasting RightsJ Nick Mulcahy and Matt 
Rubinstein 
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なったことがある。

また，きわめて稀な例だが1980年代に， 7

ルタで行われたW杯サッカー欧州予選のマル

タ対東ドイツ戦で，放送権を持たない東ドイ

ツのラジオ局が，サッカ一場を見下ろすア

ノ{-トの持ち主に部屋代を払って中継したこ

とがある。ラジオ局に要求された放送権料が

高すぎるためだった。しかし，東ドイツのラ

ジオ局は何の省めも受けなかったと， EBUの

記録にあるという。 (10)

オーストラリア連邦高裁のテイラー裁判が

意味するところは，スポーツのプレーは法的

保認の対象にならない，ということである。

スポーツのプレーは，バレーや演劇jと同じよ

うに「ノ{7ォーマンス」という言葉で表現さ

れる。しかし， ¥功=に独創的な身体的表現で

あっても，バレーや演劇の実演者とその演技

が， i著作隣接権」として法律で保認される

のに対して，アスリートとそのプレーは，生

放送に限り，バレーダンサーに対して与えら

れるのと同じ法的な保護が与えられなL、
こうした法的な畷昧さを残したまま，ス

ポーツ団体が自らの財産を保護するために

は，何らかのアクセス権 (accessiblerigh匂)

を設定する必要があったと，オーストラリア

のテイラー裁判を紹介した rBallpark

FiguresJの2人の著者は分析しているのであ

る。イベント主催者や競技場の所有者が，録

音器や撮影機器を持った職業人の競技場への

アクセスを一定条件で制限し，プレーまたは

プレーヤーへアクセスする価値を高めて行っ

たことが，今日のスポーツ放送権の概念誕生

(10) EBU元スポーツ局長.Richard Bunn誠
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いつまで続くかスポーツ放送柿市喝の巨大化

のきっかけになった，という解釈である。

そう考えると，あまりに特殊な例とはいえ，

7ルタで行われた東ドイツのラジオ放送が，

「海賊放送」でありながら処罰の対象にならな

かったことが，うなずけないでもない。

放送権という呼称が定着する以前には，

1956年コルチナダンベッツォ冬季オリンピ y

クで，ホスト局のイタリア放送協会 (RAI)が

組織委員会に払った“迷惑料" (disturbance 

fee)という呼び方もあった。(，，)

事の始めが，損失補填であれ施設使用料で

あれ，いったん市民権を得たスポーツ放送権

は，第2次大戦後のテレビ放送復活と共に急

成長を遂げた。アメリカでは， 1946年大リー

グのテレビ中継が復活，ヤンキースのゲーム

にニューヨークのWNBCが7万5千ドルを支

払い，以後の 3大ネットワークの激烈な放送

権獲得競争の幕を開けた。 (12)

テレビ放送の開始が遅れた日本では， 1954 

年(昭和29)2月，プロレスの力道山・木村

組対シャープ兄弟の世界タッグ選手権を，日

本テレビ放送網 (NTV) とNHKが同時中継

し， NTVが17万円， NHKが25万円の放送権料

を支払った。!日}

テレビの本放送は，前年の1953年2月に

NHKが， 8月にNホfが開始していた。スポー

ツ中継は，プロ野球などですでに始まってい

たが，力道山の世界選手権以前に，放送権と

Lミう言葉が使われていたかどうか，明確では

(11 )曽恨俊郎「岐路に立つオリンピック放送~ホストプ

ロードキャスターのf~í川と歴史Jf放送研究と淵査J
200JiH 月

(12) I~IJI 孝雌「スポーツ放送描ビジネス取前線」花伝社

2001 '1'-
(13)大下英治『永ihlの力道[lJj徳間出房 1991年
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いつまで続くかスポーツl点送権市喝の巨大化

ない。 (14)

乙のため，イベントの主催者が放送の許可

を与えるという意味でのスポーツ放送権とい

う言葉は，日本では力道山が初めて使ったの

ではないかとする説がある。 (15)アメリカでの

プロレス修行，ショーとしてのスポーツを輸

入したこと，興行師としての鋭いビジネス感

覚など，力道山の人物像と，敗戦から独立を

取り戻して問もない時期，多くの場合は反感

も含めて，アメリカ一色に染まっていた時代

背景を重ねると，説得力がある。街頭テレビ

に映る力道山が，テレビ初期のブームに火を

付けたごとも合わせて，因縁の深さを思わず

にいられない。

当時は，野球と大相撲，限られた試合数の

ボクシングのほかは，ショー的要素の強いプ

ロレスしかプロスポーツと呼べるものが存在

しなかった。 NHKと民放は，新聞社が「我が

社もの」と呼んだ圏内のスポーツ大会に対し

て，協賛金や助成金という名目のわずかな支

出で放送が出来た時代である。

そして，戦後15年を経た1960年，国際オリ

ンピック委員会(lOC)はロー7大会で，オ

リンピックで初めての放送権を導入した。 2

年前の58年.IOCはオリンピック憲章

(Olympic Charter)に IBroadcasting

悶gh包」とL主う言葉を初めて明記した。

憲章第49条は「放送権は組織委員会がIOC

の承認のもとに売却し，その使途はIOCの指

(14)プロ町球テレビ放送 1953年8月29日，開局2日目

のNTVが，巨人対阪神戦(後楽回)を初中継した。

NTVI~同じ年 来日した大リーク・のニューヨーク

ジャイアン Yとの籾首干iI:合やポクシンク.のフライ級

世界選手権，白JI義男対テリー アレン峨，大相伐

秋I品所の巾継を行った。

(15)スポーツプロデューサー，杉山茂談

10 

示に従わなければならなLリと規定してい

た。

アメリカを除いて，世界の商業放送がまだ

揺鑑期にある時代だった。{時}

しかし，ローマ大会が聞かれた年は，ビデ

オテープが開発され，映像の再生や編集処理

の速度が格段に進み，テレビは機動性と宣伝

媒体としての能力を着#と身につけていた。

3.高勝のメカニズム

こと放送権に限れば，ここ数年，オリン

ピックはW杯サッカーに話題をさらわれた。

1996年のアトランク・オリンピックと相前後

して，世界の主要各国・地域の放送局や放送

迎合が.2008年夏季大会までの放送権につい

て長期に渡って合意して固定したこと，そし

て，同じ96年に02/06年のW杯サッカー 2大

会の放送権が.ISL/キルヒの手に落ちて暴

騰した乙とが，オリンピックの影を薄めた印

象を与えている。

しかし，オリンピック放送権が，過去40年

以上のスポーツビジネス成長の土台になって

来た構図に変化が生じたわけではない。

放送権ビジネスの歴史をたどれば，それま

で突出していたオリンピックとアメリカのプ

(16)日本とオーストラリアでは，テレビ政迭のスタート

Hキから公共放送と商業111.迭の並存体rlmをとった。

1953年のNHKと日本テレビにj泣き.55年ラジオ京

京テレビ(KRTー現在のTBS).56年に中部日本放

送，テレビ大阪などが開局した。オーストラリアで

は.56年メルボルン オリンピックの開催に合わせ

てI オーストラリ 71iX送協会(ABC)とチャンネル

セブン (CH7).ナイン (CH9)の3つのテレビが同時

に開周した。ヨーロソパでは55年IJII局のイギリス

汀Vのほかは I 尚ml点送局の出l局はJ!l!<• 活発にな

るのは1980年代に入ってからで品る。
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ロ・スポーツに対して， W杯、サッカーとヨー

ロyパの各種のサ y力一大会が，近年になっ

て肩を並べるまでに巨大化した，ということ

である。

そこで，スポーツビジネスが成長する上

で，重要なモメンタムとなった出来事を，年

代別に記すことにする。とれによって，オリ

ンピソクだけでなく，ほかのスポーツも含め

て，イベント規模の飛躍的な拡大や，放送権

料高騰のメカニズムが見えて来ると思う。

3.1 1966ローマ，原資分配の争い

参加国や選手数など，数字で見るオリン

ピックは，ごく僅かな例外を除いてすべて急

激な右肩上がりのグラフで示される。僅かな

例外とは1980年モスクワ大会だが，ボイコッ

トで揺れたこの大会ですら，放送権料は大l隔

に値上がりしている。

図 1のグラフは， 1998年にIOCが発表した

夏季大会の放送権料総額を，そのまま写し

取ったものである。あまりに漠然としていて

資料としての正確性を欠くが，あえて掲載し

た。 70年代半ばまで比較的緩やかだった上昇

いつまで続くかスポーツ欣送権市喝の巨大化

が， 80年代に入って急激に高騰する様子が一

目で分かる。

正確を期すために， 1960年ローマ大会から

2008年北京大会までの， 13回の夏季大会の放

送権料の米殴日比較を，図 2の表で示してお

く。 60-70年代と今日とでは， 1枚のグラフ

で示すことができない程，放送権料の高騰が

激しPo

1960年ローマ大会で初めて放送権を導入し

たIOCが， 6年後の1966年に，同じローマで

聞いた総会は，オリンピック放送権の歴史

上，画期的な総会となった。国際陸上競技連

盟 (IAAF) を初めとするオリンピック参加競

技の国際競技連盟が，放送権料の配分増を要

求したのである。これに対して，アマチュア

リズム信奉者のアベリー・ブランデージ

(Avery Brundage) IOC会長が，激怒して総

会を退席した。

こうした競技団体の放送権料の配分増の要

求，テレビ技術の画期的な進歩による「見る

スポーツ」の出現，それに，商業放送を主と

するアメリカにおけるプロスポーツの隆盛，

この3つの要素が，オリンピックの放送権料

図1 96年アトラン空大会までの放送権料総額の推移(単位:ドル)
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(資料 IOC， Television in the OIympic Games: The New Era) 
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いつまで統くかスポーツ放送権市場の巨大化

図2 夏季オリンピックの米欧日放送権料の推移
(11¥位=1万ドル)

アメリカ ヨーロッノf 日本

オリンピック
放送権料 保有者

上昇率%
放送権料 保有者

上昇率%
放送稿料 保有者

上昇率%

(前回比) (前回比) (前回比)

60ローマ 60 CBS 60 EBU 5 NHK 
64東京 100 NBC 66.7 38 EBU -36.7 50 NHK 9C日日
68メキシコ 850 ABC 750.0 100 EBU 163.2 60 NHK 20.0 
72ミュンヘン 1，350 ABC 58.0 170 EBU 70目。 105 NHK 75.0 
76モントリオール 2，5日日 ABC 85.2 455 EBU 167.7 130 JP 23.8 
80モスクワ 8，500 NBC 240.0 595 EBU 30.8 850 NET 553.9 
84ロサンゼルス 22，500 ABC 164.7 1，980 EBU 232.8 1，850 JP 117.7 
88ソウル 30，000 NBC 33.3 2，800 EBU 41.4 5，000 JP 170.3 
92パルセロナ 40，100 NBC 33.7 9，00日 EBU 221.4 6，250 JP 25.0 
96アトランタ 45，600 NBC 13.7 24，000 EBU 166.7 9，950 JC 59.2 
00シドニー 71，500 NBC 56.8 35，00日 EBU 45.8 13，5日。 JC 35.7 
04アテネ 79，300 NBC 10目9 39，400 EBU 12.6 15，500 JC 14.8 
08北京 89，400 NBC 12.7 44，300 EBU 12.4 18，000 JC 16.1 

(資料!OC)
NET=現・テレピ朝日、 JP=ジャパンプール、 JC=ジャパンコンソーシアム

を高騰させる要因を形成した。

まずテレビ技術の進歩では，ローマ大会か

ら64年東京大会を経て，オリンピックのテレ

ビ放送は，わずかな聞に様相を一変した。中

継技術の進歩がスポーツのテレビ的価値を飛

躍的に高めた(詳細は曽根俊郎「岐路に立つ

オリンピック放送~ホストブロードキャス

ターの役割と歴史Jr放送研究と調査J2001 

年 4月号参照)。また，衛星中継の成功とス

ローモーションビデオの開発が，それまで開

催地域に限定されがちだった参加感を，競技

者を含むあらゆる人々に，地球規模で広げて

行った。スロービデオは競技場での観戦では

得られないスポーツの見方を視聴者に与え

た。後に， “メディアスポーツ"と呼ばれる

ようになった，テレビ観戦向きの「見るス

ポーッ」の誕生である。

商業放送の先進国アメリカでは50-60年代

にかけて，大リーグ野球がニューヨークの 3

12 

球団(ヤンキース，ドジャース，ジャイアン

ツ) (17)の黄金期を迎えていた。

スター選手もヤンキースのジョー・ディマ

ジオ，ミッキー・マントル，ホワイティー・

フォードらの白人選手に対して，ドジャース

のジャッキー・ロビンソン，ロイ・キャンノT

ネラ，ドン・ニューカム，ジャイアンツの

ウィリー・メイス¥ウィリー・マツコピーら

アフリカ系アメリカ人が次々と台頭し，社会

的マイノリティーの共感を一気に呼び覚まし

た時代だった。

ちなみに，ニューヨークの 3球団は50年代

の10年間にペナント獲得14回(確率70%)， 

ワールドシリーズ制覇8回 (80%) と圧倒的

な強さを誇った。世界一の大市場ニューヨー

クの野球人気は沸騰して， 3大ネットワーク

(17)ドジャースとジャイアンツは1958'1'，ロサンゼルス
とサンフランンスコにそれそ・れフランチャイズを移
して， rニューヨーク帝国主義l時代Jが終わった。
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の放送権獲得競争は激化した。アメリカのテ

レビは，互いに激しく競うことで，有力スポ

ンサーが確保されれば高額放送権をいとわな

L当時代に入っていた。

テレビ技術の進歩とアメリカのプロスポー

ツの隆盛が，舞台をオリンピックに移して，

ほかの国々の放送権料も押し上げる環境を整

えていたのである。

かつてない紛糾をした66年IOCローマ総会

は，放送権収入の 3分の 2を開催地組織委員

会が，残り 3分の lをIOCとlF， NOC (圏内

オリンピ yク委員会)が分け合うことで決着

した。日AFは東京大会の前も，陸上競技の撤

退をちらつかせて入場料収入の 3%配分を要

求していた。しかし，迫り来る高騰を前に，

IOCとIF，NOCが放送権料の分け前を求めて

紛糾したのは，来るべき時代を予兆してい

た。入場料収入に代わり，テレビマネーは金

づるとしてスポーツ関係者に位置つけられ，

イベントを支える最大の“原資"となって，

以後の急速な高騰に正当性を与えたのであ

る。

自身が億万長者であったブランデージは，

潔癖に過ぎる商業主義排斥論者で，極端なア

マチュアリズム信奉者だった。

しかし， 72年札幌冬季大会で起きた「シュ

ランツ追放問題J(18)と共に，ブランデージ会

長が任期終盤に 2度も激怒した出来事は，時

代の変わり目を確実に映していた。西欧貴族

の“暇つぶし"を源流とし， “騎士道精神"

(18)スキー遺子が競技後.スキ を裏返しに立ててメー
カー名をテレビカメラに見せる仔為は，中L中日大会以
前すでに欧州では一般的だった。しかし，プラン
デージ会長は「叫Jく広告j引として， if'iI;~のスペシャ

リスト!カール シュラン 1(オーストリア)を名指
しで訓雑，アマ規定述反で参加資絡をはく詳した。
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が育てたとも言われるスポーツのアマチュア

リズムは，オリンピックの場でも金を生みだ

すビジネスへと変貌を始め，貴族的な指導者

に代わって経営者が求められていた。サマラ

ンチ登場の14年前であった。

3.2 1974口ーザンヌ，消えたアマ規定

オリンピック窓章は，オリンピ yクの目

的，組織，運営などを規定する， 1935年制定

の“オリンピック運動の憲法"である。 1974

年， IOCは窓章の中で「オリンピックをオリ

ンピックたらしめる」と誰もが考えていた項

目に大改定を加えた。

憲章から「アマチュア規定」を削除し，代

わりに「参加資格規定」と名前也内容も変え

たのである。プロであるかどうかの参加資格

は，事実上IFの判断に委ねられ，大会期間中

以外であれば選手が賞金や出演料を受け取る

行為を認めた。プロ選手のオリンピック参加

を容認したのである。

ア7規定削除は，スポーツの商品化を目的

とするスポーツマーケティングに道を聞き，

以後オリンピックを巨大化へと一気に走らせ

ることになった。

現在のオリンピック窓章では， I第 5章オ

リンピック競技大会」のIII.オリンピック競

技大会への参加」の中の「規則45.参加資格

規定」で，以下のように定めている。

11.オリンピッヲ競技大会への参加

45参加資格規定

オリンピッタ競技大会への参加資格を持つた

めには，競技者はオリンピ yク憲章及びIOCが

承認した関係IFの規則に従わなければならず，

13 



 

いつまで統くかスポーツ放送権市場の巨大化

また，自国のNOCによって参加登録されていな

ければならな1'0

オリンピック競技大会に参加する競技者は，

全て:

・フェアプレイと非暴力の精神を尊重し，競技

場ではその趣旨に添って行動しなければなら

ない。

. IOC， IF. NOCのルーJレで禁止されている薬

物の使用や行為を行わないよう自制しなけれ

ばならない。

-あらゆる点でオリンピック ムープメント，

アンチドーピング規定を守り，これに従って

行動しなくてはならない。

規則45付属細則

1.各Eは，オリンピック慾章に従ってその競

技の参加資格基準を定める。その基準は，

IOC理事会に提出して承認を求めなければ

ならない。

2.参加資格基準の適用は， lF，その傘下の図

内述盟及V'"NOCにそれぞれの責任範囲にお

いて一任されるものとする。

3. IOC理事会が許可した場合以外は，オリン

ピック競技大会に参加する競技者は，オリ

ンヒ。ック競技大会の期間中，その身体，名

前，写真もしくは競技の成果が宣伝の目的

で使用されることを許しではならない。

4.競技者のオリンピック競技大会への出場も

しくは参加は，金銭的報酬を条件とするも

のであってはならな1'0

りOC縮:Iオリンピック滋iit，IOC倫理規定J2001年版)

プロの参加が当たり前になった今日の憲章

を例にしたのは， IOCがIFとNOCに責任を預

14 

けている点と，金銭目的の出場と大会期間中

の宣伝活動を禁止していることの 2点で， 74 

年の改定当時と基本的な速いがないためであ

る。{叩}

改定の直接の発端は，ブランデージ会長最

後の年， 72年札幌冬季大会で起きた「シュラ

ンツ追放問題」だったが，ほかにも，社会主

義圏のステートアマや日本の企業アマのよう

に，競技で生計を立てる事実上のプロ選手の

実態を無視できなくなった乙とにもあった。

精神論に多くを依拠するアマチュアリズム

が，現実との関で生じていた矛盾に対して，

IOCがしぶしぶ道を譲った苦渋の末の現状追

認であった。

(19) rアマ規定削除j以後，各競技のプロ化容認の主な経

総:

74:競技団体のスポンサー契約解禁， r冠大会J次々と

開flIi。
80・サマランチIOC会長就任， r~ 功、なる選手も参加

する世界最高の大会に」とプロ参加の「オープン

化」路線をしく。

82 :巨l際l塗辿が賞金，出場料，広告出演を容認。選手

個人にもスポンサーがつき，カール・ルイスにナ

イキが2億円を「奨学金Jとして提供した。

83 :園内五輪委辿合(ANOC)が「アマ規定はNOCで決

定Jを決議。

84:サラエポ冬季五輪アイスホッケーにプロ参加。ロ

ス五輪のサッカーに18歳以下のプロ参加。

88 :ソウル五輪にサッカ-テニス，馬術のプロ参

加。サソカーの年令制限は以後也段椅的に拡大し

ながら統く。

90: IOC東京総会で「報酬禁止規定」を目l此色。 FとN口Cが
資柿を認めれば!プロ参加が全而可能になった。

92 :バルセロナ五輪，パスケットのNBAドリーム

チームのほか，卓球1 レスリングにもプロ参加。

「プロ効果」最高潮に。

94・リレハンメル冬季五輪にフィギュアスケートのプ

ロ参加。

96 :アトランタ五輪，バレーボール，自転車。日本の

競輪選手も。

98・長野冬季五輪，アイスホ yケーにN日ρ トッププロ

が出身国に別れ，被数のドリームチームで参加。

00 シドニー五輪，野球のプロ参加。米はマイナー中

心。日本はプロアマ混成 1 純国は全員プロでペナ

ントを中断して参加。
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しかし.70年代に入って本格化するスポー

ツビジネスにとっては，まさに明日を拓く象

徴的な大改革であった。

テレビ技術の開発で生まれた「見るスポー

ツJの成長は，憲章のアマ規定削除で制度的

な保証を与えられたのである。

アマチュアの呪縛を解かれたオリンピック

は，以後，競技団体によって速度の差はある

が，次今とトッププロの参加を促した。

84年ロサンゼルスから96年アトランタまで

の4大会を“走る億万長者"として君臨した

カール・ルイスは，少し前なら存在そのもの

が否定されていた。 88年ソウル大会ではテニ

スのシュテフィ・グラフが「金メダルとグラ

ンドスラムを引き換えにしても」と言って参

加，その年の“五冠"を手にした。

92年のバルセロナ，アメリカのバスケット

NBAドリームチームは，選手の年棒総額が

100億円を超えると言われた。オリンピック

競技のプロ参加で今日まだ実現していないの

いつまで統くかスポーツ放送機市場の巨大化

は，目lましいところで，サッカーのトッププ

ロの人数制限なしの全面参加，野球の大リー

グと日本のプロ野球のオールスター・チーム

編成，それにプロボクシングくらいであろう

か。プロレス経験者ですら，すでにオリン

ピックに参加しているのである。

サマランチ会長が言う「ベストがスタン

ダード」の思想は大会ごとに定着し，競技レ

ベルの高度化とメテFィアバリューは軌をーに

して急速に上昇した。

そう思って図2の表を見返すと.80年代か

ら90年代を通じて，放送権が驚くばかりの金

額になったことも，それなりの理屈が通って

いるように思える。

放送は，最高の競技者が集まる大会を手に

入れ，アマチュアの消新さを失うのと引き換

えに，格段の面白さを子にした。

ローマ大会以後，オリンピックを生中継や

ビデオ再生など，何らかの形でテレビ放送し

た国の数の推移を図 3に示しておく。放送権

250 

図3 夏季オリンピッヲテレビ放送国数の推移
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いつまで続くかスポーツ放送拙市場の巨大化

料高騰と比較して参照していただきたい。

1974年は，国際サッカ一連盟 (FIFA)会長

にブラジルのジョアン・アベランジュ(JOao

Havelange)が就任した年である。ヨーロッノT

以外から選出された初のFIFA会長だった。ア

ベランジュは24年間の会長在任中に，ヨー

ロッパと南米を行き来する“世界ーのローカ

ル大会"のW杯サッカーを，オリンピックと

肩を並べるまでに成長させた。

キーワードは i2つのW杯は必要ない」

だった。オリンピック・サッカーのプロ化を

急ぐサマランチIOC会長に対して，頑強に抵

抗を続けたアベランジュFIFA会長の言葉であ

る。初めからトッププロの大会であるW杯

サッカーにとって，ほかの車車:t;zはともかく，

オリンピックのサッカーの全面プロ化は間意

できることではなかった。プロ化の視点で見

ると， 1974年は 2重に興味深い。

3.3 1978 7'エノスアイレス，広告看板の導入

テレビカメラに映る競技場内の風景に付加

価値を付けて，イベント価値を一変させた象

徴的な例が， 1978年W杯サッカーのアルゼン

チン大会である。 FIFAはこの大会で初めて，

競技場内に広告看板を設置した。

78年は，この後20年間 6大会のW杯サッ

カー放送権を， ITC (Intemational Television 

Consor世田n)が獲得した年である。

ITCは， EBUと中南米放送迎合 (OTI)を

中核とする 6つの地域放送迎合酬が， W杯の

放送権のために結成した組織である。

「公共放送連合」と日本語訳されることが

多いが，厳密には正しくない。結成当時，

EBUやABU(アジア太平洋放送迎合)に国営

や公共放送が多かったのは事実だが，ブラジ

L6 

ルのグローボ (TVGlobo)やメキシコのテレ

ビサ (Televisa)など，中南米の有力放送局

は商業放送で， i公共放送を中心にした連合

体」という言い方がより正確である。

広告看板のアイディアを実現させたのは，

世界で最初のスポーツマーケテイング会社，

イギリスのウエストナリ一社だが，創始者の

l人ピーター・ウエスト (PeterWest)は，

BBCの著名なコメンテーターだった。 ITCの

中核であるEBUに，イギリスのITVを除いて

目立った商業局がなく，本格的な広告放送を

行っていないことを，ウエストナリ一社は逆

に利用したのだった。

カメラサイドと反対側のタッチライン沿い

に置いた看板は，試合の間，否応なく映り続

け，その広告効果は計り知れない価値をもた

らした。テレビに映る風景が一大商業価値を

生み，イベントのメディア価値を一変させた

のである。

FIFAは，続く82年スペイン大会までに， W

杯，ヨーロッパ選手権，チャンピオンクラブ

ズ・カップ，カップ・ウィナーズ・カップの

4大会を「インターサッカー 4Jの名称で

パ yケージにし， 4年間を 1サイク)¥..とする

(20) lTCの加盟放送迎合

. EBU-European Broadcasting Union (ヨーロ :;J{政送
辿合)

. OTl-Organizacion de 1a Television Iberoamericana( rll 
附米放送辿合)

. ABU-Asia Pacific Broadcasting Union (アジア太平洋

放送辿告)

， OW下Organizationoflntemational Radio & Tele羽510n
(京欧放送機榊ド

註 ソ述邦11¥域と共に消滅.EBUに吸収された

， ASBU-Arab S旬陸sBroadcasting Union (アラブ諸国放

送迎合)

URTNA-Union de la Radio Television National 
d'A而que(アフリカ放送辿告).

注目Iアフリカ共和国を除く
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商品化を実現した。アイデイアは，やはりウ

エストナリ一社が出した。スポンサーを 1業

種 l社に限った新たな方法で，後にオリン

ピックが iTOPJとして採用するスポンサー

システムのひな形になった。

スペイン大会の8社のスポンサーのうち，

日本企業はキャノン， ]VC，富士フィルム，

セイコーの 4社だった。経済成長のさなか，

国際的な知名度を上げるのに必死だった日本

企業の思いが凝縮しているようである。

当時，ウエストナリ一社の日本側ノfート

ナーだったジャック坂崎は，著書『フェアプ

レイ』の中で，スポンサー料は l社30億円

だったが， 1試合でテレビに映る看板の露出

時間は平均16-20分， ITCを通じて全世界に

映像が流れることを思えば， 100億円でも宣

伝価値があった，と述べている。 (21)

ちなみに， ITCが支払った放送権料総額

は，日本円にして78年が31億5千万円， 82年

が53億6千万円だった。 ITC傘下のNHKはそ

れぞれの大会を， 1億6，582万円と 2億9，362

万円の分担金で，日本国内の独占権を得た。

スペイン大会は，全試合の入場者総数185

万人に対して，テレビ放送回数130ヶ国，視

聴者延べ人数は99j草人に達していた。

ウエストナリ一社と坂崎は，翌年の第 l回

世界陸上選手権(ヘルシンキ， 1983)で，全

選手のゼッケンに日本のカセットテープメー

カー， TDKの名前を入れ，再び世界をあっと

言わせた。もはや，動かない看板ど乙ろでは

なかった。胸と背中，どの角度からもカメラ

に映るTDKの3文字は，躍動する選手を広告

(21)ジャ yクK'JJ引ZYrフェアプレイ~ワールドカップ
を先った日系人j日経BP社 1998年

NHK放送文化研究所年恨47

いつまで続くかスポーツ放送権市喝の巨大化

塔にして世界にアピールした。

TDKが支払ったゼッケン広告の費用は6億

円だった。しかし， 10倍以上の宣伝効果をも

たらし，外国の新聞に「世界陸上 rTDKjが

金メダル!Jという見出しが躍ったと，坂崎

は回顧している。

宣伝効果について，近年，順天堂大学のス

ポーツ7 ーケティング研究室が興味深い調査

を行っている。 1999年，同大学は正月恒例の

第75回東京箱根問往復大学駅伝で， 10年ぶり

9度目の総合優勝を果たした。調査は， 2日

間のレースでメディアが伝える校名を広告料

に置き換えてみようとするものだった。

NTVの全コース中継のほか， N回〈を含めた

在京テレビ各局のニュースに映るユニフォー

ムの露出時聞を，時間ごとのスポット広告料

で試算し，新聞は同チームを書いた記事の量

を 1段あたりの広告料に換算した。

その結果，テレビ，ラジオ，新聞の広告料

にして，総額5億5，700万円もの宣伝費に相当

するという数字をはじき出した。

好むと好まざるとにかかわらず，スポーツ

そのものが，最も効果的で最大の広告メディ

アとして定着しているのである。

78年W杯サッカーを起点に，スポーツの商

品化は本格的に始動した。連動してテレビ放

送権も，一つの例外を除いて，軒並み急激な

値上がりを始めた。例外とは，ほかならぬW

杯サソカーであり，公共的性格の強いITCの

放送権は， 20世紀の終わりまで緩やかな上昇

線のまま続いた。奇跡であった。

17 



 

 

いつまで杭〈かスポーツ欣送権市場の巨大化

図4.1 1999年箱根駅伝における順天堂大学の広告価値(テレビ)

アレピ局名 欣送日 開始IIC，/l11 帯組名 ネ， 1局数 放送時!日l 企自目 周別総j点送時間

NHK Ifl4日 5・00- おはようにっぽん 全国 l分29秒 30.000，000 2分58砂
今 6・00- " 全国 l分29砂 30，000，000 

日本テレビ l月2日 部75回}lr爪箱但間住m大学駅伝往路 28 35分12砂 45，000，000 211キIUl49う'128秒
1月3日 第75回1l0n柏根r.ijIJJ~大学駅伝 m路 28 62分21砂 90，000，000 

" 23: 45- スポーツうるぐす 1分55砂 2，000，000 
Ifl4日 5: 00- あさ天 l 7分52秒 1，500，000 

" 6: 00 ジノマングあさ6 I 6分55秒 3，200，000 

" 7∞~ スームイン!!t:I/J!! 28 14分10秒 30，000，000 

" 23 : 45- スポー/I¥'仏X 29 7分38秒 18.000，000 
l月5日 7: 00- ズームイン!!'同!! 28 l分03砂 5，000，000 

" 23 c 45- スポーツMAX 29 11分58砂 15，000，000 
IfllO日 8・00- サンデー+30 29 9分19砂 10，000，000 

" 16∞一 もうひとつの柿栂駅伝 l 11分05秒 2，500.000 
M!京放送 1月3日 23 : 15 スポーツ&ニュース 1 30秒 1，350，000 2分34秒

1月4日 4: 45- おi主ょうクジラ 28 1分03秒 15，000，00。
1月5日 4: 45- おはようクジラ 28 55秒 15，000，000 
l月!o日 10 : 00- 昨裂スポ ツパワー 6干』 300，000 

フジァレピ l月3日 18・00- 特別番組 26 45干'!I 16~00.000 2分50秒
17 : 55- ス-/<ーニュース 28 1分10秒 18，000，000 

1円4日 5: 55 めざましテレビ 27 55干'P 13，000，000 
ァレピ朝日 l月3日 17 : 30- ANNニュース 24 51秒 15，000，0日日 37121干b

1114日 5: 50- やじうまワイド 48年企 8，000，000 

" 17・00- ス-}¥-JチャンネJo 24 46('Y 15，000，000 
22 : 00 ニュースステ ション 24 56砂 30，000，000 

テレビ~ntt 1月3日 23 : 00- スポーツ下DDAY 6 2う'107秒 3，200，000 2分07秒

世2，550，000日H棚 03分18砂

{資料順天堂大学 スポーツマーケティング研究室)

図4.2 1999年箱根駅伝における順天堂大学の広告価値(新聞)

新聞名 而柿(cm') 円/cm2 金額 l 段(cm) 円/1段
日刊スポーツ 2，503 6，508 16，291，800 40 900，000 
スポーツ報知 3，2日5 1，882 6，031，000 39 280，000 
サンケイスポーツ 1，754 3，591 6，298，500 39 490，000 
スポーツエソポン 1，452 3，756 5，453，600 38 503，100 
*京中日スポーツ 1，400 1，571 2，200，000 40 220，000 
デイリースポーツ 1，399 1，942 2，717，500 38 261，000 
読売新聞 1，710 27，216 46，532，800 39 3，714，000 
明日新聞 648 20，541 13，300，300 39 2，803，000 
毎日新聞 613 14，994 9，189，000 39 2，047，000 
J]s経新聞 862 7，474 6，440，300 39 1，020，0日O
日本経済新聞 544 10，729 5，831，600 39 1，463，000 
~!京新聞 847 3，552 3，008，900 39 485，口00
千葉日報 470 1，127 530，100 39 154，000 
産経新聞(千誕) 526 1，125 592，2日日 39 150，000 

新聞合目| 17，933 124，417，600 

(資料順天堂大学 スポーツマーケティング研究室)
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3.4 1980モスクワ，独占とボイコット

ほかのイベントが，看板やゼッケンのテレ

ビ露出効果で商品価値を高めていく中，ひと

り孤高を保つかのようにクリーンベニュー

(広告を許さない競技場とその周辺)を守る

オリンピックは，プロ化と商業化を急ぐ実態

とはうらはらに，あたかも神々が集う神殿を

装うかのごとく，爽雑物のまったく無い競技

場を維持して，逆に商品価値を高めた。

68年メキシコ大会から， 72年ミュンへン，

76年モントリオール， 80年モスクワまでの 4

大会は，開催都市のイニシャルにちなんで

「危機の4MJと呼ばれる。人種偏見と差

別，宗教に根ざす国家聞の対立，東西冷戦に

よる危機のほか，生まれたばかりのマーケ

ティングが未成熟で，財政難に見舞われ続け

た乙とが原因した。

そうした中で放送に関しては，モントリ

オールとモスクワの両大会で， EBUと日本に

対照的な動きが見られた。

石油危機後の1976年に開催されたモントリ

オール大会は，大l幅赤字を出した最後のオリ

ンピック夏季大会として知られる。

92年バルセロナ大会までは，放送権交渉は

IOCではなく，開催地の組織委員会が仕切っ

ていた。 66年IOCローマ総会の決定で，放送

権収入の 3分の 2の取り分を認められていた

モントリオール組織委は，財政難救済を理由

に放送に対して大幅値上げを求めた。これ

は，放送権料の位置づけが，大会開催の原資

へと変化したことを裏付けるものだった。

アメリカは， ABCが2，500万ドルで妥結し

た。組織委の言い値に近い金額だったと言わ

れている。時差がないととや，国内プロス

ポーツの争奪戦の激しさを考えれば無理から
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ぬとごろだが，ミュンへン大会の1，350万ドル

から， 1，150万ドルも値上がりした。

EBUは大会直前まで採めた。組織委の要求

がよほど高かったのか，憤激して「放送中止

も辞さずjの声明を出した程であった。ヨー

ロッパに競争相手が存在しなかった時代，

EBUの立場は強かった。加えてEBUには，衛

星中継が実現する以前，フィルム空輸に頼っ

ていた時代の56年メルボルン大会で(オリン

ピックの放送権は，まだ導入されていなかっ

た) ，一つはソビエト軍のハンガリー侵攻へ

の抗議，もう一つは，施設費の高さと南回り

の飛行時間がかかり過ぎるとのこつの理由

で，すべてのテレビ放送を見送って，ラジオ

放送だけにした“過去の実績"があった。

モントリオールの対立は， IOCのキラニン

会長が仲裁に入り455万ドルで決着，大会直

前でヨーロッパの放送の危機は回避された。

しかし，ミュンへン大会の170万ドルに比

べて， 285万ドルも高騰した。カナダ東部時

間と 6時間の時差がある不利な条件の下で，

不当な値上げと激怒したEBUの立場が理解で

きる。

日本は， NHKと民放が初めてジャパンプー

ルを組み， 130万ドルで放送権を共同取得し

た。日本 l国と西ヨーロッパ全体の開きとし

ては，まずは妥当な線と言えた。

しかし，次の80年モスクワ大会で日欧の放

送権事情に異変が起きた。

モスクワの午後の競技時間が日本のゴール

デンタイムの遅い時間と重なることから，

ゴールデンタイムの独占を目論んだNET(日

本教育テレビー現・テレビ朝日)が l社で放

送権を獲得し， 4年前に初めてプールを結成

した{中間であるNHK，NTV， TBS，フジTV
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を出し抜いた。金額は850万ドルに跳ね上が

り，前回比で6倍強の高額となった。

一方， EBUはしたたかだった。前回に140

万ドルを上乗せしただけの595万ドルで，時

間帯も西ヨーロッパと大差のないモスクワの

権利を得た。日欧の差は大きく逆転をした。

開幕 7ヶ月前の79年12月末，ソビエト軍に

よるアフガニスタン侵攻と，統く西側諸国の

ボイコットで未曾有の危機が起こるとは，

NET也EBUもともに知る由もなかった。

EBUは，国際連携プレーの経験に乏しいソ

連の放送界に対して，制作陣の豊富な人材と

ノウハウを提供することで，値上がりl幅と結

果としての損失を最小限にとどめた。

逆にNET(開催年に全国朝日放送，通称テ

レビ朝日と改称)は，総放送時間214時間の

編成案を， 75%減の44時間20分に圧縮，生中

継は陸上，水泳，体操，柔道，バレーポール

などに絞るなど， 2週間のゴールデンタイム

独占と，営業面で他局を圧倒する計画はすべ

て水泡に帰した。

放送の独占志向は，必ずしも責められるこ

とではな1'，商業放送だけでなく，税金や受

信料で運営される国営，公共放送でさえも，

イメージアップと独自性を示すため，放送価

値の高いイベントほど独占を望む。

まして，エアタイムを売って広告収入を得

る商業放送が，独占と高視聴率を追求するの

は当然である。加えて，スポーツ放送権の帰

趨は，それだけが決め手ではないにしても，

交渉相手と競争相手の腹のさぐり合いと，自

らの資金力で決まることが多い。

そこに，競争する側が自ら価格を吊上げて

しまうもiddingwar"という，最も単純にし

て強力な高騰のメカニズムが生まれる。

20 

オリンピックのように複雑な競技日程の多

種目大会を，モスクワ・オリンピックが行わ

れた80年当時のメディアが l社で独占をする

のは，仮にボイコットがなくても効果的な放

送は困難だったはずである。だが，ごのメカ

ニズムは，総合大会以外のイベント，ことに

レギュラーシーズンを持つスポーツや，毎年

決まった時期に行われるトーナメントなど

で，充分過ぎるほどの威力を発揮した。

放送界から聞こえる放送権高騰への批判

が，放送関係者以外からは，時に冷ややかに

受け止められる所以である。

モスクワ大会は，石油ショックからいち早

く立ち直った日本が，世界経済でアメリカに

次ぐ地位を確立して行く時期と重なる。だ

が，西ヨーロッパ全体をカバーするEBUに比

べて，日本 l国をカバーするNETの独占権は

あまりに高い代償をともなった。 NETの独走

は， 1社の悲惨な結果を招いただけでなく，

以後の日本の相場まで作ったのである。

3.5 1982ルツェルン， ISL誕生

80年代に入ると，スポーツの商業化は一段

と加速するが，ここでは1982年の 2つの事柄

にふれておきたい。スイスのルツェルンとア

メリカのコネチカット州ブリストルという，

ともに大都会から離れた地方都市でのことで

ある。

この年，ルツェルンではISLが創設され，

ブリストルではケーブルテレビのスポーツ専

門局ESPNが，プロバスケットのNBAの放送

を，初めて定時化して大量に放送した。

2つのことは直接的には何の関連もない

が，スポーツと放送の急速なグローノ~)レ化と

いう点で共通項を持つ。
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ISLは，西ドイツのスポーツ用品メーカー

のアディダスが51%，日本の電通が49%の出

資比率で設立，本社をFIFAのあるチューリッ

ヒからほど近いルツェルンに置いた。

アディダスのオーナー，ホルスト・ダス

ラーは，ウエストナリ一社の出資者として

78， 82年W杯サジカーの成功を目の当たりに

した。そごで，より大きな資金力を求めて82

年のW杯終了後，ウエストナリ一社との関係

を絶ち，電通と手を結んで設立したのがマー

ケティングの巨人のISLである。縁結びはロ

サンゼルス・オリンピックの組織委員長，

ピーター・ユベロス (PeterUberroth)が

行ったと言われている。

サマランチは，すでに80年IOC総会で第 7

代会長に選ばれていた。サマランチ，アベラ

ンジュ，ユベロス，ダスラー， ISL，電通。

20世紀終盤に，急激なスポーツの巨大化を実

現した主役の勢揃いである。

ISLが果たした役割は，ウエストナリ一社

がW杯サッカーで開発し，ユベロスがロサン

ゼルス・オリンピソクで収めた成功を，より

大規模で継続的なものにしたことであった。

クリーンベニューのオリンピックは広告看

板を置くごとができない。代わりに， ISLは

IOCとの間で独占的なエージェント契約を結

び，先々の大会まで資金を長期的にギャラン

ティーするパッケージスポンサーシステムの

TOP (The Olympic Program)を商品化し

た。大会の開催と運営に必要な業種から l業

種 l社を選定し，公式マークの広告使用権な

どを独占して許可するプログラムである。

86年から実施されたTOPの画期的な点は，

大会ごとに募っていたスポンサー契約を 4年

という継続的なものにし，さらに，それまで

NHK放送文化研究所年報 47

いつまで続くかスポーツ欣送権市喝の巨大化

各国のNOCが国単位で、持っていた五輪マーク

の商業使用権を， IOCの下で一括管理にした

ことだった。

オリンピ yクは，放送権，入場料，スポン

サーの財源3本柱のうち，スポンサーを 4年

単位にするごとで，収入の安定をはかること

に成功した。これにより，参加企業はオリン

ピック運動全体をパックアップする形が整え

られ，多国籍企業であるスポンサーの利益が

実体を伴うものとなった。 ISLは，経済のグ

ローパル化に歩調を合わせ，スポーツイベン

ト運営のための資金集めも急速にグローパル

化させることに成功したのである。

3，6 1982コネチカット，圏内スポーツの国

際展開

ESPNの番組編成の変更が，どのようにス

ポーツのグローパル化を加速させたかについ

ては，少し説明を要する。囲内スポーツが商

品とセットになった世界展開である。

ESPNは1979年秋， 24時間放送の初のス

ポーツ専門チャンネルとして開局した。番組

図5 TOPの収入総額

対卑五輪 企業数 金額

TOP 1 
88カルガリー

88ソウJレ
9 9，500万ドル

TOP n 
92アルベールピル

92ハルセロナ
12 11日7，500万ドル

TOP田
94リレ/、ンメJレ

967卜フンタ
10 3 1.0:7，600万ドル

TOP lV 
98 長野

51O，900万ドル11 
00ンドニー

TOP V 
02ソJレトレーク

61.~ ドル10 
04アテネ

告 目| 18他2，500万ドル

(資料 IOC， TOP Vは02年2月現在)
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編成の中心はNC品(全米大学体育協会)の

パスケソト，フットボール，野球などのう

ち，ネットワークの放送からこぼれた試合を

放送することだった。ネットワークが興味を

示さないマイナースポーツも， NCAAの試合

は丹念に放送した。

24時間をうめるコンテンツを集めるのが第

一の目的だったのだが，中でもバスケットに

力を入れた。 79年は，マジック・ジョンソン

とラリー・バードが大学を卒業して，プロの

NBA入りをした年であった。

今では想像も出来ないことだが，この頃の

NBAは，卓抜した身体能力と技術に見合うだ

けの評価を受けているとは言い難かった。一

部の選手の麻薬使用や不品行が強調され，選

手にアフリカ系アメリカ人が多いことが，そ

うした風評を助長していた。

ネットワークはCBSがNBAの放送権を持っ

ていたが年間数試合しか放送しておらず，

NBAのオールスター戦でさえも，イベントと

しては学生スポーツのNCAAのファイナル

フォー(準決勝以上の 4試合)より下のラン

クに位置付けられていた。

しかし， 79年のESPNによるNCAA全試合放

送開始をきっかけに，大学卒業後プロ入りを

した選手のその後の活躍に，視聴者が強い関

心を寄せるようになっていた。

82年， ESPNのNBA放送の定時化は，乙う

した視聴者の意識の変化を，ネットワークに

先がけてとらえたものだった。結果は爆発的

な相乗効果となって現れた。

ジョンソンやバードは，アメリカ社会の

“普良"を代表する大スターになっていたの

である。

NBAを編成の中心にして24時間，コネチ
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カットの地方都市からスポーツ番組を流し続

けたESPNは，たちまち受信世帯を増やし，

2年後の84年には3400万世帯に達して，アメ

リカのスポーツファンの生活の一部になっ

た。 NBAの急成長は，総合編成の枠に縛られ

る地上波ネットワークだけの時代から，ス

ポーツ専門波の誕生へと，テレビが新たな分

野を求めて劇的な変化を遂げたのと一致して

いる。

そして84年，ロサンゼルス・オリンピソク

と同じ年，ノースカロライナ大学を卒業した

7 イケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズ入団

が，状況を決定つけた。

中堅スニーカーメーカーのナイキは，新人

のジョーダンと500万ドルで 5年契約を結

び，スニーカーの新製品「エア・ジョーダ

ン」を売り出した。ナイキは，ジョーダンの

神がかり的な空中プレーに乗ったかのよう

に，数年でアディダスやリーボッヲに迫る

トソプメーカーにのし上がった。

過去のアメリカスポーツ界には，野球のウ

イリー・メイズ テニスのアーサー・アッ

シュ，ボクシングのモハメド・アリのよう

に，容姿の美しさと人柄の良さ，真似の出来

ない強さとプレースタイルの華麗さで，ファ

ンを魅了し尽くしたアフリカ系アメリカ人は

枚挙にいとまがなL、
しかし非白人で，商品販売の広告塔になっ

た選手は一人もいなかった。ジョーダンの起

用は，世界の総広告費の半分を占めるウオー

ル街の広告業界に起きた革命であった。大衆

に訴え，購買意欲をかき立てることを唯一最

大の目的とする広告に，非自人が起用された

乙とは，後に，人種という避けようのないア

メリカ社会の“業"に対して， “神"ジョー
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ダンが意識変化をもたらしたとまで言われ

た。

NBAの試合の地上波ネットワークの放送権

は， 89年にCBSからNBCに移った。

NBCの入札価格は 4年間で6億ドルもの巨

額になった。そして92年，ドリームチームが

バルセロナ・オリンピックに参加，各国代表

との試合は，互いに技を競い合うというス

ポーツの一般的理解を超えたものとなり，

NBAブームは最高潮に達した。

NBAのバスケットは，エア・ジョーダンと

セソトの流行品となって世界へ広がった。

デヴィッド・ノ、ルノTースタム{盟)は，ジョー

ダンを描いた WPlayingfor Keepsj (邦題:

ジョーダン)の中で， ["商業とテクノロジー

が衛星で結ぼれた」と書き，バスケットが

「アメリカ育ちのライバル，フットボールと

野球よりあっさりと国境を越えた」と表現し

た。

また， ["好むと好まざるとにかかわらず，

80年代までのアメリカの輸出品は，機械製品

や自動車ではなく，文化だった。ファースト

フードにコークにビッグマック。そしてラフ

でカジュアルな服装，ポピュラー・ミュー

ジック，映画，テレビ・ショー。そしてス

ポーツである」と書いた。

82年，コネチカットの小さなケーブル局が

始めたNBAの定時放送は，オリンピックやW

杯サッカーのような国際イベントではなく，

一国の囲内スポーツが世界へ広がるきっかけ

となった点で，記憶されていい。

(22) David Halberstam :元ニューヨークタイムス'記者。
ヴェトナム戦争報道によりビューリッツア賞受賞。
代表作「ベスト アンド プライテスト」の他に，ス
ポーツノンフィクションも多数晶る。 Playingfor 

Keeps UBIm :ジョーグン，鈴木主税訳.m英社)
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3.7 1984 LA，ユベロスマジック

合衆国，カリフオルニア州，ロサンゼルス

市の税金を 1セントも使わず， 2億ドルもの

黒字を出したユベロスマジックは，功罪とり

まぜて書き尽くされている。ここでは放送に

ついてだけふれることにする。

放送におけるユベロスマジックには，キー

ポイントが二つある。一つは，アメリカの放

送に対する「公開入札」であり，也う一つは

「技術協力費」という費目を考え出し，放送

権とは別立てで設定したことであった。

ピークー・ユベロスがロサンゼルス・オリ

ンピック組織委員長に就任する以前，市と組

織委は放送権料の配分をめぐって， IOCと激

しく対立していた。市側は放送権の一括管理

を求め， IOCは窓章をたてに ["IOCの承認に

よる売却と使途の指示」を主張して，互いに

譲らなかった。

双方の対立は，市議会の「オリンピック返

上論」にまで発展，結局，米国オリンピック

委員会 (USOC)が聞に入り，モントリオー

ル大会のような損失が出た場合には， USOC 
ほてん

が補填するととで折り合いがついた。ロス市

は，開催都市とは名ばかりの存在となったの

である。

ユベロスはこうした騒動の後，大会開催の

危機打開をかけたエースとして，一般公募で

選ばれて組織委員会のトップに就任した。

ユベロスは放送権交渉に臨み，アメリカと

の決着を最優先した。そのキーポイントが公

開入札であり，入札価格を決定する基礎とな

る「最低入札価格」の設定だった。予測され

る視聴率をもとに，各番組(競技)ごとの広

告収入を算出して“放送権の市場価値"を作

成したのである。=のアイディアの共同開発

23 



いつまで統くかスポーツ放送権市場の巨大化

者は，日本の電通だった。オリンピックは，

乙こに一つの商品として位置づけられた。

ユベロスと電通が算出した，アメリカに対

する最低入札価格は3億ドルだった。

しかし，これではモスクワ大会でNBCが支

払った8，500万ドルに対して，あまりに大きな

差があり過ぎた。そこで考え出したのが「技

術協力費」という別費目だった。放送権を 2

億ドルとし，プラス7，500万ドルの技術協力費

を合計した 2億7，500万ドルを，最低入札価格

として“公表"したのである。

入札は，モスクワで痛手を受けたNBCと

ABCとの争いとなり， ABCが最低入札価格を

上回る，放送権2億2，500万ドル，技術協力費

7，500万ドルの合計3億ドルで落札した。

ユベロスが卓越していたのは，オリンピッ

ク憲章が規定する放送権収入の配分比率をた

てに，新設の技術T協力費を憲章規定の対象外

として，丸ごと組織委の収入にしたことであ

る。まさにマジックで、あった。

アメリカの放送権が決着した後ユベロス

は， EBU，日本，オーストラリア，カナダな

どに対して，アメリカとの間の， GNP，受信

台数，人口，スポット広告費などの比較を基

準にして，放送権料を個別に提示した。それ

ぞれの交渉は激論の末に決着したのだが，ユ

ベロスにすれば一気阿成であった。

EBUは1，980万ドル(モスクワ595万) ，日

本は1，850万ドル(モスクワ850万)と，猛烈

な値上がりをした。日本はモスクワ大会の教

訓を生かして，再びジャパン・プールを組ん

でいたが， NETの独占が作った相場を回避す

ることは出来なかった。それで、も，ユベロス

の最初の提示が4，300万ドルだった乙とを考え

れば，交渉過程でいかに凄まじい応酬が交わ
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されたか，想像に難くない。のちに， NHK会

長となった島楼次を「世界で最もタフな交渉

人」と，ユベロスをして言わしめたのは，之

の時である。

日本のスポーツ放送権市場は，日本経済と

同じく“バブル"の様相を呈し始めていた。

技術協力費を，放送権と別立てで要求する

仕組みは，次の大会の88年ソウル・オリン

ピックでも踏襲された。

その後，放送権交渉の当事者は， 92年バル

セロナ大会を契機に，組織委員会からIOCが

宜接担当する仕組みに変わった。同時に，収

入の配分比率も，組織委員会が全体の10分の

6， IFとNOCが10分の 3，IOCが10分の 1， 

と変更された。 66年ローマ総会で決められ

た，大会の原資作りと取り分比率の仕組みを

改め，放送権に関してはすべてIOCが直接管

理をすることになったのである。

これらの改革は， IOC会長就任後の最初の

ロサンゼルス・オリンピックで，放送権に関

するすべての交渉ごとが終わって何の手出し

も出来なかったサマランチが，そこで得た教

割11'iiともとに実現したのだった。ユベロスが演

じてみせたマジックを， IOCはようやく自ら

の手中にしたのである。

図2の米欧日の放送権料比較は， IOCの資

料をもとに作成したが，書物によって，金額

が千万ドル単位で違うことがある。これは，

技術協力費を加算しているかどうかの速いで

あり，本稿は技術協力費を加えない方式を

採った。

ユベロスマジックと言われるものは，放送

権の商品化だけでなく，聖火リレーランナー

の切り売りや，大会マスコットの広告使用，

VIK (Value-in-kind)と呼ばれる大会運営に必
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要な用品の現物支給，スタジアムネーミング

権などなど，数え上げればきりがな¥'， W杯

サッカーが82年スペイン大会で採用した l業

種 l社のスポンサーシステムも，場内広告は

出来ないものの，ロサンゼルス大会の 2年

後， TOPとして引き継がれた。

乙うしたことから，ユベロス商法をオリン

ピック商業化の元凶として糾弾する声がいま

も根強い。 Iすべてはロス五輪に始まった」

と書き出す，数多くの批判である。

しかし，ロサンゼルス・オリンピック以前

の大会運営や，当時のIOCを初めとするス

ポーツ団体の財政的窮乏に照らせば，ユベロ

ス商法は，功罪のうち「功」の方がはるかに

大きかったと言うべきであろう。少なくと

も，その方がフェアである。サマランチ前会

長の功罪についても同様のことが言えよう。

チェックすべきは過度の商業化であって，

スポーツ環境の商業化そのものではない。

IOC委員の「売栗疑惑」や選手のドーピング

問題など，倫理の歪みから生じた諸問題を，

すべて商業化と直接的に結びつけるのは，や

や短絡的でステロタイプな批判に思えるので

ある。

たしかにオリンピックは，ロサンゼルス大

会をきっかけに大きく変わった。しかし，競

技に格段の面白みが加わり，より多くの人身

を惹き付けるようになったことも，変化のう

ちの一つである。

安定的で継続的な財政面の強化が，競技場

の充実や選手強化に活用され，スポーツの底

辺拡大に貢献していることは，否定できない

事実である。
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3，8 1989ロンドン， EBUの挫折

1989年， EBUはイギリスを除くヨーロッパ

全域のウィンブルドン・テニスの放送権を

失った。 EBUに代わって権利を得たのは，

Ufaという聞き慣れない名前のドイツの会社

だった。Ufaは，後にRTLに買収され，現在は

ドイツ最大の商業放送グループ，ベルテルス

マンの中核のーっとなったが，当時は小さな

フィルム制作会社に過ぎなかった。

EBUの失策は，小さな法巡から生まれた。

間近に迫った有料衛星放送時代の幕開けを

十分に意識し，組織内のスポーツ作業部会で

議論を重ねたEBUは，権利をハンドリングす

るTWI(Trans World International)との問

で， 1万ポンドの差で合意に近づいていた。

互いに容易に歩み寄れる差である。

しかし， EBUの有力メンパーであるドイツ

の公共放送， ARDとZDFが，小さな会社を競

合相手に値上げ競争に乗るべきではないと反

論し，交渉はスト yプした。

わずか数日の間隙をついて，ウィンブルド

ン・テニスの放送権は，イギリスを除く，

ヨーロッパ全域の地上波，衛星波，ケーブル

と，すべての権利がUfaの手中に落ちた。

EBUが，ドイツ国内の状況と国際的な潮流を

見誤ったのは，公共放送の伝統を背景にした

ヨーロッパ放送界の，いわば騎りだったのか

も知れない。

EBUの加盟機関全体がパニックに陥った。

無事だったのはウィンブルドン・クラブが権

利交渉を直接管理しているイギリスだけで，

BBCは国際映像制作と園内の放送権を継続し

一~。
皮肉なことに，その年，ウィンブルドンは

ボリヌ・ベッカーとシュテフィ・グラフの 2
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人のドイツ人がタイトルを獲得した。しか

し，ドイツの栄光を母国でテレビ観戦できた

のは，まだ地上放送が圧倒的な優位を占めて

いたこの時代にあって，有料ケーブルTVに加

入していたわずかな人々だけだった。ドイツ

だけでなく， Ufa に反発したEBU加盟の多く

の地上放送局は， Ufaの権利販売の申し出を

断った。失望した視聴者は， UfaとEBU双方

を非難した。

イギリスを除くヨーロッパの多くの人々

は，ウィンブルドン・テニスという“共通の

文化"を失い，ベッカー，グラフ，ステファ

ン・エドパーグ，アランチャ サンチェスら

のヨーロッパ選手が一番輝いた時期と重なっ

て，視聴者の不運は何倍にも増幅された。

3.9 1990ロンド‘ン，スポーツ「囲い込み」

EBUのケースは判断ミスが引き起こしたも

のだったが，翌年からイギリスで始まった独

占の嵐は，豊富な資金力と強引な手法で，

「スポーツの囲い込み」とも言うべき事態を

招いた。人キのテレビ観戦の機会はさらに危

うくなった。

ルパート・マードソク (RupertMurdoch) 

率いるニューズ社の衛星放送BSkyBは， 1990 

年11月に放送を開始し，高額で購入したス

ポーツソフトを有料チャンネルで放送して今

日の成功を築いた。

次々と繰り出した権利奪取の手始めは， 91 

年 l月，オーストラリアのパースで聞かれた

世界水泳選手権だった。世界の独占権を得た

同社は，放送権を世界各地の放送局に再販売

することで，権利を右から左へ移すエージェ

ントのうま昧を味わった。

92年には，イギリスで最も人気の高い，
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サッカーのプレミア・リーグをITVから奪い

取った。契約金は92年から向乙う 5年間で 3

億4，000万ポンド，前年までITVが持っていた

ライブ中継権の 6倍強に相当した。

lシーズン60試合， 1週間に少なくとも 2

試合を中継放送する内容だった。 BSkyBはさ
らに，ゴルフ，テニス，クリケットなど園内

の人気スポーツに独占の網を広げた。

95年には当時はまだアマチュアスポーツ

だった，ユニオンラグビー (15人制)の国際

大会である f5ヶ国対抗ラグビーJを獲得，

続く 96年には， 13人制のラグビーで人気も15

人制より高い，プロのラグビーリーグを手中

にした。

ラグビーリーグに対しては， 8，700万ポンド

の投資とひきかえに，ニューズ社の同意なし

に選手の所属クラブ移籍を行わない取り決め

を結んだ。放送会社が，放送の枠を越えて

リーグ運営に手を染めようとする野心的な試

みだった。リーグ支配の野望は，その後，プ

レミア・リーグの人気最高チーム，マンチェ

スター・ユナイテッドの買収にまで及ぶが，

地域密着型を伝統とするクラブとサポーター

の反発を買い，寸前で成就しなかった。

スポーツ放送の生命は生中継である。ハイ

ライトのように，勝負の後で時間を置いて行

う放送は，あくまで補完手段に過ぎない。

生中継を契約視聴者だけに見せて，一般の

人々に対して目隠しをするのは，スポーツと

いう文化の「固い込み」以外の何ものでもな

かった。 BSkyBのこうした手法は，取りたて

て目新しいものではないが，常識はずれの高

額放送権取得と，チーム買収によるリーグへ

の影響力強化や支配など，野心が透けて見え

る強引な経営姿勢が，多くの批判を呼んだ。
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しかし，こうした傾向は何年， 2000年と続

くプレミア・リーグの放送権契約更改のたび

に，さらに顕著になった。

96年， BSkyBは向こう 4年間のライブ中継

権契約を6億7，000万ポンドで更新した。 BBC

は，ハイライト権を7，300万ポンドでようやく

手に入れたが“蛸榔の斧"の感は拭えなかっ

一~。
2000年の更改時，状況はさらに進んだ。

BSkyBは01年から03年までのわずか3シー

ズンに対して， 11億1，000万ポンドの金額で，

年間66試合を放送する契約を結んだ。日本円

にしてl，776i底円である。 1年で592f!i!円， 1試

合あたり 9億円近くの恐るべき数字である。

ハイライト権はBBCからITVに移り， 1億

3，800万ポンドの値をつけた。テレビの権利を

すべて失ったBBCは，ラジオ放送権に4，200万

ポンドを支払った。日本円にして約67億円と

いう高額である。

いつまで続くかスポーツ放送桶1IiJtlの巨大化

サッカーというスポーツが，いかにイギリ

ス国民の生活に密着しているか，ある意味で

BBCのラジオ権が象徴していると言える。

リーグが得た総額は16億ポンドもの天文学

的な数字に達した。新らたに発足した地上デ

ジタル有料放送のITVデジタルが，下部リー

グに対して，同じ手法で投資をして倒産した

ことは，この稿の冒頭で延べた。

イギリスでは，国民の大多数が関心を寄せ

るイベントを特別指定行事(ListedEvents) 

として，独占放送を規制する制度が1950年代

半ばから実施されている。図6は， BSkyBの

猛威が顕著になった後， 1998年に改正された

現行のリストである。

リストアップされたイベントを，日常性と

いう視点で見ると，何を規制の対象とする

か，その難しさが浮かび上がる。 I祭り」の

要素が強い大イベントが網羅されているのに

対して，プレミア・リーグのように，週に 2

図6 イギリスの特別指定行事一覧

ク・ループA グループB

オリンピ yク(夏季・冬季) クリケット

サ yカー -テストマッチ(インク.ランド主IIID

ワールドカップ ワールドカップの決勝・ i¥li決問、

目ヨーロ yパ選手術 自国チームの試合

FAカップ決勝 ウィンプルドン テニス予選

スコティンュFAカップ決l蹄 ラグビー

ウィンプルドン テニス ワールドカップ決勝以外の試合

競馬 五ヶ国対抗(フランスでの抗告を

-グランドナンョナル 除く)

ダービー コモンウェルス・ゲームスー

ラグビー l止界陸上選子権

-チャレンジカソプ決勝 コルフ

-ワールドカ yプ決勝 ライダーカソプ

-全英オープン

住 グループAは地上波昨I星波を問わず l 社の独占放迭を禁止しているイベン l。
グループBは向rill.L肱送が生'1'継楠を取得した均告に I ノ、ィライト陥などを地上波
に泌すことを義務づけて I 神iill欣迭の独占を規制している。
ラグビー「五カ国対抗」は I 現在では「六カ国対抗」。
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日，数試合を消化しながら通年のレギュラー

シーズンを持つイベントが規制の対象外と

なっている。

テレビ観戦者を延べ人数で計れば， 4年ま

たは2年に l回，あるいは毎年決まった時期

にl回だけ行われるトーナメン卜が，レギュ

ラーシーズンを持つイベントに速く及ばない

のは当然で、ある。地域密着性と通年にわたる

試合の継続性で，クラブチームが行うスポー

ツは，生活の一部であり日常でありながら，

せっかく作った法の保設が及ばない。 BSkyB

がプレミア・リーグのライブ権に，これほど

の高額を投資している意味がそこにある。逆

に，ライブを見られない人々の無念も理解出

来る。

社会が共有すべき文化としてスポーツをと

らえた考え方に基づく優れた制度であって

も，こうした矛盾から逃れる乙とが出来な

L、。

また，放送権の観点から言っても，権料高

騰の歯止めにはならない現実が浮かび上がっ

て来るのである。

96年， BSkyBはオリンピックにも触手を伸

ばそうと試みた。ニューズ社の総帥である

マードックの母国，オーストラリアのシド

ニーで開かれる20世紀最後のオリンピックに

対して，ヨーロッパ全域の放送権獲得を申し

出たのである。

提示額は20億ドルと噂され，世界の放送界
が〈

が“事件"と受け止めて驚陪した。このこと

が，次項で述べるオリンピック放送権の，長

期契約による固定化につながって行くことに

なる。
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3，10 1996チューリッヒ， ITC崩壊

1996年6月初旬，日本と韓国のW杯サッ

カー02年大会の単独開催を求める招致合戦

が，無投票で共同開催と決まったほli'l週間

後， FIFAは20年間のテレビのノfートナーだっ

たITCを見限った (ITCについては16ページ参

照)。

ISLとキルヒ・メディアグループ，共に今

は存在しないスポーツマーケテイング会社と

有料放送局の連合体が， 02/06年のW杯サッ

カー 2大会の放送権を， ITCと競り合った

“biddingw訂"の末に獲得したのであった。

放送権料は， 2大会合わせてお億スイスフ

ラン (SF，契約時レートで約2，800億円)に

昇った。わずか 2大会で， ITCが過去の20年

間に支払った 6大会分の総額 (3億3，550万

SF)を8倍も上回った。放送権史上，これほ

どのf直上がりは例がなく，もはや高騰と言う

より暴騰とまで言われた。

放送権料を諮る時，前回大会との比較がい

つも正しい方法とは限らなL、。大会規模やメ

ディア側の需要の速いで，金額は大きくなっ

たり，時には小さくなったりもする。

この場合は， 1990年代に始まった有料衛星

放送の数が急増していたことが，放送権料暴

騰の第一原因である。新興の有料衛星放送

は，契約視聴者獲得のための“キラーコンテ

ンツ"を求めて狂奔し，一方，既存のテレビ

局も数少ない優良ソフトに群がった結果，市

場はすでにスポーツソフトの“バブル現象"

を起こしていた。

そして， 02/何年W杯サッカーの放送権争

いの場合は，これに加えて，当時のFIFAの内

部紛争と日韓両国の招致合戦が複雑に絡み

合って事態をさらに混迷させた。組織内の権
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力抗争が政治的な要素となって放送権の行方

に色濃く反映し，暴騰につながったのであ

る。

1974年，アベランジュが会長に就任した

頃， FIFAは4年に 1度のW杯サッカーしか収

入源がなかった。しかし，アベランジュ体制

になって，ユース選手権，女子選手権，ジュ

ニアユース，フットサルなどのイベントを矢

継ぎ早に創設し収入源を増やしていた。

また w杯78年大会から導入した広告看板

や， 82年大会からの 1業種 l社のスポンサー

パソケージが大成功をして， 90年代に入って

からのFIFAは，財政的にも，傘下の国・地域

の広がりからも， IOCに迫る巨大組織に成長

していた。

しかし，収入の使途にIOCほど明確な規定

がなく， 20年継続したアベランジュ体制は，

とかくの略が絶えなかった。

これに対して， FIFA傘下の雄であるヨー

ロッパ・サッカ一連盟 (UEFA)が，組織運
のろし

営と経理の明瞭化を求めて反抗の熔火を上げ

た。 UEFAは「羽田onJと呼ばれる改革案を提

出したのだが，実のところ，アベランジュ体

制打倒を目指すUEFAの挑戦状であり，体制

支持派の中南米の連盟とUEFAとの権力抗争

に発展した。

円lisionJは， 20年間にわたるITCの放送権

が“不当に安く"売られていたと示唆し，あ

たかも， FIFA内の体制派とlTCが裏取引で格

安放送権を売買していたかのような印象を持

たせて，攻撃材料の一つにした。

対立はFIFAを二分し，この内部紛争に日韓

の招致運動が複雑に絡んだ。

FIFA理事会に席がなかった日本は， 02年大

会の日本単独開催支持をあてに，体制派，と
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言うよりアベランジュ個人をひたすら頼りに

する招致運動を展開した。これに対抗して斡

国は， FIFAとAFC(アジア・サッカ一連盟)

の要職を兼ねる，韓国招致委員会委員長の

チョン・モンジュ(鄭夢準)が， UEFA側に

ついて招致運動を進めながら， 102年大会で

はフランス大会の10倍以上の放送権料を取る

べき」と戸明を出すなど，巧みな政治力で招

致運動をリードした。

lTCの立場は， FIFA内部の抗争が深まり，

招致運動が終盤に近づくにつれて，日を追っ

て不利になった。

FIFAの抗争がこれほど深刻になる以前，例

年アメリカ大会の直後から始まったFIFAと

ITCの放送権交渉は，比較的順調に推移し

て， 96年の初め頃には大筋で合意に近づきつ

つあった。

lTCが提示した額は，その時点ですでに，

2大会で10億SFに近かった。 FIFA側の交渉当

事者は，アベランジュ会長とジョセフ・ブラ

ター(josephBla伽 r)事務総長(現・会長)

の体制派だった。反体制派はそこを衝いた。

lTCは， FIFAの権力抗争とは当然無関係で

あったが，結果として，不透明な体制維持を

願う一部であるかのように大方が受け止めて

しまう，おかしな構図が出来上がった。

ITCの中核であるEBUは，もともとUEFA

とつながりが深い。 EBUとUEFAは敵ではな

く，ヨーロッパ内のUEFA主催ゲームのパー

トナーである。一方， ITCは世界をつなぐ放

送の連合体である。中南米のサッカ一連盟と

関係の深L、OTI(中南米放送迎合)は， ITCの

中でEBUと並ぶ有力な放送連合だが，会長の

ギエルモ・カニエド (GuillermoCanedo) 

は，中南米最大の放送局，メキシコのテレビ
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サ会長であり，同時にFIFA副会長としてアベ

ランジュ体制を支える重鎮の一人だった。公

平を保つため，カニエドが交渉の席に着くこ

とは一度もなかった。だが，こうしたこと

は，反体制i派の攻撃に説得力を持たせた。

96年初頭，大筋合意に近づいていたITCと

の交渉は， FIFAが“試合終了"の笛を吹けな

い状態になった。追い込まれた体制派が，次

第に保身を図らざるを得ない状況になって

行ったのである。

カニエドも沈黙した。交渉がITC敗北で決

着した後，カニエドはその年の末，失意のま

ま急逝した。

一方， ISLは82年スペイン大会でウエスト

ナリ一社が成功させた事業を引き継いで，

FIFAのマーケテイングを一手に握っていた。

結果としてITCは負け， ISLは資金提供の

パートナーにキルヒメディアを選んだ。世界

最大のスポーツ大会の映像供給源として，実

力も経験もないキルヒが選ばれた時，誰もが

“Kirch ¥¥市o?"と同じ言葉を口にした。

W杯サッカー02/06年2大会の放送権が途

方もない値上がりで決着した後，交渉経過を

説明する様今な記事が出たが，多くに共通す

る2つの誤りを指摘しておきたい。

ひとつは， IFIFAが初めて公開入札をした

結果， ISLが勝ちIτ℃は敗れた」と Lミう説であ

る。

FIFAがITC以外から入札を受けたのは，こ

の時が初めてではない。 1987年に更改した90

/94/98年3大会の一括交渉の時は，マー

ドックのニューズ社とマーク・マコー7 ソク

(Mark McCormack)のIMG社が“隣室で

待っている"と， FIFA事務総長のブラター自

身がITCとの最終交渉の席で説明したことが

30 

ある。

さらに重要なことは， 02/06年の交渉過程

で， ITCとISLの双方が， FIFAとの協議の場に

同席したととが数回あったという事実であ

る。収入の中に占めるマーケテイングと放送

権の剖合を， FIFAを入れた三者で協議するた

めだった。

IVisionJ作成に当たり， UEFAの知恵袋と

なったのが， ISLを退社した元幹部たちが創

設したTE仙 fとLミうマーケティング会社だっ

たことは，サッカー界の事情に通じている者

には，良く知られた事実である。

IVisionJはFIFAの財源を増やし，透明な

経理を求めるための改革案でありながら，あ

る意味では，退社した同僚が元の会社に突き

つけた挑戦状でもあった。 ISLもまた，守り

に入らざるを得ない状況になっていたのであ

る。

そうした中でFIFAは， ITCを放送の，そし

てISLを7 ーケテイングの，互いの職種に見

合ったノfートナーにすることを望んでいた。

「初めての公開入札」は，状況を正しく表現

していない。

ふたつめの誤りは， 198年フランス大会の

試合数が， 52試合から64試合に増えたため，

JTCはFIFAの申し出を受けて， 1億3，000万SF

の追加金を支払った」という説である。

FIFAがそう申し出たのは事実であった。し

かし， ITCはそれを02/06年大会の放送権付

与の保証にせよと要求し，結局，支払われる

ことがなかった。フランス大会に支払ったの

は， 87年の 3大会一括契約時に合意された金

額， 1億3，500万SFのままである。

96年5月下旬， 02年大会の開催決定まで数

日を残し，放送権交渉も大詰めを迎えて情勢
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が緊迫する中， EBUの代表がロンドンで単独

でFIFA事務総長のブラターと会った。

世界に散らばるITCの交渉団を呼び寄せる

時聞がない中での非公式会談であった。

会談の直前，当時ABUのスポーツ部長を務

めていた筆者は， EBUの緊急電話を受けた。

フランス大会の追加金が条件になった時，資

金分担でABU加盟機関を説得出来るかとの打

診だった。応諾した。すでにABUは， 02年大

会が日韓のどちらで開催された場合でも，日

本と韓国の加盟機関が応分の負担増を覚悟す

る同意を取り付けていた。共同開催だけが念

頭になかった。

ほかに， EBUは単独責任で積み上げ額を用

意していた。ブラターの反応は前向きで，

EBUの交渉担当者は希望を持った。

結果的に， ITCの提示はEBUの単独積み上

げ額を入れて也， 15L/キルヒの提示額に遠

いつまで続くかスポーッliX送船jl11品の巨大化

く及ばなかった。しかし，フランス大会を数

倍も上回る額にはなっていた。数ヶ月前，

ITCと共に協議の場に加わった15Lはキルヒを

ノTートナーに選んでいた。世界を驚かせた

FIFAの決定は， EBUが希望を持って別れたロ

ンドンの非公式会談からほどなく発表され

た。追加金を加算した 2億6，500万スイスフ

ランが，フランス大会に支払われたという事

実はない。

この放送権争いについて，サッカーの普及

を目指すFIFAが，北米を除く世界の放送迎合

の集まりであるITCを20年間のパートナーに

選び，一定の役割を終えた後の必然として

ITCを退けた，と解説するスポーツジャーナ

リストが多かった。

分かり易い解説で，事実その通りでもある

のだが，もっと政治的な意味合いを持つ力学

がポイントになった。

図7 ワールドカップ・サッカーの放送権料

(7jスイスフラン)
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体制が生き残りをかけた保身のためのパー

トナーの変更である。収拾のつかない泥仕合

いになっていた日韓の招致合戦が，最後に会

長職の延命を目論んだアベランジュの判断

で，無投票で共同開催に持ち込まれたのと，

どこか相通じる政治色の強い力学である。結

果として，思わぬ「パノて」を引いたのががキ

ルヒ・メディアグループということである。

1996年6月初め， lTCは崩壊した。

3，11 1996アトランタ，長期合意へ

1996年，近代オリンピック 100周年大会が

アトランタで聞かれた年と前後して，世界の

主要国・地域の放送界はオリンピック放送の

新たな領域に踏み込んだ。開催地が決定して

いない数年先の大会まで，一括して放送権を

決める長期契約の合意である。

始まりは1995年8月だった。アメリカの

NBCが2000年夏のシドニ一大会と02年冬のソ

ルトレークシティー大会の放送権をrocと合

意した。夏冬の一括合意は史上初めてのこと

だった。 NBCは同年12月， 04年から08年まで

の夏冬3大会もまとめて合意した。契約金の

総額は 5大会合わせて， 35億6，500万ドルだっ

た。

この時点で， 06年トリノ冬季大会と08年北

京の 2大会はまだ決定していなかった。

続いて，アトランタ大会の直後にEBUがシ

ドニーから08年までの夏冬 5大会を合意し，

さらに，オーストラリア(チャンネJレ7)

カナダ (CBC) ，日本りC)の順で，申し合

わせたように同じ期間の合意をした。開催地

がi決まっていない10年も先の“先物買い"で

あった。

先進国地域の放送権が長期にわたって合意
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されると，ほかは雪崩を打ったように後を

追った。 99年末までに，韓国(コリアプ-

Jレ) ，ニュージーランド (TVNZ) ， ABU， 

OTrが相次いで長期契約に合意した。

ここにオリンピック放送権は，数大会分を

まとめて，開催地がどこに決まるかにかかわ

りなく，放送権保有者と金額を長期間にわ

たって固定する新しい時代に入った。

スポーツ放送の価値は，時差や選手の質と

競技レベル，国際映像の質など様々な要素に

左右される。このうち，国際映像については

開催地が変わって也制作者が継続する仕組み

が出来つつあったが(曽根俊郎: i岐路に立

つオリンピック放送~ホストブロードキャス

ターの歴史と役割Jr放送研究と調査j2001 

年4月号参照) ，開催地との時差を無視した

合意は，それまでの常識を覆す危険な賭けと

ムた恒正雪国

背景には二つの大きな要素があった。ひと

つは長期合意によって l大会分の値上がり幅

を少なくすること，もうひとつは，メディア

環境が90年代に入って急激に変化し，従来の

テレビが，いわば“オールドメディア化"し

始めたことで，守りに入らざるを得なくなっ

たことである。

l大会ごとの値上がり幅を押さえる効果と

しては，前出の図 2 (米欧日比較)及び図 8

(08年までの各国放送権料)を比較すれば明

らかである。 80年代， 90年代， 2000年代で

は，金額の差が大きいので単純比較が出来な

いにしても，シドニー以後の上昇率は，いず

れも10%台で押さえられている。

二つめの要素のメディアの環境変化とは，

BSkyBに代表される有料放送の仲長に加え

て，インターネットの急激な普及で，放送権
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の先行きが不透明になって来たことにあっ

た。そのため，動画に関する権利を，一定期

間テレピが押さえておく必要に迫られた。

BSkyBが， 2000年シドニ一大会に20億ドル

と噂されるヨーロッパ全域の権利を申し出た

ことはすでに延べた。有料放送の脅威は，こ

の年6月の1SL/キルヒに対するF1FAの決定

で増幅されていた。そこへ， BSkyBがオリン

ピックにも手を伸ばして来たのである。

先にウィンブルドンで苦い経験をし， W杯

サッカーでも敗れたEBUは，特に切実だっ

た。これに対して， 10CはEBUとの長年の友

好的な協力関係を尊重するとして， EBUの申

し出を受け， 00年から08年までの 5大会の放

送権について合意した。 EBUのシドニ一大会

の合意額は 3億5，000万ドルで，噂された

BSkyBの20億ドルが事実なら， 16億5，000万ド

ルもの差があったごとになる。

との件でのEBUの功績は， 1"オリンピック

は無料放送を優先する」との，サマランチ会

いつまで続くかスポーツ放送椛市場の巨大化

長談話を引き出し，無料放送と有料放送に関

するIOCの公式見解を明らかにさせたこと

だった。サマランチ体制20年の，放送に関し

ての最大の貢献と言えるか也知れない。

もちろん10Cも， F1FAのW杯ビジネスがオ

リンピックを超えたことは驚憾だったであろ

うが，あまりに高額化した放送権が世間の不

評を呼び，それが世界各地の人々の反感につ

ながることを， 10CIま恐れたのではないだろ

うか。オリンピックはW杯サッカーと違っ

て，単なるスポーツ大会にとどまらない，世

界の平和運動を標携する総合的な国際運動だ

からである。

インターネットについては，この時点では

誰もが，果てしない可能性に思いを馳せなが

らも，技術開発と権利の行方について将来を

言十りかねていた。予測l不能な速さで普及と技

術開発が続くインターネットを，どう扱うべ

きか具体策が無かったのである。国や地域の

一定領域別に設定する放送権の根底を崩して

図B 長期契約による放送権料
(lji位=100万ドル)

放送柿保有者 園 地 域
04年 日6年 08'1' 

シドニー ルトレーク アテヰ トリノ 北京

NBC アメリカ合衆国 705.00 545.00 793.0日 613.00 894.00 

EBU(欧州放送迎合) ヨーロッパ全域 350.00 120.00 394.00 135.00 443.00 

JC(ジャパンコンソーシアム) 日本 135.00 37.00 155.00 38.50 180.00 

チャンネル7 オーストラリア 45.00 11.75 50.50 14.80 63.80 

CBC カナダ 28.00 22.00 37.00 28.00 45.00 

KP(コリアプール) 隣国 13.75 0.75 15.50 0.90 17.50 

OT1(中南米放送迎合) 中南米(メキシコカリプ諮問含む) 12.00 1.25 17.00 1.75 27.00 

ABU(アジア太平洋放送迎合) アジア(中匝J.インド合む) 12.00 14.50 17.50 

TVNZ ニュージープンド 10.00 10.00 12.00 

CTS 台湾 3.00 3.65 4.40 

ASBU(アラブ放送迎合) アラブ縮図 4.50 5.50 8.50 

PTN フィリピン 1.60 0.05 1.80 0.05 2.00 

URTNA(アフリカ放送迎合) アフリカ 10.50 

メ日h、 剖 1，330.35 737.80 1，497.45 832.00 1，714.70 

(資料:10C) 
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しまうと，世界に映像を伝える最大の手段を

失いかねず，最大の財源も失うことになる。

テレビにとっても，公式記録映画以外の動

画の権利を確保しておけば，権利終了の08年

頃までには，放送と通信の融合など将来像が

明確になるとの読みがあったものと思われ

る。

いずれにしろ， IOCはTOPというスポン

サーのパッケージシステムに加えて，テレビ

放送権を数大会パッケージすることで，安定

して長期にわたる財源を確保した。

放送もまた，大会毎の値上がり幅を押さえ

ただけでなく，それぞれの放送権保有者が，

“オリンピック放送局"というプランドイ

メージを，長期に渡って手に入れることに成

功したのである。

4. W杯サッカーとプール放送権

1930年，世界が次第に戦時色を強めて行く

中，第 l回W杯サッカーがウルグアイで聞か

れた。参加チームは13ヶ因。フランス，ルー

マニア，アメリカ以外は南米の10ヶ国だっ

た。その後，参加国数は第 3四フランス大会

(38年)と第 2次世界大戦を挟んだ第 4回の

ブラジル大会 (50年)を除いて， 16ヶ国の参

加が1978年の第11回アルゼンチン大会まで続

いた。その間，ヨーロッパと中南米以外の

国々からの参加は，アメリカの 3回が最も多

く，ほかは，オランダ領東インド，韓国，北

朝鮮，モロソコ，イスラエル，オーストラリ

ア，ザイール，ハイチ，チュニジアの，それ

ぞれ l回ずつを数えるのみである。

サッカーの母国イングランドは，大戦後の
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第4回ブラジル大会まで出場していない。

大会は，ヨーロ yパと中南米をほぼ焚互に

往き来l-， 94年の第15回アメリカ大会で初め

て“それ以外の世界"に出た。

普及度と熱狂的な人気の高さで他のスポー

ツを寄せつけないサッカーの，世界ーを決め

るW杯の不思議である。ヨーロッノfと中南米

があまりに傑出しているために生まれた

“ローカル現象"である。

テレビもまた，同様だった。

W杯サッカーがテレビ中継されたのは， 54 

年のスイス大会が初めてである。大会が始ま

る10日前の 6月6日，西ヨーロッパの 8ヶ

国間}をランドラインで結ぶユーロビジョンが

開設され，中継映像が初めて生伝送された。

EBUはとの時，ヨーロッパ全体をカバーす

る放送権を得た。金額は I万スイスフラン

だった。オリンピソク放送権の項で， 1960年

ローマ大会で国際大会としては初めての放送

権が導入されたと述べたが，実際には54年の

W杯スイス大会で，国際スポーツ大会初の放

送権が採り入れられている。しかし，それは

ヨーロッパの 8ヶ国で放送されただけで，開

局していたテレビもわずかだったので，そう

書いた。

中南米はテレビ局開設以前で，ほかの多く

の世界と同様，劇場のニュース映画でW杯の

模様が上映されていた。

西ヨーロッパ全域への全試合中継が始まっ

たのは， 66年のイングランド大会であった。

乙れに先立つ63年5月，大西洋上に通信衛星

テルスター 2号が打ち上げられ米英問でテレ

(23)英仏・西独目ベルギー オランダ・デンマーク

スイスーイタリア
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た

ピ中継に成功， 64年10月には，東京オリン

ピックの開会式が，太平洋上の初の静止通信

衛星シンコム 3号を経由して，アメリカ大陸

へカラー中継された。しかし，衛星中継時代

は幕を開けたばかりで，大陸間の映像のやり

取りはフィルムないしビデオテープの空輸が

主な手段だった。

日本のW杯サッカー放送は，東京12チャン

ネル(現・テレビ東京)が70年メキシコ大会

で初めて手がけた。 68年から遡 1回の定時番

組『ダイヤモンドサッカー』を開始していた

同局は， 70年メキシコと74年西ドイツの 2大

会を連続して放送した。

68年から88年まで20年間続いた「ダイヤモ

ンドサッカー」は，日本におけるサッカー放

送のパイオニアだが，放送時聞が年度によっ

て異なり平均45分だったため， 1回の放送で

l試合を放送しきれなかった。

そこで，前半後半を 2週に分けて放送する

という“離れ技"をやってのけて，ほぼl年

をかけて，それぞれの大会の全試合を放送し

た。サッカ一関係者でさえ「出場など夢にも

思わなかった」と言われた日本サッカーの

“冬の時代"に，変則放送ながらW杯サッ

カーを紹介した同局の功績は大きLミ。

4.1 偶然が生んだ放送の広がり

東京12チャンネルが， W杯サッカー放送を

始めたきっかけは，偶然がもたらしたもの

だった。

在京キー局で最後発の同局は，定時番組の

カラー化が遅れていた。当時の運動部長だっ
た"みち

た白石剛逮は，アメリカのプロレスのカラ一

番組を調達するため，ロサンゼルス在住の悪

役日系レスラーでプロモーターとしても知ら
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れたグレート東郷のもとに飛んだ。

と乙ろが東郷はテレビのサッカー中継に夢

中で，商談が思うように進まない。テレビは

連日，常識では考えられないような群集の熱

狂と興奮を伝えていた。 70年5月31日から 6

月21日まで続いた第9回W杯サッカーのメキ

シコ大会だった。ヒスパニック系住民の多い

ロサンゼルスでは，毎日メキシコからの生中

継番組が放送されていた。

『ダイヤモンドサッカーJでヨーロッパの

サッカーを放送していた白石は， W杯サッ

カーの知識はあったが，これほどのものとは

想像したこともなく，心底驚いた。と同時

に，瞬間， 12週間でl試合を放送すれば，

番組が 1年間もつ」と思いついた。白石は，

すぐに東郷の手を借りて，この番組を放送し

ているのがメキシコの放送局のテレビサであ

ることを突き止めた。開催国の組織委員会と

ホスト放送局に，放送権販売のハンドリング

が任されていることも分かった。

メキシコシティーのテレビサを訪ねた白石

は，日本から届いた 2通のテレックスを見せ

られた。数試合を買いたいという東京のチャ

ンネル 1(NHK)と，決勝戦だけの購入を申

し出たチャンネル 4 (NTV)のテレックス

だった。しかし，現地に乗り込んだ白石の熱

意に動かされたテレビサは，東京12チャンネ

ルに放送権を渡した。

こうして， W杯サッカーは日本で初めて，

1970年に東京12チャンネルで放送された。ベ

レ，ベッケンパウアー，ゲルト・ミュラー，

ボビー・チヤールトンなどの名選手が勢揃い

し，現在でも史上最高の大会と言われている

大会である。

74年西ドイツ大会でも，東京12チャンネル
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は決勝戦だけ特別番組を組んで生中継し，ほ

かは約 l年をかけて全試合を放送した。

放送権を手にした動機といい， 1試合を 2

回に分けて 2週にわたって放送するというユ

ニークさといい，全国ネットを持っていな

かった同局の果敢なチャレンジであった。

日本におけるW杯サッカーの放送権は， 78 

年アルセ"ンチン大会からNHKに移るが，その

きっかけも小さな偶然だった。

競技レベルでも放送の商でも，実質的に

ヨーロソパと中南米それに東欧が加わるのみ

の， “世界のローカル大会"だったW杯サッ

カーに対して， 78年大会では， EBU， OTI， 

それにソ連を中心とする東欧放送連合のO皮r
が，まとまって放送権交渉に乗り出した。交

渉はこの大会からFIFAが直接担当していた。

その時，香港の商業テレビ， A引fがアジア

の放送権を入手する動きに出た。 ATVはABU

の有力メンバーの一つだった。それを察知し

たEBUがABUに働きかけたことから， ABUや

アラブ諸国，アフリカの放送連合まで包含す

る，北米を除く世界の放送迎合を結集した壮

大な迎合体が出来上がった。

ITC (Intemational Television Consor世田n)

の誕生である。 W杯サッカーは， ITCに加盟

する傘下の放送局での放送が始まったこと

で，名実ともに世界規模の大会へと脱皮し

た。 78年大会はまた， 4年前にアベランジュ

がFIFA会長に就任して以来，初めて実権を振

るう大会だった。

この大会から導入された場内広告看板に象

徴されるマーケティング戦略と， ITCによる

世界の隅キまでの放送は， W杯サッカーを世

界最大の単一スポーツ大会にするまで，多く

の時聞を必要としなかった。
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4.2 国際プール，奇跡の20年

多くの国#からなる放送迎合が，まとまっ

て放送権を取得する場合，資金分担の決定は

いつも困難をともなう。目的は一致しでも，

国や地域の経済格差，自国の大会出場経験や

将来の可能性，視聴者数，ゲームの圏内での

人気度など様々に違う事情があり，議論はし

ばしば沸騰する。経済力の豊かな国が，実態

を超えた過大な放送権料を要求されることも

多い。

しかし， ITCの分担割り当てはおおむね公

平に行われた。大会ごとに多少の調整を行い

ながら， EBUが全体の約45%(ソ連崩壊後，

OIRTを吸収してからは50%)， OTIが30-35

%， ABUが約13%を負担し，アラブ諸国は 2

-3%，アフリカ放送連合には殆ど負担をさ

せないで， 78年から98年までの20年間が推移

した。

ごの問，本大会の出場固と試合数は， 78年

アルゼンチン大会で16ヶ国， 37試合が行わ

れ， 82年スペイン大会から94年アメリカ大会

までの聞は24ヶ国， 52試合となった。そし

て， 98年フランス大会で32ヶ国， 64試合に増

加した。

また，地域サ y力一連盟ごとの出場国はア

フリカとアジアが漸増し， 90年イタリア大会

ではアフリカ 2ヶ国，アジア 2ヶ国だったの

に対し， 94年はそれぞれ3と2，98年はアフ

リカ 5ヶ国，アジア 4ヶ国に増えた。

こうした変化にもかかわらず， ITC内部の

分担割り当てに大きな変化がなかったのは，

何よりもヨーロッパと中南米チームが頭抜け

た強さを誇ったためだった。 W杯サッカーは

敗退したチームが次々と帰国するために，オ

リンピソクのような，閉会式という大団円に
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向けての盛り上がり方をしない。開催国が勝

ち残っていない場合には， トーナメントが進

むにつれて，大会は逆に寂しくなって行くの

が通常である。そして，勝ち残るのはいつも

ヨーロッパと中南米のチームだった。 EBUと

OTIは，そのことが放送に与える意味を知っ

ていた。また，放送権市場では，いつも高額

放送権の支払者となる日本が98年大会まで出

場出来なかったととと，経済成長の目覚まし

い韓国が86年から98年まで 4大会を連続出場

していながら， 1勝也出来なかったことは，

ABUの負担を全体の13%前後にとどまらせ

て， ITC内の各放送連合の分担を変えない要

因となった。

各放送迎合はITCの分担比率をもとに，連

合内部の放送局の分担比率を決定した。方法

は迎合によって少しずつ遣うが，加盟してい

る国ごとに割り振ることを原則とした。

EBUを例にとれば，組織内で経済力が豊か

なドイツ，イギリス，フランス，イタリア，

スペインの 5ヶ国が全体の50%を5等分し，

残り50%をほかの加盟国の事情を考慮して割

り振るという方法を採った。

EBUは，オリンピックを初め数多くの国際

スポーツ大会の放送権を，加盟機関が共同で

取得するプール放送権を伝統としているが，

殆どの場合，先の 5大国が全体の約80%を負

担することを原則としている。

ただし，イギリスと北欧や東欧を比較する

と，冬季オリンピソクなどはイギリスの負担

を軽くし，ほかで国々で補う方法を採用して

公平を図っている。冬のスポーツにおけるイ

ギリスの競技力が，国際レベルに達していな

い場合が多いためである。

逆の見方をすれば， 5大国が50%を負担す
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るW杯サッカーは，固の経済力とは無関係

に，どの国の放送にも等しく重要であり，競

技レベルも地域予選から本大会まで，どの国

もが勝ち残るチャンスを持っているという，

ヨーロ yパの特徴に合わせた分担比率という

ことになる。

アジアは， ITCが放送権を持ち続けた20年

で，最も恩恵を受けた地域と言える。

ABU内部の分担比率は，日本のNHKが最大

約50%から大会を追って34%まで負担を下げ

たが，加盟機関の中では突出していた。ほか

は，韓国，オーストラリア，香港が約10%前

後を負担し，残りをほかの加盟国で分け合っ

たり， ABUに加盟していない台湾に有料で譲

渡して不足分を補うなどの方法で，プール権

を維持した。

一見して，日本の負担が重過ぎるようだ

が， 90年代半ばまでの地域の歴然とした経済

格差と， ABUの創設を進めた放送機関とし

て，結束を図らねばならないNHKの立場から

すれば，やむを得ない商もあった。

各迎合ともに，一つの固から被数の加盟放

送機関がある場合は，それらの複数局が共同

で放送する意思確認を最初に要求し，圏内で

独占権の獲得競争が起こることを避けた。放

送連合はエージェントではない，との原則を

貫いたのである。

アジアの例で言えば，日本は98年フランス

大会までNHKが独占したが，乙れは87年に行

われた90/94/98年の 3大会一括契約時に，

ABUに加盟していた日本の放送局がNHKだけ

だったためである。その後， TBSやフジTVが
ABUに加盟したが，最初の権利者であるNI王K

と後で加盟機関となった会員が話し合うべ

き，国内問題として扱われた。
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図9 ・98フランス大会のITC内分担比率

OTI 
29.8% 

EBU 
50.2% 

ASBU URTNA 
6.2% 1.0% 

(資料:ABU) 

実際， 94年アメリカ大会までは，日本代表

チームがアジア予選で敗退を続けたことも原

因して， ABUのスポーツ会議でNHK以外の日

本の放送局から問題が提起されたことは無

かった。しかし， 98年フランス大会は，日本

が初出場し，また次回の大会が日韓共同開催

と決まっていたととが重なって，蜂の巣を突

いたような騒ぎになったが，圏内の調整がつ

かずNHKの独占放送が続いたのである。

逆に， ITCが放送権を保持した20年間で，

86年メキシコ大会から98年フランス大会まで

4連続出場を果たした韓国では，也とから

ABU加盟機関だったKBSとMBCに加え， 90年

代初頭， SBSが開局と同時にABUIこ加盟し，
3局共同でアメリカ大会とフランス大会を放

送した。韓国のABU内負担率10%前後の圏内

における割り振りは， 3局の話し合いにまか

せられた。費用対効果の面で， ITCの中で最

も思恵を受けたのは，韓国放送界であった。

W杯サッカーにおける日本の負担額を，図

8のオリンピック放送権の中で示したOTIの

負担額と比較すれば， NHKがITCの一員であ

ることがいかに有利だったか一目瞭然であ
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図10 '98フランス大会のABU内分担比率

中国
(CCTV) 

5.0% 

る。

(資料:ABU) 

中南米と日本のサッカーの実力を比較する

ような無謀を犯すつもりは毛頭ないが，さり

とて，オリンピックの彼我の競技力が放送権

料ほどに迷うかと言えば，答えはむしろ反対

で、ある。

ITCが放送権を保持した20年間で， W杯

サッカーは文字どおり世界ーの単独スポーツ

大会となったが，その閲， ITCは内部の負担

配分がもとで自ら危機を招くようなことは一

度もなかった。なかでもOTIが過重と思われ

る負担をし続けたことは， OTIの加盟国数が

少ない乙とや地域の経済状態を考えれば，単

にサッカーなしでいられない，といった南米

特有の事情を超えて賞賛に値するものであっ

た。世界的な普及を願うFIFAの姿勢と，

EBU， OTIの責任感を連帯の最大要因とした

ITCの存在が合致して， W杯サッカーの放送

機は緩やかな上昇のまま20年も続いた。

70年代半ばからスタートして， 80年代， 90 

年代と急激な成長を遂げたスポーツビジネス

と経済のグローパル化の中で， ITCの放送権

が“不当に"安かったかどうかはともかく，
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図11 '78アルゼンチン大会から'98フランス大会までのITO放送権料と
ABU， NHKの分担額推移

年度 ITC放送楠料 ABU 

問他国 総額 分担比率

1978 アルゼンチン 2，250 16，0% 

1982 スペイン 3，900 11.0% 

1986 メキシコ 4，900 11.0% 

1990 イタリア 9，000 12.8% 

1994 アメリカ 11，500 12.8% 

1998 フランス 13，500 12，8% 

オリンピックなどの放送権が軒並み高騰をし

たのに対して， 98年まで緩やかな上昇を続け

たW杯サッカー放送権の20年間は，奇跡とし

か言いようがないのである。

4.3 理想の放送権契約

権利とは，してはいけないこと，できない

ことを明確にする乙と，と言い換えることが

出来る。

放送権もまさにその通りで，放送回数，期

間，放送の種類など様々な制約に縛られる。

例えばオリンピックの場合，個々の契約で迷

うが，閉会式からその年の12月31日までは特

別な許可なく放送を行なえるとか，閉会式後

1か月間といった放送期間が規定される。そ

れ以後は番組の使用目的によるが，特別な許

可と場合によっては費用が必要となる。

FIFAがITCと結んだ契約も，当然，そうし

た制約はあったが，ほかと比べて格段に緩や

かで，放送側から見ればあらゆる契約の中で

理想の放送権契約と言えた。

以下は， 90/94/98年の 3大会一括契約の

特徴である。

1.地上波，衛星，ケーブルなど放送の種類

を問わない

NHK放送文化研究所年報47

(lil f立・万スイスフラン)

NHK 

金額 分担比率 金相 円換算額(万円)

360 32，9% 118.44 16，582 

429 49.8% 213，64 29，362 

539 49.8% 268.42 30，567 

1，152 38.0% 437.76 43，776 

1，472 34.0% 500.48 50，048 

1.728 34.0% 587.52 58，752 

(資料 ABU) 

2， ライブのほか，再放送の回数が無制限

3.放送期間は，一つの大会から次の大会が

始まる前日までの 4年間

4，放送迎合は，その地域内で迎合に加盟し

ていない国に対して，権利を有償で譲渡

する乙とが出来る

5，放送連合から囲内の権利を得た放送局

は，その権利を圏内の他の放送局に，有

償で譲渡出来る

6，契約に技術付帯番をつけ，放送に関する

制作及び技術上のあらゆる事柄を，

FIFA， ITC，開催国組織委員会，ホスト

局の 4者協議で決定する

7，大会開催国の放送局が加盟する放送連合

が，国際映像の制作・配信の責任を負う

lに関しては，多様なメディアで放送を

行っているブラジルのグローボや日本のNHK

など，規模の大きい放送局が思恵を受けた。

グローボは，グループ傘下の地上波無料放

送，有料と無料の衛星放送，有料のケーブル

テレビで放送を行ない， NHKも地上波，衛星

放送のほかに，ハイビジョンの制作・放送が

特別な義務を伴うことなく行うことが出来

た。

2と3に関しては，大会期間中だけでな
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く，繰り返し放送するととで，多くの商業局

は広告収入を得る乙とが出来た。また， FIFA 
にとっても，無制限に映し出される試合の映

像が，結果としてW杯サッカーの印象を強め

て価値を高める乙とにつながった。

4は，国際政治の影響で地域放送連合に加

盟できない国を救済するのに有効だった。ア

ジアを例に取れば，中国との関係でABUIこ加

盟できない台湾のケースが典型である。

ABUは台湾に対して，韓国や香港とほぼ同

等の金額で“台湾領域内"の権利を売却し，

剰余金は衛星回線費用やプール・オペレー

ション費用に当てられたほか，小さな国々の

負担を軽減する費用として使われた。

5も同様である。ブラジルのグローボは，

園内の大小の開業者に対して権利を譲渡した

結果， 94年アメリカ大会ではラジオを含めて

18もの放送局が，アメリカ・ダラスの国際放

送センターに集まった。グローボの放送を再

送信するだけでなく，独自取材による独自映

像と音声(ユニラテラル)を交じえて放送す

るためだった。広大な国土に散らばっている

選手の出身地などを考慮すると，最も効果的

な放送の方法だったと思われる。

6は， ITCとFIFAとの契約の特徴を最も顕

著に表している。

ITCは各連合から 2-3名の代表を選出し

て， CCC (Consortium Coordination 
Council)とLミう委員会を結成し，大会の放送

運営に関するあらゆる事柄を， FIFA，組織

委，ホストブロードキャスターとの 4者で協

議した。

筆者は， 90/94年の両大会と98年大会の準

備段階まで'CCCIこ加わった。業務内容は，ホ

ストブロードキャスターの国際映像とユニラ
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テラル双方のカメラ位置の決定，コメンタ

リーポジションの割り振り，連合内の放送局

が使うIBC(国際放送センター)やコメンタ

リーポジション使用料の払い込み，放送権保

有者であることを証明するアクレディテー

ション・カードの申請と管理など，大会を円

滑に運営するためのあらゆる事柄に及んだ。

例えば， 94年アメリカ大会はアメリカン・

フットボールの競技場を使用したが，アメフ

トのフィールドはサッカーよりl隔がd*-く，ス

タンドの最前列が高い位置にあることが多い

ために，スタジアムの一部を作り替えないと

コーナーキックを適正なカメラ位置から見せ

ることが出来ない。このため，スタンドの椅

子席を数列切り取ってフィールド全体をカメ

ラサイドと反対方向に数メートル動かす作業

を行わなくてはならないが，こうした業務に

までCCCは加わることになった。入場料収入

に直接影響する事柄である。乙のように， 98 

年までのW杯サッカーは，主催者，地元組織

委員会，放送が一体となった運営を行なっ

た。

中でも特筆すべきは，キックオフ時間の決

定に放送側の意見が反映されたことである。

もちろん決定権はFIFAにあるが，対戦チーム

の母国での放送時間が考慮された。

98年フランス大会で，アジア代表の試合を

早い時間に開始することを， FIFAとCCCが基

本合意したのは，例年12月にパリで闘いた会

議の席上だった。フランスとアジアの時差が

あるため，ヨーロッパで人気の低いアジア

チームの試合は，アジアではゴールデンタイ

ムにあたるフランスの午後の早い時間が好都

合な乙とで， FIFAと組織委， CCCの意見が一

致した。
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結果として，日本は98年6月14日，フラン

ス時間，午後 2時30分キックオフの対アルゼ

ンチン戦の抽選を引き，日本時間のゴールデ

ンタイムに生中継したNHKの視聴率は60.5%

を記録，統く 6月20日のクロアチア戦も60.9

%と驚異的な視聴率を記録した。海外で行な

われたスポーツ大会では破天荒なこの数字

は，日本代表が初出場を決める 3年前に出来

た合意で，半分近くは約束されたも同然だっ

たのである。

7については，開催国の主要放送局に対し

て，放送連合が制作・配信業務を依託する方

式が採用され， CCCが緊密なバックアップを

行う共同作業の形を取った。 86年メキシコで

はテレビサが中11)となり， OT1がスタッフを

供給した。 90年は，イタリアの公共放送RAI

が面白をかけてホストブロードキャスターの

役割を務めた。また， 98年フランス大会で

は， EBUに加盟しているフランスの 6つの公

共放送と商業放送がTVRS(Tele羽田on&Ra-

dio Services)とLミう組織を作りホスト業務を

行なった。

唯一の例外は例年アメリカ大会で，アメリ

カ囲内の放送権を持つABCとESPNがホスト

業務の受託を断ったため， EBUがこの大会の

国際映像制作だけを目的とする会社組織，

ES1 (EBU Spor!s 1ntemational)を作り，世界

への映像配信を行なった。このように， W杯

サッカーは開催国が変わっても，質の高い国

際映像が制作されるためのシステムを構築し

ていた。

こうした点が， F1FAとlTCのW杯サッカー

78年一98年契約を，あらゆるスポーツ放送権

契約のなかで，放送にとって理想の契約とす

る理由である。
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しかし， 02/06年大会の放送権がITCの手

を離れた乙とにより， 20年かけて構築した放

送体制はもろくも崩れ去った。

す

4.4 有料主役，無料脇役の棲み分け

2002年W杯サッカー韓国/日本大会の放送

権販売は，混乱のきわみに達した。 1SLとキ

ルヒ・メディアグループは，世界への販売を

2つに分割した。ヨーロッパをキルヒが担当

し，それ以外を1SLが受け持つことになっ

た。しかし，官頭で述べたように， 01年5月

にISLが倒産し，およそ l年後の02年4月に

はキルヒ・メディアグループも破たんした。

両社が持っていた02/06年大会の独占放送

権は，キルヒ・メディアグループ倒産の直

前，スイスに急逮作られた子会社キルヒ・ス

ポーツに， FIFAと銀行団の了承を得て移管さ

れた。

倒産以前，両社は販売を開始して早々に，

2つの成功をおさめた。ブラジルとスペイン

である。ブラジルでは， 1999年の暮れ，同国

最大のテレビ局で地上波放送と有料・無料の

衛星放送を持つグローボが，囲内のすべての

権利を手にした。 98年までのITCの有力メン

バーであったグローボが放送権を得た乙と

は，誰も疑問に思わなかった。

しかし，スペインの場合は違った。放送権

が合意された1999年夏の時点で，視聴契約世

帯数が 3万に満たない有料衛星放送のヴィ

ア・デジタル (ViaDigital)が， 1 億9600万

ユーロ(約225億 4千万円)もの高額で園内

の独占権を得た。ヴイア・デジタルは，ヨー

ロッパ有数の電話会社テレフォニカの子会社

で，契約者増のほかに，地上波無料放送への

権利再販を目的としたエージェント役をね
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らっていたとしても，あまりの高額に世界は

むしろ呆れた。

ブラジルとスペインが決着した後，世界を

相手にした放送権交渉は，喜劇的とも言える

混乱を起こした。

日本では，オリンピックと同じ地上波放送

局のジャパン・コンソーシアム(JC)が結成

された。 JCと1SLの最初の交渉で提示された

金額は， 02/06年2大会で 6億5千万スイス

フラン(約570億円)だったと言われる。お

よそ半年の沈黙の後， 02年大会だけの放送権

獲得を望んだJCに対して， 1SLはスイスフラ

ンではなく日本円で250億円を再提示した。

しかし，実質的な話し合いの余地はなく，ま

たしても物別れに終わった。 98年暮れから99

年夏までのことである。

とごろが，突渉がデッドロックに乗り上げ

て双方が不信を募らせている聞の2000年3

月，有料cs衛星放送のスカイパーフェクホrと
ディレクTVの2社が合併を電撃的に発表し

た。日本のCS衛星放送はスカイノTーフェクホf

l社となり，経営戦略をBSkyBのようにサ y

カーを軸とする大型スポーツ大会の独占放送

にシフトすることが，現実味を帯びて来た。

さらに，日本の交渉当事者が， 1SLから電

通へと安代するという出来事が，ほぼ同じ時

期に起きていた。日本の商習慣にうと L、1SL
に対して電通が危倶を抱いたとする説と，電

通はこの時点ですでに，ほぼ l年半後の1SL

倒産を察知していたという 2つの説がある。

両方とも正しいのであろう。

00年9月4日，スカイノTーフェクTVは64N.出

合のCS衛星放送独占権を電通と合意した。推

定額は135億円と言われている。続いて11月

21日， JCが40試合の地上波， BSデジタル衛星
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放送権を推定66億円で合意した。

キルヒ・スポーツの資料(図12参照)によ

れば，契約者欄に電通と書いてあり，有料放

送の欄にスカイパーフェク明人無料放送の欄

にはジャノTン・コンソーシアムとしてANB，

CX， NTV， TBS， TX， NHK， BS-i， BS 

Fuji， BS-Asahi， BSJ， BSJa戸nの順序で名前

が記されている。

JCと1SLの交渉が暗礁に乗り上げている聞

に，電通が日本の放送権をすべて買い取り，

その権利の再販売の主役に，有料放送のスカ

イパーフェクTVを置いて全試合の放送権を合

意した後，地上波の放送が見られなくなるか

も知れないという視聴者の不安を後押しにす

る形で， JCとの間で'40試合の放送権を合意し

たのである。

1SLと早めの交代をした電通の妙案は奏功

し， 40試合の地上放送は視聴者の不安を消し

た。ここに日本の放送界では初めて有料放送を

権利ビジネスの主役とし，無料放送はビジネス

の面で肪J畳へと退きながら，費用対効果の面で

“実をとる"という新たな時代へと踏み出し

た。

イギリスでは， BSkyBの出方が注目された

が， H!i!7千万ポンド(約290億円)とされ

るキルヒの提示に， BSkyBが「法外な値段」

と拒否，断られたキjレヒは特別指定行事を規

定するイギリス放送法の無効を求めて提訴の

構えに出た。キルヒが独占権を取得したのは

96年であり，特別指定行事改正が98年だか

ら，特別指定行事の適用は無効であるという

ものだった。乙れまでスポーツ放送権料をつ

り上げて来たBSkyBが「法外」と言ったこと

や，キルヒが提訴しようとした理由が，多く

の人々の笑いを誘った。
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いつまで続くかスポーツ放送柿市場の巨大化

図12 '02韓日大会の国別テレビ赦送権保有者一覧(抜粋)

Territo Free Broadcaster Pav Broadcastcr C_Q_lJjracting_Partv 
Eurooc 

Belgium RTBF Vl田町IseRadio-巴n
VRT Televisieomroep (VRT) 

Denmark 
DR-Danmllrks Radio TV 

Canal Digital (Telenor) Sveriges Television AB (SVT) TV2 
TFl 

France (inc1uding Andoη'a) LCI Television Francaise 1 S.A. (TFl) 
Eurosport 
ARD/ZDF ARDIZDF 
DSF-Deutsches Sport Fernsehen KirchMedia 

Germany Premi巴re KirchMedia 
5at.l KirchMedia 
RTL (news access) KirchMedia 

aItnad ly V(ainticclaun dCinig tyS} an Marino RAI Rai Trade S.p.A 

Norway NRK Canal Digital (Telenor) Sveriges Television AB (SVT) 
TV2 Telenor 

Spain Antcna 3 ViaDigital DiSItnbuMAor(a Vdm e TDeilRe1vtaisll ion 
Digital.S 

Sweden (inc1uding Faroe SVT 
Canal Digi凶 (Telenor) Sveriges Television AB (SVT) Island and G目 enland) TV4 

United Kingdom 
BBC British Broadcasting Co中O汀atlon
ITV & ITV Network Limitcd 

Asia 
China CCTV China Cent四ITelevision (CCTV 

Hone: Kon陸 CableTV 
Hong Kong ATV (AsiaTV Hong Kong Cable TV 

TVB (Television Broadcast Ltd.) 
Japan Consortium (ANB， CX， NTV， 

Japan TBS，BTS XJ，aNpHanK) ，BSh BS FuJL BSEAsatu， Sky PerfecTV Dentsu Inc 
BSJ， 
KBS 

Korea Pool Korea 島1BC
SBS 

(KBS. MBC. SBS) 

Astro 

恥ilalaysia NTV7 
M-L回 gueMarJ出 ingSdnBhd 

RTM 
TV3 
ITV 

Thailand TV9 DhoSpaak Co. Limited 
TVll 

Americn 
America 2 

Argentina Sist巴maNacional de Medios Publicos DirecTV Latin America DirecTV Latin America， LLC 
(CanaI7) 

Brazil TVGlobo Globosat TVGloboLtd 
TV Azteca 
Multimedios Estrellas de Oro S.A 
Corporacion de Noticias e Informaci6n 

Mexico 
PCTV 

DirecTV Latin America DirecTV Latin America， LLC T巴l巴visa
Cablevision 
Cana122 
MVS Multivision 

USA 
ABC (English) 

Anschutz Soccer LLC (MLS) ESPN (English) 

USA 
Univision (Spanish) 

Galavision (Spanish) Univision Communications Inc. Telefut旦，，(~panishi)

(資料KirchSportキルヒスポ{ツ 2002年7月1日付ドキュメントから抜粋)
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いつまで続くかスポーツ放送揃市場の巨大化

ドイツでは，公共放送ARDとZDFに対し

て，キルヒは金額の取引のほかに，オリン

ピック放送権の一部をW杯放送権とノfーター

するととを要求した。この妙案は，いったん

成立しかかったが.IOCとEBUから異論が出

て二転三転の末，消えた。

また，イタリアのRAIは，自国チームが韓

国チームに敗退した後，多大な損害を受けた

としてFIFAに対して賠償を求める一幕があっ

た。負けたのは審判の誤審のせいで，それを

放置したFIFAは，イタリアチーム敗退後RAI

が被った広告料の損失を賠償する責任があ

る，という理由だった。 02年大会の放送権交

渉が残した逸話には，ヨーロッパを中心にプ

ロらしからぬ笑い話の類いが多いが，権料の

暴騰に多くが起因しているのは言うまでもな

。
、aL
 
手元に，国別の放送権保有局に関するキル

ヒ・スポーツの資料がある。膨大な量なので

全部を掲載できないが，今回の放送権がどの

ようにして世界に配分されたかを検証するた

めに一部を抜き出しておく。

放送権は世界の187ヶ国で販売された。無

料放送の数は259局，有料放送は衛星放送と

ケーブルテレビを合わせて23局である。

この数字のギヤソプは，地上波の無料放送

が日本のJCのように複数局で構成されるコン

ソーシアムだったり，同じ国の中でも地域や

試合ごとに細分して，迷う放送局に権利が売

られたことを意味する。また，アフリカのナ

イジエリアでは36局もの無料地上放送がリス

トアップされているが，これは全国ネットの

放送局が無いためと推測される。

有料放送のなかでは，多くの国々をカバー

する有料の国際衛星放送が，中南米，アラブ

44 

諸国，南アジア，アフリカなど、て、目立つた。

例えば，中南米ではブラジルを除く殆どの

国の放送権を，アメリカ資本の有料衛星放送

DirecTV Latin Americaが最初に獲得して，

ディレクTVが各国の地上無料放送に対して権

利の再販売を行なった。その結果，メキシコ

では地上無料放送が乱立し，逆にアルゼンチ

ンでは無料放送が2局と好対照を見せた。ア

ルゼンチン国営テレビの交渉担当者に直接聞

いたところ，ディレクTVの受信契約世帯がア

ルゼンチンでは数万しか無いことを理由に

全試合の放送権を獲得したが，その価格は

ITCメンバーだった頃のOTI内部の分担金より

も安かったと pう。大会が始まるわずか4ヶ

月前、 02年2月のソルトレーク冬季五輪で聞

いた話である。放送のための準備期間など

まったく無い，売る側も買う側も，それ程，

せっばつまった段階にあった。アフリカは，

2つの有料衛星放送が大陸全体をカバーし

た。うち英語放送は南アフリカ，仏語放送は

フランス系の放送局だった。

この表の最大の特徴は，キルヒ・スポーツ

と契約を結んだことを示すContractingParty 

という欄に記載されている，放送局以外の会

社名やスポーツ団体の名前の多さである。

アメリカのABCとESPNに英語放送権を

売ったAnshutzSoccer LLCはアメリカのプロ

サッカーリーグ.MLS (メジャー・リーグ・

サッカー)のマーケテイング部門であり?

レーシアのM-LeagueMarketingも同様であ

る。カリブ海諸国では，カリブサッカ一連盟

(CFU)がキルヒと契約を結び，その後で，

放送局に対して放送権の再販売(サプライセ

ンス)を行った。

タイのDhoSpaakCo_Ltdは，日本の電通と
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図13 '02W杯サッカー放送権料

(lll位百万ユーロ)

スペイン 196 

ドイツ 128 

イギリス 98 

イタリア 80 

フランス 80 

その他欧州 139 

アメリカ 103 

プラジJレ 250 

その他南米 236 

日本 171 

純国 35 

アフリカ 11 

(資料 日本経済桁間 2∞2年4円9日)

同じく広告代理屈である。

これとは対照的に，ヨーロッパは殆どの国

で放送局が契約者欄に名を連ねる，いわば放

送権契約の通常の姿を見せている。ヨーロッ

パ以外で契約者欄に放送局の名前が少ないの

は，交渉を担当するISLが，契約合意に至る

前に倒産したことを意味している。このた

め，両社が倒産した後で権利を移管されたキ

ルヒ・スポーツが，エージェントや国際衛星

放送局，あるいはサッカ一団体に“丸投げ"

せざるを得なかったものと恩われる。

また，イギリスやイタリア，オーストラリ

アのように，有料放送を規制している国々で

は地上放送だけが放送を行なって，有料・無

料の並立にはならなかった。

キルヒ・スポーツは，各国の放送権料を公

表していない。ここでは，参考のために新聞

がまとめた， 02年大会の主要各国の推定額

を，転載しておくことにする。
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いつまで就くかスポーツ放送柿市!tlの巨大化

4.5 高視聴率~多様化する伝え方

02年W杯サッカー韓日大会は，各国で高視

聴率を記録するとともに，メディアの伝え方

が多様化した。イギリスでは，イングランド

初戦(対スウェーデン)をITVが生中継し，

視聴世帯シェアで84%と過去最高を記録し

た。視聴世帯数は，後半のピーク時が1，370万

世帯で，フランスでの前回大会の初戦(対

チュニジア)の1，130万世帯を大きく上回っ

た。試合は，イギリス時間で 6月2日の午前

10時30分から生中継されたが，この視聴世帯

数の多さは，日本とイギリスの 8時間の時差

を克服したことを示すものであった。

一方BBCは，試合速報を携帯電話向けに有

料で配信するサービスを始め.ITVが中継す

る日に対抗した。契約した携帯電話に， 1日

3回， BBCスポーツからニュースを流し，

ニュース I件あたり20ペンス(約40円)を請

求，税金や諸費用を除いた 7ペンスをBBCの

慈善活動「スポーツリリーフ」に寄付した。

大会に初出場をした中国では，地上波，衛

星放送ともに国営のCCTVが独占したが，初

戦の対コスタリカ戦で早くも 3億5，000万人の

視聴者数を記録した。 CCTVは02/06年の 2

大会に対して合計2億元(約30億円)の放送

権料を支払ったが，広告収入は大会半ばです

でに 4億元にも上ったという。

共催国の日本では，日本代表の決勝リーグ

進出という予想以上の健闘で，地上波放送は

各試合とも軒並み高視聴率を記録した。これ

までのスポーツ放送と大きく変わった点は，

日本戦に限らず，外国勢同士の対戦の人気が

高かったことであった。図14は， ]Cが放送し

た地上波放送の上位15試合の視聴率である

が，前半と後半を別番組に分けて論議を呼ん
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いつまで統くかスポーツ放送権市場の巨大化

だNHKの数字を平均すると， 5位以内に 2つ

の外国チーム同士の対戦力一ドが占めたごと

になる。

全:64試合を放送した有料のCS衛星放送スカ

イパーフェクTVは， 10チャンネルを用いて再

放送を含むW杯サッカ一番組の24時間放送を

提供した。スカイパーフェクTVは契約者への

無料サービスを行ない， 4月の契約を 6万

7，800件， 5月は10万件と増加させて，大会期

間中の契約者数は320万件となった。ビデオ

リサーチの調査によれば，スカイパーフェヲ

TVを視聴した人は， NHKBSハイビジョンの

4%や民放BSデジタルの 3%を上回る， 6% 

の視聴率を記録した。番組セールスは電通が

10億円で行ない， 135億円の放送権料を取り

戻すには速く及ばないものの，ステーション

イメージの大幅アップlこ成功した。

一方，ラジオ放送では，日本全国の民放ラ

ジオが一斉に同じ番組を放送するという，い

びつな現象を招いた。全国で101局ある民放

図14 '02年W杯サッカー 世帯・個人視聴率
(%) 

放送 欣送
男女 男性 女惟

順 肱送日 放送
放送局 番組名 世帯 50成 50故

位 2002'1' 附日 開治 分数
13- 20- 35- 回~ 35-

19品主 34蹴 49鵡 以上 34iI!i 49成 以上

1 1 06.09 日 20:00 174 フジテレビ
l止リーグ

66.1 
ー日本Xロシア

43.4 48.8 55.8 48.3 49.7 58.0 42.5 

2106加 日 20:57 93 NHK総合
決勝

-ドイツ×ブラジル(桂三件)
65.6 33.9 36.1 53.7 51.3 38.4 53.0 

3 1 06.04 グ〈 18:53 67 NHK総合
1).主リーグ

58.8 32.9 29.3 25.4 42.8 27.8 49.3 45・6I 日本×ベルギー{怯半)

4 1 06.30 日 19:20 89 NHK総合
決勝

50.2 
-ドイツ×ブラジル(前半)

23.6 22.9 35.0 44.6 24.8 38.2 40.5 

5 1 06.18 火 16:25 95 NHK潜骨
/)<1日fトーナメント

48.5 20.2 20.7 13.6 30.9 21.2 37.6 34.3 
日本×トルコ(桂三件)

6 1 06.25 火 20:00 165 日本テレピ
司自決H存

48.3 20.0 23.2 27.3 32.2 24.3 40.3 32.5 
-ドイツ×附図

7 1 06.26 水 21 :27 63 NHK総合
惜決勝

47.6 14.3 剖3 31.8 32.8 23.0 36.9 35.5 
ーブラジルXIルコ(怯半)

8 I 06.14 金 15:00 174 テレピ朝日
1).士リーグ

45.5 15.1 17.5 13.6 26.2 20.1 38.7 31.1 
-チュニジア×日本

9 1 06.18 火 15:05 74 NHK総合
決勝 1.-ナメン卜

45.3 
-日本×トルコ(前半)

12.0 18.4 13.9 31.0 19.2 36.1 29.3 

10 06.04 火 17:49 59 NHK総合
l次リーーグ

-日本×ベルギー(i間半)
43.1 20.9 20.5 16.9 26.2 15.7 34.3 29.8 

11 06.07 金 20:10 145 TBS 
1 ;j:リーグ

41.6 23.9 27.7 28.2 24.8 23.4 36.3 20.2 
-アルゼンチンXイングランド

12 06.26 水 20:00 79 NHK総合
申決勝

39.1 12.4 18.6 19.4 28.6 18.2 28.6 31.1 
ーブラジルXIルコ(前'1り

13 05.31 企 21・29 61 NHK総合
開幕戦

35.9 18.9 24.6 23.0 26.3 11.8 26.2 18.2 
-フランス×セネガル(怯半)

14 06.18 ゾ〈 20・10 180 テレビ帆日
決勝卜 ナメント

35.4 15.2 22，0 23.1 23.2 18.4 29.9 21.6 
.j:V~国×イタリア

15 06.17 月 2]:27 63 NHK総合
決H時トーナメント

プラジル×ベルギー(龍平)
34.8 16.7 22.5 21.8 23.1 12.2 25.5 20.7 

(資料'ビデオリサーチ制べ。関東地上波アナログ放送)
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いつまで続くかスポーツ放送楠市場の巨大化

図15 韓国 3社同時放送のうちの主な試合の各局別視聴率
(%) 

対戦カード KBSI KBS2 MBC SBS 

帥困 vsポーランド 16.2 28.0 18.8 

仰回 vsアメリカ 11.2 23.9 14.9 

腕国 vs ポル|ガル 13.7 26.8 17.1 

(決I1持リーグ)仰困 vsイタリア 15.7 7.7 27.6 14.5 

(前々決11紛糾回 vsスペイン 14.2 5.9 3日3 14.0 

(i\~決11時)脚回 vs ドイツ 14.3 15.6 33.1 10.3 

( 3位決定戦)仰国 vsトルコ 10.3 33.0 12.3 

(問t"収)フランス vsセネガル 23.7 19.5 10.0 

日本 vsベルギー 8.1 14.8 7.4 

日本 vsロシア 11.4 20.1 14.6 

日本 vsチュニジア 3.9 4.9 2.8 

日本 vsトルコ 6.6 8.0 4.9 

(準々決勝)イングランド vsブラジル 8.1 9.0 4.5 

ドイツ vsアメリカ 7.2 23.9 8.4 

セネガル vsトルコ 7.0 13.7 6.6 

(i¥"決l問)プランル V5トルコ 9.9 17.3 8.7 

(決勝)ブラジル vsドイツ 16.1 24.8 8.7 

(資料 KB[(純国放送l映像産業振興院)TNS Media Korea制査)

ラジオ局のAM，FM，短波放送の，すべての

宣伝枠を電通が 2億円で買い切りにして，同

じアナウンサーと解説，同じコマーシャル

で，日本戦と決勝戦の中継を行なったのであ

る。このため，ラジオの聴取者はN日〈のラジ

オ第 2放送とFMを除いて，試合の当日はど

のダイヤルに合わせてもW杯サッカーを聴か

されるという極端な放送となり，逆にリス

ナーの選択権を奪うごとになった。

こうした極端な放送は，韓国ではテレビの

同時放送となって増幅された。

自国代表チームが準決勝まで進出した韓国

は空前の熱狂につつまれた。放送権を持つ地

上放送の3社 (KBS，MBC， SBS)が64試合

のうち43試合を， 3社一斉に同時放送を行な

うという，空前絶後の番組編成を行なった。

世界の多くの国々で放送の形態が多様化する

中で極めて特殊な放送例であり，日本の民放

ラジオの101局一斉放送と並んで，極端な番

NHK!I虫送文化研究所年報 47

組編成となった。

韓国では一部の市民団体や研究者から，電

波の浪費との批判も出たが，あまりの熱気に

押されて大きな議論にならなかったという。

このような編成は，スポーツと放送が共に

文化であるという視点から見れば，人身の考

え方が多様で、あるのと同じように，スポーツ

とそれを伝える放送もまた，多様さを尊重す

べきという原則から話離していると言える。

その意味で，日本のラジオと韓国のテレビ

は，両国にとって，乙れから半世紀の聞に再

び来ることがないかも知れない大型大会とは

いえ，悔いを残す番組編成を行なった，と言

わざるを得ない。

5.止まらぬ市場巨大化と地殻変動の予感

順天堂大学スポーツマーケティング研究室
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いつまで統くかスポーツ放送権市場の巨大化

のまとめによると， 02年W杯サッカーの民放

とスカイパーフェクTVの放送による直接の収

入は，合計で162億円に達する。

フルパッケージと呼ばれる l社10億円の広

告主が10社，ハーフパッケージと呼ばれる l

社5億円の広告主が10社，合計150億円が，

民放が放送した16試合の地上放送とBSデジタ

ル放送の広告収入である。 16試合のコマー

シャル時間は，フルパッケージの地上放送が

l社で42分30秒， BSデジタルが41分で，ハー

フパッケージは地上， BSともに18分30秒だっ

た。この広告料にラジオの 2億円を合わせた

収入152億円が， ]Cの一方を構成した民放全

体のW杯サッカーの決算である。

]C全体の66億円と言われる放送権料を，

NHKとの閣で6対4の比率で分担しているの

で，民放全体で放送権料26億4，000万円の出費

に対して， 125.6億円の収入を得たことにな

る。

次回のドイツ大会は，日本との間で 7時間

の時差がある。しかし，今大会で得た高視聴

率と高額な広告収入は，ドイツ大会の放送権

獲得競争の激化を予測させるに十分であり，

JCを憐れて単独で名乗りを上げる放送局があ

るかも知れないと，一部で噂される根拠と

なった。

一方，巨額の放送権料を支払ってー畷主役

に躍り出たスカイバーフェクTVが，今回のW

杯サッカーで増やした契約者を解約させない

ためには，今後も“キラーコンテンツ"に高

額投資を行ない続けなくてはならない。

ハツカネズミが丸い櫨を回し続けるのにも

似て，いつか疲れ果てる時が来るかも知れな

いが，それまでの聞は，ほかのメディアの危

機感を煽り，放送権市場は上昇のスパイラル
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現象を起こすであろう。そうした上昇のスパ

イラルは，オリンピックやW杯サッカーのよ

うな大型大会に限らず，むしろレギュラー

シーズンを持つプロスポーツのリーグで，よ

り顕著に起きると予測される。日本では，松

井秀喜やイチローのアメリカ大リーグ野球

と，中田英寿らがプレーをするヨーロッパ各

国のサッカー・リーグが，激しい放送権争奪

の対象となるだろう。

ー方，世界のメディア全体に眼を転ずれ

ば，有料衛星放送はしばらくの聞は増え続け

るだろう。また，各国で進められている地上

放送のデジタル化は，日本のような高画質の

HDTVより，標準テレビのマルチサービスを

採用する国々が多いことから，テレビの多

チャンネル化は衛星放送と地上放送の双方で

加速すると予想される。

世界の広告料総額が倍になるためには，途

方もない時間と労力を必要とするが，チャン

ネル数は数年のうちに 3倍にも 4倍にもなる

であろう。結果として，衛星だけでなく地上

波も有料放送が増加するととになる。

一方，多くの人々を惹き付‘けるイベントの

数はそれほど多くはない。そのため，チャン

ネル数の増えたメディアが“キラーコンテン

ツ"を求めて殺到するのは避けられそうにな

い。一般の国民にとって，放送権料がどれほ

ど高かろうとも，見る乙とが出来さえすれば

他人事でしかなく，さらには，多少の出資を

伴っても好みのスポーツを見たいというファ

ンは，これからも間違いなく増えて行く。国

民の多くが見られなくなるかも知れないと，

あれほど心配された02年W杯サッカーも，終

わってみれば大成功の歓声ばかりで，相憂で

終わったのが昔のごとのようにすら思える。
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スポーツ放送権市場の巨大化が，メテeイアの

淘汰に一区切りがつくまで止むことなく続く

と思わせる，様々な根拠である。

放送権の高騰を食い止めるにはcollective

negotiations (集団交渉)が最も効果的である

ことは， 98年W杯サッカーまでのITCが証明

した。しかし，維持することの難しさも同時

に味わった。 EBUは集団交渉による域内の共

通放送権(プール放送権)を，現在でも，夏

冬のオリンピック大会を初め50近くの国際イ

ベントで保有している。しかし，これはヨー

ロッパという土壌で共通した文化を持ってい

るEBUにして初めて可能なことであり，どの

地域にも当てはまることではない。

例えばアジア大会におけるABUのプール放

送権の維持の難しさが，その典型である。

日本や韓国がプールに加われば，放送権料

全体の底上げにつながり，経済力の低い固か

ら高い国への依存度が高まる。スポーツに対

する関心の速い，宗教や文化の遣いが，現実

的な資金分担を巡ってプールの結束を乱す要

素になることもある。 ABUのアジア大会プー

ル放送権は，こうした原因が重なって，日本

と韓国は参加と不参加を繰り返して来た。

02年釜山アジア大会では，ホスト国の韓国

は別として，日本と中国，インドを中心とす

るプールが組まれたが，域内の中堅固である

タイ，マレーシア，インドネシアなどが，そ

れぞれの事情からプールを雌れる結果になっ

た。アジアの多様性が裏目に出ることが多

く，連合の結束を保つのはEBUなどより，は

るかに難しいのである。

また同じ国の中でも，商業放送と公共放送

が混在するプールの維持は，視聴率の上下で

しばしば困難になる。オリンピックの]Cの場
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合，ソルトレークシティー冬季大会で祝聴率

が大幅に落ち込んだことから， 2010年以後も

夏冬大会をまとめたプールを維持出来るか危

ぶむ声がある。高過ぎると非難の合唱になっ

た02年W杯サッカーの日韓大会でさえ，終

わってみれば，民放が出した利益の大きさ

は， ドイツ大会の]C結成について，かすかな

不安材料として残った。

さらに，スポーツ放送権が細分化される流

れが，一方にある。乙れからは，テレビの多

チャンネル化だけでなく，インターネットや

携帯電話など，メディアの種類が増えるのに

合わせて，スポーツ団体側は権利を細分化し

て販売すると思われる。

イギリスのプレミア・リーグは， 2001年の

契約更改を行った時，権利を 8つに分割して

メディアに提示した。生中継権，フルカパ

レソジの異時再送信権，ハイライト権，

ニュース権，ベイパービュー (PPV)権，イ

ンターネット権，携帯電話権，ラジオ権の 8

つである。すでに述べたように，最大の権利

である生中継を有料衛星放送のBSkyBが押さ

え，ハイライトは地上波無料放送のITVが，

試合を見るたひ1こ視聴料金を払うPPVはケー

ブルテレビのNTLが獲得して，公共放送の

BBCはラジオ権だけを守ることになった。

8つのうち幾つかは成立しなかったが，

リーグはわずか 3年で16億ポンドもの収益

を，メディアから{辱た。プレミア・リーグの

細分化方式は，ほかのスポーツ団体の手本と

して採用されるだろう。

すでに水面下で始まっていると思われるオ

リンピックの2010年以後の交渉でも，このよ

うに細分化された権利の提示が十分に予測さ

れる。 IOCはシドニー・オリンピックの直
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後， 00年12月に聞いたニューメディア委員会

で， 10年以後インターネット権を新設する乙

とを決定した。仮に，これまで採ってきた無

料放送優先の基本政策に変更があったとして
す

も，それが無料と有料の 2つの放送形態の棲

み分けであるならば， IOCは意に介さないで

あろう。 02年W杯サッカーの成功は，そうし

た変化への先例となるに遣いな1'，

権利の細分化は，多様なメディアを利用す

る人キの便宜性を高めることで，時代の要請

に応えるという大義名分を与えてくれる。そ

のことが，とれまで放送権料が高騰するたび

に繰り返されてきた，スポーツ団体への批判

を治通わすというメリットを与えてくれそうで

もある。そして何よりも，収入源が増え，

様々なメディアからの収入総額の増加に直結

する。

一方，スポーツを伝えるメディアがどのよ

うに多様化しでも，その中核は無料にせよ有

料にせよ，テレビであることに変わりはな

く，生き残りをかけた競争の激化が更なる放

送権の高騰を呼ぶであろうことは想像に難く

ない。

02年W杯サ yカーが終わった時点で，それ

までの 4年間のFIFAの総収入に占める放送権

料の割合は80%であった。 IOCの場合も， 00 

年シドニ一大会までの 4年間の収入のうち，

放送権料は全体の約4分の 3に達している。

こうしたメディア頼みの事実を，異常と言

うべきかどうかは立場によって遣うであろう

が，先述したITVデジタルの破たんに連鎖し

て倒産したイングランドのプロサッカーl部

リーグのブラッドフォード・シティーのt圭営

者の言葉を紹介しておく。

「昔は入場料収入で身の丈にあった経営を
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していたが，放送権の高騰ですべてが狂っ

た」。チームとテレヒeの双方が幻想に浸った

後の，あまりに悲痛な嘆きであり，小さな

リーグで起きたこととして済ますには危険に

過ぎる先例である。

ごうした，異常とも言えるメディア頼みの

現状は， IOCやFIFAのような大型の国際ス

ポーツ団体だけでなく，アメリカの 4大プロ

スポーツやヨーロッパ・サッカーのトップ

リーグでも，事情は殆ど閉じである。

高額放送権に支えられて，選手の年棒が青

天井となり，移籍ビジネスでしか運営が成り

立たない球団が，大リーグ野球でもヨーロ y

パのサッカーでも大半をしめている。大リー

グは02年シーズンの半ば，ぜいたく税の導入

を巡って，選手会側のストライキは突入寸前

まで行った。

特定のスポーツが永遠に愛され続けるもの

でもないことは， 94年の大リーグの長期スト

で多くのファン離れを起こした乙とで経験し

た。イタリアのセリエAの開幕延期も，もう

少し長引けば同じことが起きたと思われる。

どんなスポーツであれ，大衆の支持を失え

ば衰退の道をたどるしかなく，それが自分で

行うスポーツと違う， i見るスポーッ」の宿

命である。

本稿の冒頭で述べた，連鎖反応のような

数々の変事は，テレビ放送権で得られる収入

を回転軸に，膨張につぐ膨張を続けて来た

「見るスポーツ」の矛盾が噴き出し，地殻変

動が起きつつあることを告げる，何よりの証

拠であろう。

ヨーロッパで衛星放送が市場を席巻し始め

た80年代の終わり， iスポーツ放送権という

妖怪がヨーロッノTを俳佃しているJという苦
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笑交じりの言葉を，当時の，アルパート・

シャルフ(AlbertSharf) EBU会長から閲Lミた

ことがある。マルクスの言葉をもじったもの

であるが，考えようによっては，俳個する場

所のない妖怪は宙に浮くしかない。あまりに

高額化した放送権を，放送界が“寅わない良

心"を問われるような事態になってしまう

と，スポーツ団体と放送界の痛手ばかりでな

く，国民の損失は計り知れないものになる。

2003年，日本のテレビは放送開始50年を迎

えた。その閲，スポーツビジネスは，小額の

施設使用料から莫大な放送権ビジネスへと，

メディア経営の鍵を握るまでに成長した。

スポーツ放送も週末だけの番組から， 1週

間を通した番組へと変身を遂げ，視聴者の関

心を最も惹き付ける番組に途切れが無くなっ

た。国内スポーツと海外スポーツのボーダレ

ス化が進み，連日放送されている海外イベン

トの放送が，国際理解に大きく貢献している

側面も見逃せない。

せっかくの文化が，宙に浮くことにならな

いためにも，スポーツ団体と放送の，双方の

知恵が求められている。

この原稿を書くにあたり，元テレビ東京の

白石剛主主氏，スポーツプロデューサーの杉山

茂氏，元EBUスポーツ局長リチヤード・パン

氏から多大な助言を頂いた。名前を記して感

謝をしたい。

(そねとしろう)
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Franco Rossi: Perda il migliore 
邦題:逆説のワーJレドカソプ(今野里美訳)日
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読売新聞運動部「誤解だらけの大リーグ神話」中
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裏側」角川書庖 2002年5月

付記:

l月中旬に脱稿した後，アメリカで注目すべき

助きがあった。 2月2日， NBCがAFL(アリーナ

フットポールリーグ)という聞き慣れないヌポー

ツの中継を開始した。 AFLは室内版アメリカン・

プットポーJレで，アイスホッケーに使われるアイ

スリンクに縦 50ヤードのフィーJレドを張り， 1 

チーム 8人制でアメフトよりスピーディーな試合

を行う， 80年代に始まった新しいプロスポーツで

ある。 NBCは， 1989年から NBA(ノfスケット)の

地上放送の放送権を持ち続けていたが， 03年以後

の契約更新をすでに断念し，MLB(野球)，NFL(ア
メフト)の 3大プロスポーツからすべて手を引L、
た。このため， NBCの放送はメジャースポーツと

してはオリンピックだけとなった。 NBAに対して

は， CBS， ABC， Foxのネソトワーク 3社也入札に

興味を示さず， NBAは03年シーズンからケープル

テレビの放送だけとなる。しかし， 3社は06年ま

での問に， MLBや NFLの放送権料のため総額55
億ドルの損失を出すとの予測もあり， NBCのよう

なメジャー離れをいつ起こすとも限らない。プロ

スポーツの本場アメリカで，地殻変動が起き始め

たようで品る。
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