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I T企業の球界進出
ネット中継の可能性と課題

田中　学　　メディア経営部　　

はじめに

2005年から，プロ野球界に IT（情報技術）
関連企業2社が球団オーナーとして加わるこ
とになった。インターネットモール（仮想商
店街）の運営などを手がける「楽天」と，ポー
タルサイトのヤフーや固定電話の日本テレコ
ムなどグループ企業およそ 300社を抱える，
業界最大手の「ソフトバンク」である。
球界が新規参入企業を迎え入れるきっかけ

は，近鉄バファローズが年間40億円もの赤
字に耐えかねて，オリックス・ブルーウェー
ブと合併したことだった。同じパ・リーグに
属する他球団も十億～数十億円の赤字とさ
れ，「パ・リーグは破産状態」と公言しては
ばからないオーナー企業さえある。
それでも，IT2社は球界参入を選択した。2
社だけではない。真っ先に新規参入に名乗り
をあげたライブドアや，一時ダイエーホーク
スや横浜ベイスターズの買収意志を表明した
有線ブロードネットワークスなど，プロ野球
に関心を示すIT企業はほかにもある。彼らは，
「破産状態」とされる球界でも，ITを活用す
ることで必ず黒字化できると見込んでいる。
IT 関連ビジネスは，動画や音楽の配信，

双方向のコミュニケーションなど，メディア
産業的性格を持っていて，その戦略は必然的
に，放送を含めたメディア界の現状とリンク
している。ゆえに，彼らの球界参入の意図を
読み解くことで，メディアの今も見えてくる。

本稿では，プロ野球に参入した IT企業の
戦略とメディア状況との関わりを見ていくと
ともに，その戦略の中心となるインターネッ
ト中継の可能性や課題について考える。

IT 球団ビジネスの目玉は「ネット中継」
球界参入を果たした楽天，ソフトバンク両

社は，IT を活用したさまざまな試みを提案
している。その目玉が，インターネットを使っ
た試合中継（以下，ネット中継）である。
ネット中継は，ストリーミングという技術

を使って，ライブ映像をインターネット経由
で配信するものだ。最近では多くのスポーツ
イベントが，ネット中継されている。従来は，
テレビやラジオの放送権を持つ放送局が，補
完的に（細々と）行うのが一般的だったが，近
年，国際大会などでも「ネット放送権」を別
立てにして契約を結ぶケースが増えてきた。
IOC（国際オリンピック委員会）は，2000

年12月に開いた「スポーツとニューメディア
世界会議」で，インターネットで競技映像や
音声などを流す「インターネット権」の新設
に言及した。そして 04年6月，10年の冬季
五輪（カナダ・バンクーバー）と 12年の夏季
五輪（開催地未定）で，インターネットや携
帯電話向けのサービス提供の権利を認める契
約を，ヨーロッパ放送連合（EBU）と結んだ。
MLB（アメリカ大リーグ機構）は，01年か

らネット権を設定し，公式ホームページ（HP）
「MLB.com」で音声中継を開始した。02年8
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月には，映像によるネット中継を初めて実施
し，03年からは毎月250試合前後が有料配信
されている。ネット中継の収益は機構が一括
管理し，各球団に均等分配されている。
サッカーでも，01年に行われたイギリスのプ

レミア・リーグの契約更改で，生中継権，フルカ
バレッジの異時再送信権，ハイライト権，ペイ
パービュー（PPV）権，インターネット権，ニュー
ス権，携帯電話権，ラジオ権の 8つに分けて
権利を販売した。この細分化方式は，他のス
ポーツ団体にも波及すると見られている１）。
では，日本プロ野球のネット放映権はどう

なっているのだろう。
日本プロフェッショナル野球協約は，第

44条で，「（放送許可権）球団はそれぞれ年度
連盟選手権試合のホーム・ゲームにつき，ラ

ジオ放送およびテレビジョン放送（再生放送

および放送網使用の放送を含む）を自由に許

可する権利を持つ」と規定している。
つまり，協約上はラジオ，テレビ放送しか

想定されておらず，ネット中継については規
定がない。ネット中継自体がなかったわけで
はないが，利害に関わる問題が起きるほど普
及せず，暗黙のうちにラジオ，テレビに準じ
た形で処理されてきたのである。
しかし，IT 企業の参入を契機に，12月20

日のプロ野球実行委員会で，協約第44条の
文面に IT配信（携帯含む）の文言を入れる方
針が決まった。それでも，権利者がホーム（主
催）球団である点は変わらないので，IT2社
がネット中継で得た収益は，テレビなどの放
送権料と同様にすべて球団のものになる。
楽天は参入当初の計画書の中で，映画やア

ニメなどを有料配信しているグループ企業
「ショウタイム」のサイトを使い，月額290円

で初年度1万5,000人の視聴者を集めたいと
していた。年間12か月では5,220万円となる。
同じ計画書で 9億6,500万円とされたテレビ
放送権料に比べると少ない額だが，三木谷社
長は，「ホームで 2万人のファンが集まって
もアウェー（ビジター，相手の主催試合）ま
で見に行ける人はほとんどいない。ネットで
それを中継すればかなりの契約があるのでは
ないか。カードによっては 1試合1,000円以
上の料金設定も可能かもしれない」（04年12
月9日　日本経済新聞）と，期待を語った。
一方ソフトバンクは，ホークスの公式戦全

試合を，同グループのインターネット検索サ
イト「ヤフー・ジャパン」で中継することを
決めた。ヤフー・ジャパンは 1日およそ 10
億ページビュー（PV）があるといわれる国内
最大のサイト。中継だけでなく，チケットや
チーム関連グッズのネット販売などを行うう
えでも，このスケールメリットは断然有利だ。
2月21日には，本拠地ヤフードーム（福岡）

にネット中継用の 30台のカメラを設置した。
マウンドと一塁ベースの延長線上や両翼ポー
ル，ブルペンなどにも小型カメラを置き，ネッ
ト中継の視聴者が，見たいカメラの映像を選
べるのが最大の売り物だ。グラウンドだけで
なく，ベンチ内での首脳陣の様子や，控え投
手の仕上がり具合などもチェックできる。
テレビ用にスイッチングされた映像の視聴

は一般も可能だが，30台の映像を自由に選
択して見られるのはインターネット接続サー
ビス「ヤフーBB」会員に限られる。
3月1日からのオープン戦で，無料で生中継

してテストし，26日の公式戦開幕までには本
格稼動する計画で，視聴率が高まるなど軌道
に乗れば，有料サービスに切り替えるという。
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ネット中継に立ちはだかる２つの「壁」
しかし，実際にネット中継を行うにあたっ

てクリアしなければならない「壁」がある。
一つは「技術の壁」，もう一つは「ビジネスの
壁」である。それぞれについて見てみよう。

（1）技術の壁

日本のブロードバンド環境は，ここ数年
で大きく変わった。総務省の『情報通信白
書』によると，ブロードバンド契約数は 01
年度末の 387万が，03年度末には約4倍の
1,495万になった。DSL の伸びが中心だが，
FTTH も 02年度末の 31万から 03年度末に
は 114万へと激増し，04年9月には 200万件
の大台も突破した。同年末のブロードバンド
サービスの加入者数は 1,800万前後に達した
と見られる。
インターネット接続世帯におけるブロード

バンドの構成比もナローバンド（ISDNなど）
と拮

きっこう

抗してきた。事業者の提供するサービス
も 12Mbps 以上のものに人気が集まり，音楽
や動画などのリッチコンテンツの流通も増加
の一途にある２）。
こうしたデータを見ると，ネット中継はい
つでもできそうに見えるが，実際は，技術的
なハードルをいくつも越えなければならない。
最も基本的なものは，サーバーのパンクで

ある。多数のユーザーからのアクセスが集中
してサーバーが負荷に耐えられなくなり，配
信がストップしてしまう現象だ。
2月1日から始まった広島カープのキャン

プは，球団と地元テレビ局の中国放送（RCC）
との協力でライブ中継された。しかし，用意
したサーバーは同時アクセス数百人の想定容

量だったため，キャンプ初日にアクセスが集
中してパンクしてしまった。3万8,000件の
アクセスがあったと報じられているが，接続
できなかった人が何度もアクセスを試みた数
も含まれている。
今回は，「将来に備えた実験」や「ファンサー

ビスの一環」として無料で行ったもので，楽
天やソフトバンクが考える課金モデルでは，
同じ規模のシステムは使えない。サーバーを
増強しようとすれば，1,000人分のアクセス
増に対応するだけでも膨大なインフラコスト
がかかってしまう。
しかし，数千・数万のユーザーに，安定し

て動画を届ける方法もなくはない。
１つは「IP マルチキャスト技術」を活用す

る方法である。広島キャンプの場合，受信者
1人に対して１つずつの配信データ（パケッ
ト）を送る「ユニキャスト」という方式だった
ため，受信者の増加に比例してサーバーや回
線の負荷が増し，パンクしてしまった。IPマ
ルチキャストでは，サーバーは１つだけパケッ
トを送信すればよく，あとは通信経路上のルー
タで自動的に必要な数だけデータが複製され
てクライアント端末に届けられる仕組みだ。
サーバーや回線を圧迫することなく効率よく
配信でき，同報性などの面でも優れている。
しかし，従来のインターネット技術である

IPv4 の環境下では，IP アドレス数の制約や
セキュリティ面などで問題があるため，次世
代技術の IPv6 を使ってこれを行うべく，さ
まざまな形で実験が行われている。
プロ野球に関するものとしては，02年3月
に，IPv6普及・高度化推進協議会３）主催で行
われた「マルチアングル野球中継実験」があ
る。東京ドームの 5台のカメラによる映像を
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有楽町，札幌，大阪に同時配信し，視聴者が
見たいカメラの映像を，携帯情報端末（PDA）
のボタン操作で選択できるようにした。
また，毎日放送（MBS）のセンバツ高校野
球のネット中継でも，03年から同協議会の協
力で，IPv6環境での配信が実施されている。
ただ，IPv6 はまだ普及の途上にあり，イ

ンターネット接続事業者（ISP）などの IPv6
対応ルータも未整備だ。ユーザーへの IPv6
アドレスの割り当てもこれからで，今春から
のプロ野球シーズンには間に合わない。
そこで，2つめの方法として考えられるの
が，「CDN」の活用である。CDNとは，コン
テンツ・デリバリー・ネットワークの頭文字で，
大容量のデジタルコンテンツを配信するため
に最適化されたネットワークを指す。CDN
を構築して，コンテンツ配信のソリューショ
ンを提供する会社をCDS（コンテンツ・デリ
バリー・サービス）といい，顧客管理，課金，
認証システムまですべて行う会社もある。
日本で早くから CDNを手がけてきた，ク

ラビット（ソフトバンクのグループ会社）の
久保利人 CDN事業部長によると，95年ごろ
からアメリカで研究が始まり，99年ごろに
同国で商用化された。日本でも 01年から商
用サービスが始まり，急速なブロードバンド
化に伴って，企業などのニーズが高まってき
ている。
CDNは，元々の概念では，文字・文書，画像，

音声，動画といったあらゆるコンテンツを世
界中に配信するシステムを指したが，最近は，
音声や動画などのストリーミングに特化した
事業者にもこの呼称が使われている。
今年1月30日に行われた「第24回 大阪国

際女子マラソン」で，テレビ放送権を持つ関

西テレビ（KTV）がネット中継を行ったが，
その際，クラビットが米国の大手 CDS・ス
ピーデラ社との提携で始めた「ブロードメ
ディア CDN」というソリューションが使わ
れた。スピーデラは，アメリカン・フットボー
ルリーグ「NFL」のウェブサイトで，音声ラ
イブ中継や，オンデマンドによるハイライト
映像配信を行っている。
インターネットは全体が均質なものと思わ

れがちだが，実際にはかなり品質にムラのあ
る回線の集合体である。そのため，回線の
能力を超えた通信量による渋滞や，ある ISP
から別の ISP へ信号を受け渡す IX（インター
ネット・エクスチェンジ）などで頻繁に「ボ
トルネック」（ビンの口のように急速に通路
が狭まり，信号が滞る障害）が生じる。ネッ
ト中継のように大容量のコンテンツを大量に
流す場合には，特に障害が発生しやすい。
こうしたインターネットの脆

ぜいじゃく

弱性に対処
するため，CDN では，1 か所のホストから
配信するのではなく，全国に分散配置した
キャッシュサーバーにあらかじめコンテンツ
をコピーし，独自の技術を使って回線の混雑
やボトルネックを避けながら，ユーザーにコ
ンテンツを届ける。マラソンのスタート・ゴー
ルのようにアクセスのピークが一時的に跳ね
上がる時でも効率よく配信でき，大阪国際女
子マラソンの時も，苦情はなかったという。
問題は CDNを利用して中継した場合のコ

ストだが，クラビットの久保氏が，「300kbps
で 1,000人の同時アクセスをマックスとし，
約3時間（野球1試合分）のネット中継を 30
日間流す」という条件で試算したところ，楽
天の計画書の，290円×15,000人（435万円／
月）より十分安く提供できるとのことだった。
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以上，IP マルチキャストとCDNの活用に
ついて見てきたが，これらは一般論として万
単位のユーザーにネット中継を行う場合に考
えうる方法を提示したもので，2社が実際に
どのような方法で配信するのか，この稿を執
筆している 2月末時点では未公表である。

（2）ビジネスの壁

新規参入２社が IT企業の専門性を駆使し
て「技術の壁」をクリアしたとしても，十分な
利益を出すまでには「ビジネスの壁」がある。
実は，２社の参入以前にもネット中継を試

みてきた球団は少なくない。
横浜ベイスターズは，96年にいち早くネッ

ト中継を試行したが，採算性は期待を大きく
裏切り，03年に休止した。
阪神タイガースは，地元のMBSによるネッ

ト中継を実施している。甲子園球場での主催
試合（巨人戦を除く）が対象で，音声は同局の
ラジオ実況をつけている。人気の高い球団で
はあるが，ほとんどの試合が，地上波，CS，
CATVで見られるため，数百単位の同時ア
クセスに留まっている。MBS は，00年8月
から 1試合300円の課金をしているが，収益
事業というより，実験的な位置づけだという。
阪神電鉄系の ISP，Tigers‐net.com でも

阪神戦をネット中継しているが，同 ISP 利
用者への無料サービスである。
パ・リーグでも，西武ライオンズが 01年か

ら主催試合を公式HPで中継し始めたが，放
送権を持つテレビ局との関係などもあって，
有料化は実現していない。巨人や広島，ダイ
エーなども，ラジオ局による音声のみの生中
継を実施してきたが，いずれも無料放送だ。
こうして見てみると，ビジネスとして軌道

に乗っている例は一件もない。IT2社に勝算
はあるのだろうか。

コストを上回る収益を上げられるか

楽天は参入審査での採算性についての質問
に対し，「心配ありません。我々はネットを
本業としており，制作コストを低くすること
が可能です」と自信を見せた。配信を CDN
会社などに外注すれば，利益率が落ちるが，
安定した配信ネットワークを一から自前で構
築するにも莫

ばく

大なコストがかかる。ショウタ
イムの動画配信や，楽天市場の EC（電子商
取引）などで，大量の情報を処理しているネッ
トワークをそのまま使えるのかもしれない
が，前述のとおり現時点では未公表である。
ソフトバンクは，30台のカメラの映像を

自由に選択して見られる視聴者を，同社のイ
ンターネット接続サービス「ヤフーBB」会員
に限定したことは既に書いた。これは，ユー
ザー囲い込みの戦略と見ることができるが，
同時に，品質管理の面でも重要な意味がある。
「ヤフー BB」会員に限定すれば，全員の回線
品質の情報が把握できるし，トラブルへの対
策履歴も蓄積できる。その結果，同種の問題
に対する免疫力を高めていくことができる。
ただ，30台のカメラのメンテナンス費用や，
特定選手を追うカメラマンの人件費などを考
えると，コスト削減は容易ではなさそうだ。
収入面でも，有料のネット中継をどれだけ

の人が見てくれるかまったく読めない。
たとえば，「ネット視聴者15,000人」という

数は，楽天が計画書で示した 1試合平均有料
観客動員数と同じである。普段球場に足を運
んでくれるファンのうち，わずか 1試合分と
考えれば無理な数字ではないように思える。
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だが現実には，楽天のホーム・ゲームは地
上波の放送がない時でも CS放送のスカイA
で中継されることが決まっていて，地元仙台
市のCATVに月3,990円のベーシックパック
を申し込めば視聴できる。ビジター・ゲーム
も同パックの別チャンネルやスカイパーフェ

クTV！（スカパー）などで見ることができる。
ところがネット中継では，ビジターについて
は不確定だ。相手の地元でテレビ中継してい
る放送局があれば，交渉してその映像をもら
う必要がある。この場合，放送権は相手球団
のものなのでネット中継権料を支払わなけれ
ばならず，コストの問題も絡んでくる。
ソフトバンクも事情は同じだ。福岡では，

地元放送局がホークスのホーム・ゲームのほ
とんど全てを中継している。ネット中継の独
自性を示すなら，やはりマルチカメラという
ことになるが，同社の孫正義社長は他にも，

・ファンから『投手続投』『交代』などの意
見をインターネット経由で募り，結果を場
内の大型ビジョンに映して試合への参画意
識を味わってもらう「1億総監督計画」

・インターネットでの試合放映中に投手の１
球ごとの配球を当てる投票システム

・試合後に自前のスタッフが監督や全選手の
インタビューを実施してネット上で公開
など，インターネットを使った新しい野球の
楽しみ方とネット中継との組み合わせに，活
路を見いだそうとしている。
また，2月18日の記者会見では，今年中に

チーム情報を 24時間インターネットで無料
提供する『ホークスチャンネル』を開設する
と発表していて，ネット中継で得たソースを
できる限りマルチユースしていく考えだ。

ネット利用者層とプロ野球ファン層の不一致

ネット利用者層とプロ野球ファン層では，
世代が一致しないという指摘もある。
NHK放送文化研究所世論調査部が 01年に

実施した「IT時代の生活時間」調査４）による
と，パソコンを利用した人の率（「行為者率」
という）が高いのは，男20 ～ 40代，女20，
30代である。また，インターネットの利用時
間が長いのは，平日（調査では月曜），日曜と
も，10～30代の男性と10，20代の女性である。
一方，04年6月に行った「全国個人視聴率調
査」５）によると，プロ野球（巨人戦）をよく見て
いるのは，男50代以上，女60代以上で，年齢層
が高くなるほど視聴率も高くなる傾向がある。
2つの調査を突き合わせてみると，確かに

ネット利用者層とプロ野球ファン層はまった
くといっていいほど重なりがない。戦略的見
地からすると，若い世代にいかにプロ野球に
興味を持ってもらうか，中高年世代にはいか
にインターネットに親しんでもらうか，とい
う2つの働きかけが必要だとわかる。楽天が
若者に人気の「モーニング娘。」をプロモーショ
ンに使うのも，そうした働きかけの一つだ。
メディアに限定して考えれば，若い世代向

けの突破口は，携帯電話にありそうだ。
前者の調査では，携帯電話でのメール（携

帯メール）の行為者率は 10代，20代が 30代
以上の世代を圧倒していた。これは 01年
10月の調査だが，実はちょうどこの月に，
NTTドコモが「FOMA（フォーマ）」のサー
ビスを開始している。これをきっかけに，「i
モード」に代表される，インターネット接続
機能搭載の第2世代から，高速データ通信で
動画や音楽，ゲームなどの配信，テレビ電話
などのマルチメディアサービスを享受する



8 放送研究と調査　APRIL 2005

「第3世代携帯」（3G）へとフェーズが移行し
た。パケット代の定額制や，着信メロディー
のダウンロードサービスなどの充実が拍車を
かけ，携帯電話のリッチコンテンツ市場は，
01年当時のメールユーザーも確実に取り込
みながら，拡大している。04年には，3G の
契約数が，毎月100万というハイペースで増
え続けた。
楽天は，ネット中継のほかに，月額300円

の，携帯電話による有料コンテンツ配信を
計画している。ここでは試合情報や選手の個
人データなどの文字情報に加えて，得点シー
ンなどハイライト映像の動画配信も行う予定
だ。ネット中継より多い 2万人の会員登録を
見込んでいて，計画どおりなら月600万円，
年間7,200万円の売り上げになる。
ソフトバンクが計画している「投票システ

ム」も，携帯電話からアクセスできるように
するなど利便性を増していけば，ネット中
継に付加価値を与えられるかも知れない。04
年9月には，携帯電話事業への参入意思も表
明しているが，それが実現すれば，さらなる
相乗効果も期待できる。
もう一つ，携帯電話と並んで注目したいの

は，チャットやブログ６）などのコミュニケー
ションツールである。
ブログは，ホームページ作成の専門的な知

識が必要なく，携帯電話からも閲覧や書き込
み，写真の貼り付けなどができる平易さが受
けて，若い世代を中心に利用が拡大している。
ライブドアの「livedoor Blog」や，＠ nifty

の会員向けサービス「ココログ」などがよく
知られているが，01年8月にサービスを開始
した楽天のブログサービスも，04年10月15
日現在で登録ユーザー数が 30万人を突破し，

月間 PVも約3億という規模になっている。
プロ野球について語るブログは，ファンの熱
狂度を加速させ，結果として，グッズなどの
購買意欲を高める効果が期待できる。
一方，中高年層を ITの世界に引き込むた

めの働きかけは定かではないが，もともとプ
ロ野球が好きな世代だけに，ネット中継，関
連グッズのインターネット販売，年間指定席
のネットオークションなど，「IT球団」絡み
のニュースに自然に接するのは間違いない。
そこでいかに興味を引きつけ，IT を使う意
欲をかきたてられるかがカギである。
例えば，北海道日本ハム・ファイターズが

会社帰りのサラリーマンをターゲットに売
り出して成功した「730 チケット」（平日ナイ
ター 7時半過ぎの入場が割引になる）を，携
帯電話によるチケットレス入場と組み合わせ
るといった方法もある。ネット中継や携帯電
話によるサービスを入り口に，IT の世界に
引き込むことに成功すれば，比較的お金にゆ
とりのある世代だけに，球団に大きな経済的
メリットをもたらす可能性が広がる。2社の
具体的な戦略については，今後に注目したい。

ネット中継権はどこが管理すべきか

「ビジネスの壁」の最後は，ネット放送権
の管理，帰属の問題について考えてみる。
協約上，ネット中継を行う権利はホーム・

ゲームにしかないことは既に述べた。課金制
でネット中継をする場合，このことは致命的
な欠陥になりかねない。どんなにビジター・
ゲームにニーズがあっても，相手球団が認め
なければ中継できず，そうなればファンの支
払い動機は大きく損なわれるからだ。
この問題を解決し，ファン，IT企業2社，
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球界，いずれにとっても良い結果をもたらす
には，MLBのように機構側が放映権の一括
管理の窓口となる方式も一考の余地がある。
IT 企業2社は，機構から公式戦のネット

中継権を購入する。その収益は，機構から
12球団に均等分配される。2社は，視聴者か
らの料金総額が支払った放映権料を上回れ
ば，自社の収益にすることができる。ファ
ンにとっても，ひいきチームの試合のみなら
ず，順位を争う他球団の試合経過まですべて
チェックできれば，とても便利だ。このよう
に，3者いずれにとってもメリットがある。
また，1 つのサイトから 12球団の試合が

すべて見られることで媒体価値が上がり，広
告収入の増加も期待できると考えれば，十分
検討に値するのではないだろうか。
付け加えれば，MLBは，ネット中継で得た

試合映像をアーカイブ化し，そのオンデマン
ド視聴や二次利用に対しても課金している。
こうしたビジネスも，権利者がバラバラな現
行制度のもとでは成り立ちにくいのである。

おわりに

球団経営は本来，入場料，テレビ・ラジオ
の放送権料，関連グッズの商品化権などを総
合的に考えるべきものだ。その中でネット中
継のウエイトは，初めは決して大きくはない
だろう。東北・九州のブロードバンド普及率

も 10 ～ 20％台前半と，全国平均（27.9％）よ
り低く，東北ではファンの開拓もこれからだ。
しかし，ネット中継がたとえ少しでも利益

を上げられるかどうかは，IT を専門とする
2社と，慢性的な赤字にあえぐ球界の双方に
とって，将来を占う試金石となるだろう。

（たなか　まなぶ）
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