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ネス同様、「よい商品を提供する」とい

そのような背景を考えると、本学の

うことが大前提です。商品の品質を上

場合は専門学部ではなく、社会学部経

げる、すなわち強化を図り、より多く

営社会学科の中にある「スポーツビジ

の人たちに普及させ、それをきちんと

ネスコース」だということが強みです。

私は、現在江戸川大学において「ス

売り、ビジネスにしていきマーケット

単にスポーツ関連産業への就職を目的

ポーツ指導者論」というテーマで講義

を確保する。そして得た資金を、また

としてスポーツビジネスを学ぶのでは

を行っており、内容は大きく「企業ス

強化や普及に還元していくスパイラル

なく、スポーツビジネスを通じて経営

ポーツ論」と「スポーツ指導における

を構築し、日本のスポーツを強く豊か

の本質を学ぶことが本学スポーツビジ

マネジメント」とに大きく分かれてお

に育てていくことが不可欠だと考えて

ネスコースの存在価値であり、このよ

ります。

います。

うに一般企業の経営や社会の仕組みを

スポーツを通して
ビジネスを学ぶ

本学のスポーツビジネスコースは、
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北原憲彦
1954 年生まれ。高校時代バスケットボールに本格的に取り組み、明治大学時代には主将を務めチーム・個
人ともに数多くのタイトルを獲得するとともにモントリオールオリンピックにも出場。77 年、日本鋼管に
入社後、南カリフォルニア大学に留学、78 年に帰国。日本リーグ 1 部優勝に貢献し、MVP とベスト 5 に選
出される。全日本でも主将を務め、88 年に現役引退。その後、第一勧業銀行女子バスケットボール部のヘッ
ドコーチに就任、日本リーグ昇格へ導く。94 年には日本鋼管のコーチに就任、数々のタイトルを獲得。99
年、第一勧業銀行ヘッドコーチに復帰、2000 ～ 03 年には全日本女子監督を務める。現在、江戸川大学教授、
江戸川大学スポーツビジネス研究所所長。また、バスケットボール部監督として同大を関東の強豪校に育
て上げる傍ら、NHK-BS やスカパー、J スポーツなどで NBA の解説を務める。

昨今スポーツビジネスを学ぶことが

知ることで、学生たちが一般企業へ就

まだ設立されて歴史も浅く、ビジョン

できる大学が増えています。しかし、

職していくために必要な力が身につい

やミッションも時代に適応させていか

大学でスポーツビジネスを学んだから

ていくと考えています。また、スポー

なければならない状況です。現在、国

といって、すぐにスポーツを仕事にす

ツマンシップを通じてビジネスパーソ

内外を問わず、政治や経済など激しい

ることができるわけではありません。

ンとしての心構えを学ぶこともできる

変化がもたらされる時代を迎え、教育

スポーツビジネスの最前線は、プロ野

でしょう。実際に、卒業生のご両親か

の現場においても、それらに応じた情

球やＪリーグということになるでしょ

らも「スポーツを切り口に経営学や社

各メーカーが作り出す商品は、消費

球団経営においては、来場システム

を「売る」人は、スポーツに惚れてい

報やカリキュラムのフレキシビリティ

うが、非常に難しいビジネスです。大

会学に興味を持つことができ、スポー

者に渡してその対価を得れば基本的に

やプロモーションなどビジネス面の充

なかったら売れません。これはマネジ

が求められています。加えて、日本に

学を卒業してすぐにこうしたビジネス

ツビジネスコースを通じて他業種につ

は完結します。しかし、スポーツ産業

実は不可欠です。しかし、スポーツの

メントにおける必要条件だと思います。

おけるスポーツビジネスそのものの歴

に就き、力を発揮することは困難だと

いても学ぶことができた」と感謝の言

では消費者がハーフエンプロイ（半従

本質がフィールドにあることを忘れて

江戸川大学のスポーツビジネスコー

史も浅く、非常に新しい分野であるた

思われます。現に、スポーツとは異な

葉をいただいたこともありました。

業員）であるという側面があります。

はいけません。人間が感動するのは、

スにも、バスケットボールやサッカー

めその傾向は顕著です。

るビジネスのフィールドでしっかりと

私は、バスケットボールのプレーヤー

すなわち消費者はチケットを買って終

レベルの高いプレーだけではなく、泥

などのプレー経験をもち、スポーツの

スポーツビジネスというと、「とんで

実績を残してきた人が、ヘッドハント

として現役を終えた後、ゼネラルマネ

わりなのではなく、ブースター、サポー

臭い、ひたむきさ溢れるプレーだった

本質的な魅力とビジネスを結びつけて

もない、スポーツを金にするのか！」

されてスポーツビジネスの現場で活躍

ジャーやヘッドコーチとしての経験を

ターとして会場を盛り上げる存在でも

りします。プレーには、ドラマとは異

指導してくださる先生が増えました。

というご指摘を受けることもしばしば

しているケースが多いようです。

積みました。その後、日本鋼管（現・

あるのです。フィットネスクラブであ

なり、演出がない、結果が見えないス

彼らとともに、有望な人材を育ててい

JFE）で、管理職も経験したのですが、

れば、入会したら健康になるわけでは

トーリーに興奮するのです。ビジネス

くことも、私たちが果たすべき大きな
役割だと思っています。

スポーツを
「育てる」気持ち

手を育て、人を育て、そして心を育て

く感情に訴えることも忘れてはいけま

ます。こうしたスポーツの本質的な魅

せん。このような本質を理解し伝えて

力を知り、大切に育てることが重要だ

いくことも、スポーツビジネスには不

と思っています。

可欠な部分かもしれません。スポーツ

です。我が国のスポーツが、学校教育

スポーツは社会性が高く、経済構造

の「体育」の歴史の中で培われてきた

を含め、文化・宗教など多くの要素が

その際、スポーツのチームマネジメン

なく、入会して実際にそこで自分が活

観点だけではなく、プレーの観点もな

という影響もあると思いますが、しか

含まれており、運営・経営も非常に複

トと近いものがあると実感しました。

動することによって、はじめて健康が

いと、本当の商品価値を見失ってしま

し、「スポーツ」というサービス産業を

雑な側面をもっています。そうしたス

集団理論、組織論、組織における権限

手に入るのです。

うことにもなりかねません。

しっかりと成熟させていくには、
「強化」

ポーツビジネスという切り口から経営

やその移譲など、組織を強くするとい

「普及」「マーケット」のバランスを取

の本質を学ぶことで、学生が興味を持っ

りながら充実させていく必要があると
私は感じています。その際、他のビジ

スポーツの魅力のひとつはチャレン
ジ精神です。現在、就職は大変な時代

スポーツは、
「観る」ものであり、
「す

スポーツにはまるきっかけは、興奮・

を迎えていますが、学生の皆さんには、

う意味では共通点が多いと思います。

る」ものであります。しかし、それだ

感動といった感情が揺さぶられるケー

スポーツ同様、大いなるチャレンジ精

て勉学に取り組むことができるのでは

スポーツから学ぶビジネスの要素は、

けではなく、スポーツの魅力は「育てる」

スが多いはずです。ですから、ビジネ

神を持ってこれからの人生に挑んで

ないかと思っています。

実際に決して少なくないはずです。

ものでもあるのです。スポーツは、選

スをする側は、知性や理性だけではな

いってほしいと期待しています。
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新技術「3D 映像」
の魅力

がいよいよ実用放送を開始し、米国で

化し、スポーツ・ファンがみな 3D 放

は「立体的に奥行き感じ取る」凹型が、

ツとの格差を知らずしらずの間に拡大

れる情報に流されない、世間一般の風

はスポーツ専門チャンネルとして派遣

送に見入る、というわけではまだあり

新技術の鍵のようです。全く逆の、意

させてしまったのが、日本のスポーツ

潮に安直には “ 順応 ” しない能力が必要

を握っている ESPN もこの夏から家庭

ません。

外な発想ですね。

メディアのここ 10 年と言えるでしょ

だということです。独自の価値観の座

う。

標を持ち、自分の目で見て自分で考え、

向け 3D 放送を開始します。

しかし、この 3D 放送は、スポーツや

必然的に、広角画面での迫力映像だ

3D、すなわち、立体映像です。たと

スポーツビジネスに対し、今はまだ「見

けでなく、奥行き感のあふれる映像テー

ところが、新しい 3D 技術が求める

特に年配者に大変な人気です。

えば、サッカーのゴール裏のカメラに

えない」部分で大きな変化をもたらす

マが求められ、それが茶の間に送り込

のは、その技術やコストに見合うだけ

固定概念のままに 3D 映像を捉えて

それに対し、「彼はたまたま激動の時

向かってボールが飛び込んでくる。野

ことが予測されます。

まれることになっていきます。いま現

の効果を持ったコンテンツです。とな

いたら、新しい特徴を無駄遣いするこ

代に生まれたから、めいっぱい働くこ

球の剛速球が、まるで見ている人にぶ

なぜなら。

在のスポーツ中継は、ついつい「カメ

ると、「狭いリンクや競技場だけでな

とになります。特にスポーツメディア

とができただけ。僕だって世が世なら」

つかってくるように画面から飛び出し

スポーツ国際番組のプロデューサー

ラ配置が比較的簡単で、各局間で使い

く、端的に言えばアウトドア、具体的

にかかわる仕事をしたいと望む人こそ、

と反発する若者も少なくありません。

てくる。

か ら 聞 い た 話 に よ れ ば、NHK で も 00

回しのできる、2 時間枠に収まりやす

に言えば山野を駆けめぐるトレイルラ

「今の」メディアをなぞった手法や感覚

NHK の連続ドラマでも、坂本竜馬が

自分でものごとを選択する姿勢です。

確かに時代には波があります。彼が

もっとも、赤と青の色紙を左右の目

年シドニーオリンピック前後から、3D

い」定番的な作り方をしやすい映像を

ンニング（山岳マラソン）や遠泳、カ

の番組を作ろうとする「ギョーカイ人

言うことももっともですが、その意味

の部分に張った紙製のメガネで「飛び

技術の実用テストを開始しており、す

メインとしています。必然的に、そう

ヌーやマウンテンバイク競技といった、

間」にならないことが大切です。他の

ではこの江戸川大学独特のスポーツビ

出してくる絵」を見せる技術は、戦後

でに 3D カメラで実際のオリンピック競

した映像がスポーツ情報番組の軸とな

マイナー扱いされていたスポーツがメ

仕事でも同じですが、その業界に素早

ジネスコースを選択する若者たちは、

からありました。基本的には今も原理

技を撮りためているそうです。ただし、

り、そのためにスポーツそのものの宇

ディアの側から見直されるはずだ」（ス

く染まって「いっぱしのギョーカイ人

実にラッキーだといわねばなりません。

は同じ。右目と左目では見る角度が異

「3D 技術を単なる迫力倍増の手段とし

宙が狭くなってきました。

ポーツマネジメント会社幹部）。

顔」をしたくなるものですが、真に「仕

なぜなら、今、スポーツメディアが大

なることを応用したもので、2010 年に

ては使いたくない、飛び出すのではな

狭くなってきたスポーツ宇宙が、こ

事」から求められているのは、独自の

きな変貌を遂げる変革期を迎えようと

始まる 3D 放送も、専用のメガネが必要

く、奥行きを重視した映像を考えてい

れを機に大きく拡大し、本来のスペー

考えをしっかりと確立している若者で

しているからです。

です。ですから真の意味では一般的で

る」とのこと。従来の「手前に飛び出

スを取り戻し始める。それに従ってス

す。現在のジョーシキに対し、「本当に

なく、世の中のテレビ放送が一気に変

してくる」凸型ではなく、印象として

ポーツビジネスも新しい領域に踏み込

そうか？」という姿勢を持つことこそ

み、囲いの中のスポーツ競技重点主義

メディアの原点であり、学究の原点で

から飛び出していくのではないでしょ

もあるのです。

2010 年は新しいテレビ映像技術「3D」

2010 年は 3D 映像元年。
新たなスポーツ宇宙を広げよう
後藤新弥
江戸川大学社会学部教授

独自の視点を持つ
若者の力が必要
コスト重視、簡単さ重視。その「業
界的な巧みさ」競争がスポーツの興味

うか。

江戸川大学スポーツビジネスコース

をサッカーやフィギュア、ゴルフなど

実際には、トレイルランニングや遠

は、そういう「自分で選択できる若者」

に集中させ、いわゆるマイナースポー

泳などの挑戦する人たちが、この 5 年

「幅広いスポーツ宇宙感覚のもてる人」

間に欧米でも日本でも急増

の育成を目指しています。そのために

しており、今のマスメディ

宇宙中心部のサッカーや野球の組織運

アが報じないだけで、新し

営、スポーツ社会学や歴史、心理学や

い市民スポーツの核となる

指導法、あるいはスポーツに限らない

小惑星が生まれているので

経営学・社会学の修得を土台として、

す。

その上で個性を尊重したユニークな卒

したがって、スポーツを従
来の感覚、狭い領域だけで

業研究へ進むカリキュラムを工夫して
います。

捉えていたのでは、近未来

ふつうじゃない人。速くても遅くて

には時代遅れになってしま

もいいから「自分の足」で歩き、ある

います。スポーツビジネス

いは走りたい人。このコースは、そう

を探求する上で特に重要な

いう若者向きです。自分自身のスポー

のは、マスコミから与えら

ツ宇宙を創ってください。

後藤新弥（ごとう・しんや）
1946 年生まれ。東京教育大学付属高校を経て、国際基督教大学（ICU）を卒業。会計学を専攻。70 年日刊
スポーツ入社。オリンピック、スポーツ科学などを担当し、古舘伊知郎氏と共演のテレビ朝日「スポーツ
USA」や NHK・BS「スポーティ・サタデー」などスポーツキャスターとしても活動。著訳書には集中力応
用理論の「インナーゲーム」シリーズや、「W 杯サッカー戦記」など 60 冊余。93 年、オリンピックコラム
集「バルセロナ街道」でミズノ・スポーツライター賞受賞。08 年から江戸川大学経営社会学科教授として、
国際スポーツ情勢論などを講義。09 年からは山岳マラソンなどの挑戦的な市民スポーツの実態を研究する
「冒険スポーツ・ゼミ」を開講中。
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プロスポーツ球団経営において
求められる人材像とは
小林

至

小林至
1968 年生まれ。東京大学野球部で活躍し、92 年、ドラフト 8 位指名で千葉ロッテマリーンズに入団。93
年退団。95 年、コロンビア大学経営大学院に留学、MBA 取得。フロリダ州のケーブルテレビ局「ザ・ゴルフ・
チャンネル」で通訳、翻訳、解説などに従事。2000 年末帰国、自身の滞米経験をもとに日米関係の評論活
動などをしながら、スポーツビジネスを研究。02 年から江戸川大学社会学部助教授に就任、06 年より教授。
05 年より福岡ソフトバンクホークス、福岡ソフトバンクホークスマーケティング球団取締役兼任。主な著
書に、『合併、売却、新規参入。たかが…されどプロ野球！』（宝島社）、『産業としての日本のプロ野球と
マネジメント』（東洋経済新報社）など。

江戸川大学社会学部教授
福岡ソフトバンクホークス / 福岡ソフトバンクホークスマーケティング取締役

ループ全体へのダメージも計り知れま

いても大賛成です。親会社にいる優秀

います。売ってお金をいただくことは

せん。したがって危機管理も見逃せな

な人材が、もっともっと数多く球団経

勿論ですが、費用対効果など、しっか

い問題となるでしょう。

営に参画してくれるといいと思ってい

りとしたビジネス感覚の基本を持って

これらすべて含めて、球団が持つポ

ます。孫正義社長というカリスマを筆

いる方が必要です。

現在私は、江戸川大学で教鞭をとる

テンシャルを生かしながら、親会社と

頭に、ここまでの企業に育て上げてき

大前提として、野球でもサッカーで

とともに、福岡ソフトバンクホークス

のシナジー効果を図っていくことが重

たビジネスマインドやスキルあるいは

で取締役を務めています。以前までは、

要です。ホークスの親会社ソフトバン

マーケティングを中心に担当してきま

親会社と球団の
シナジーを生み出す

そんな寛大なヒトや会社は少なくなる

は、なかなか整っていないのが実情で、

もバスケットボールでも、その競技を

一方です。継続的に運営していくには、

新卒を採用することは滅多にありませ

優秀な人材がホークスの経営に注入さ

繁栄させたいという思いは重要でしょ

施策を裏付けるコスト感覚とロジック

ん。しかしその中にあってソフトバン

ク 社 は、 通 信 や IT と い う 分 野 の ベ ン

れ、ますます改革が進むことを願って

う。また、スポーツビジネスといっても、

が必要になるのです。

クホークスでは、5 名前後の若干名ず

したが、現在はチームの強化、フィー

チャー企業として大きくなってきまし

います。

単にスポーツで金儲けをしようという

もうひとつ、私たちが採用という視点

つではありますが、2007 年度より 3 年

ルド部門のマネジメントを担当するこ

た。i-phone に代表されるソフトバンク

海外と比較した場合、日本のスポー

ことではありませんし、そもそもスポー

から重視することはサラリーマン経

連続で新卒者の採用を実施しています。

とになりました。いろいろな観点から

の携帯電話通信事業をプラットフォー

ツは、マーケティング力、発信力を軸

ツは生産性の高いソフトでは決してあ

験そのものです。ソフトバンクはベン

日本におけるスポーツ球団としては非

球団経営に携わってきた経験から、球

ムに、ホークスがコンテンツとして果

としたビジネス力がまだまだ弱いとい

りません。理念をふまえ、情熱を抱き

チャー企業ではありますが、実際には

常にまれなケースだと言えますが、こ

団経営に必要な人材について、あらた

たす役割も小さくありません。親会社、

うのが、私自身が感じている印象です。

ながらも、こうした事実や背景をきち

組織の中で秩序を保ちながら個の能力

れは、日本企業が従来から重視する「生

めて考えてみたいと思います。

球団の双方から、具体的に企画発案し、

一人当たり GDP でいえば、日本は欧米

んと認識し、コストや投資に対するリ

を生かせる人材を求めています。サラ

え抜き」に対する期待感の表れです。

実現させていくべきだと思います。

諸国より低いわけではありません。し

ターンの感覚を持って仕事に取り組め

リーマンとして、会社生活の中で力を

幹部や役員となるような人材には、「会

るかどうかが大切です。

発揮しながら経験を積んできた人材は

社のために」という気持ちがより強く

優遇される傾向が強いと思います。

求められます。中途採用の社員の場合、

親会社と球団の関係を切り離した方
がいいという意見もありますが、自治

親会社からの人材出向についても賛

かし、日本人がスポーツのために使うお

体主導の球団運営などが成立しづらい

否両論がありますが、私はこの点につ

金は、その欧米諸国と比較しても多くあ

ファンから愛されるチームは、ファ

我が国の現状では、健全

りません。もっともっとスポーツ

ンの財布の紐を緩めることができると

また、売り手と買い手がころころ変わ

どうしても常に「自己のキャリアのた

な球団経営を実現するた

を楽しむことの魅力をより積極的

いうことでもあります。愛されるチー

るような、権利ビジネスの側面も大き

めに」という意識が働きがちですが、

めには、親会社との良好

に発信していく必要があります。

ムをつくるために、やはり勝利は重要

いので、音楽や映画などのエンターテ

報酬や待遇が決して恵まれていない状

な関係が不可欠だと私は

です。好きだから負けてもいいという

インメント産業などライツを扱うビジ

況でも、必死になって仕事に取り組む

考えています。

ファンもいるでしょうが、そういうファ

ネスで相場感やビジネス感覚を身につ

ことができる人材として「新卒」のみ

ンばかりではありません。必然的に、

けている方も重宝されるでしょう。そ

なさんの存在を重用するのです。

勝利のためには仕方ないと、選手人件

の観点では、広告代理店や商社など、

費などにコストをかけがちになります

無形の商品を売買している感覚を持っ

間力」です。小さな組織ですから、い

が、勝つことによるリターンとのバラ

ている方もいいと思います。政治家の

ろいろな業務をこなさなくてはなりま

スポーツビジネスの売
上は、ソフトバンクホー

コスト意識と
サラリーマン経験

クスで 200 億円余り。売
上規模としては中小企業

スポーツビジネスの発展を実現

レベルであるにもかかわ

するためのカギとなるのが、まさ

ンスをきちんと把握できてなければ、

秘書や芸能人などのマネジャーなど、

せん。ゼネラルマネジャー的な存在を

ら ず、 発 信 力、 影 響 力、

に人材だと思います。

単なる無謀な強化策になってしまいま

ヒトそのものが商品であることを肌感

果たせる役割の人は、もちろん重宝さ

年齢については、20 代でも 30

す。また、「公共性」とか「文化」の名

覚で分かっている方も、面白いですね。

れると思います。熱意を持ち、冷静な

メディア価値が非常に高

代、あるいは 40 代でも構わない

のもとに、お金がかかるのはしかたな

球団は、売上規模からみても中小企

いのがスポーツビジネス

でしょうが、まず、プロのビジネ

いと考える向きも散見されますが、こ

業であり、少人数で運営しているケー

この業界をともに育てていく仲間とし

の特徴です。逆にいえば、

スマンであることがスポーツビジ

れもダメ。それを許してくれるパトロ

スがほとんどです。したがって、ビジ

て加わっていただけることを期待して

球団の不祥事などは、グ

ネスに就くための武器になると思

ンがいるうちはいいですが、ヨノナカ、

ネス経験の少ない人材を育てる環境

います。

ブ ラ ン ド イ メ ー ジ な ど、
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いずれにしても、重要になるのは「人

ビジネスマインドを兼ね備えた人材が、
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スポーツビジネスの概要 と
大学でスポーツビジネスを学ぶ意味
について
澤井和彦

■ スポーツ産業分類表

2008 年度版
大分類
みる
スポーツ
産業

（狭義の）
スポーツ
産業

江戸川大学社会学部准教授／江戸川大学スポーツビジネス研究所研究員

する
スポーツ
産業

スポーツ興行団
サービス業

サービス業

まず、「ビジネス」という言葉には「仕事（職業）」と「会社（企業）」という 2 つの意味があります。

ポーツ特有の仕事」のことを指します。

かかわる会社」のことを指します。またこのスポーツにかかわる

いと考えることでしょう。プロスポーツ選手になるのは難しいか

会社には、「スポーツを提供する会社」と「スポーツの提供を支
える会社」があります。

もしれませんが、コーチやトレーナーといった仕事に一度は興味

「スポーツを提供する会社」とは、スポーツビジネスの中心的

をもたれたのではないでしょうか。実際にそういう学生の相談を

な “ 商品（サービス）” である「スポーツ活動そのもの」を提供

よく受けますし、またそのための資格や専門学校もあります。た

する会社です。たとえば、野球やサッカーの「試合」を提供する

だし、こうしたスポーツの仕事の中には、就職先がないとか、そ

プロ野球の球団や J リーグのクラブ、水泳やエアロビクスの「プ

の仕事に就くためのプロセスが不明確であるとか、十分な報酬が

ログラム」を提供するスイミングスクールやフィットネスクラブ

得られないというような場合があることには注意が必要です。

などが当たります。

プロスポーツ選手に限らず、スポーツの指導者やトレーナーも、

グスクールやフィットネスクラブでは「するスポーツ」を提供し

えます。たとえば、プロ野球では 1 球団あたり平均 9 人、J リー

ていますし、サッカー協会やバレーボール協会のような「競技団

グでは 1 クラブあたり平均 2 人のアスレチック・トレーナーを雇

体」は、各種大会や講習会といった「するスポーツ」と、代表の

用していますが、そのほとんどが正社員ではありません。

試合という「みるスポーツ」の両方のサービスを提供しています。

現在、指導者やトレーナーの存在はスポーツにおいて非常に重

スポーツ選手は「するスポーツ」ではサービスの需要者（消費者）

要な要素になっていますが、指導者やトレーナーに関するいかな

ですが、「みるスポーツ」ではサービスの供給者（生産者）とな

る資格を取得しても、その仕事だけで生活していくことは残念な

ります。

がら現段階ではかなり難しいという現実は理解しておく必要があ
ります。

サービス業
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例：
（財）東京都公園協会

例；ぴあ ( 株 )

広告代理業（放映権・商品化権販売代理業も含む） 例：( 株 ) 電通、( 株 ) 博報堂
イベント・サービス業、建物サービス業、警備業（スポーツ施設の清掃，保守，機器の運転，その他維持
管理） 例：（株）シミズオクト、( 株 ) セレスポ
民営職業紹介業、労働者派遣業
非営利的団体
労働団体
教育・学習支援

スポーツ支援産業

公務

医療・福祉

飲食店、宿泊業

例：( 株 ) パソナスポーツメイト、インダス ( 株 )

例：
（財）日本体育協会、（財）日本オリンピック委員会

例：プロ野球選手会、J リーグ選手組合

高校・大学・大学院・専門学校（体育・スポーツ関係の学部・学科・コース）
政府

例：文部科学省、厚生労働省、経済産業省

地方自治体

例：自治体の体育課・スポーツ課・生涯学習課など

スポーツ整形外科、スポーツ診療所（マッサージ、はり・きゅう、柔道整復）など
介護予防事業
スポーツカフェ、スポーツバー、ケータリング業
ホテル・旅館業（スポーツツーリズム）
、キャンプ場

金融・保険業

スポーツ傷害保険業

製造業

スポーツ用衣服・シューズ・スポーツ用品の製造業（ジャージ、スポーツシューズ、ゴルフクラブ等製造）
例：( 株 ) ミズノ、( 株 ) アシックス、アディダスジャパン ( 株 )、( 株 ) ナイキジャパン、( 株 ) プリジストン
スポーツ飲料・スポーツ関連食品（健康食品）製造業

卸売・小売業

例：大塚製薬 ( 株 )

スポーツ用衣服・シューズ・スポーツ用品・スポーツ飲料・スポーツ関連食品の卸売・小売業
アルペン、ゼビオ（株）
、（株）メガスポーツ

例：
（株）

テレビ・ラジオ放送業（地上波、衛星、有線、／スポーツ専門チャンネル） 例：( 株 ) ジェイ・スポーツ
・ブロードキャスティング

情報通信業

スポーツソフトウェア・ゲーム開発、スポーツ情報処理・提供サービス業
ンタテインメント、( 株 ) ゴルフダイジェスト・オンライン

例：
（株）コナミデジタルエ

インターネット附随サービス業（インターネットオンデマンド放送）
スポーツ映像情報制作・配給業など

例：( 株 )J リーグメディアプロモーション（旧 J リーグ映像）

新聞業（一般紙のスポーツ欄、スポーツ新聞） 例：( 株 ) 日刊スポーツ、スポーツニッポン新聞社

以上のようなスポーツに関わる会社（スポーツ企業）の分類と

ことがわかります。

スポーツ施設提供業（陸上競技場、体育館、プール、ボウリング場、テニス場など、主にアマチュア用
の施設。公共、民間を含む） 例：東京体育館（東京都）、
（株）ラウンドワン

スポーツ・娯楽用品賃貸業（スキー用品レンタルなど）

ます。こうした会社を「スポーツ支援企業」と呼びます。

してみると、スポーツに関わる会社には非常に多くの種類がある

スポーツ健康教授業（スイミングスクール、テニス教室、ゴルフスクール、柔道場、ダイビングスクール
など）
、フィットネスクラブ

プレイガイド、場外馬券売り場、ゴルフ会員権買取販売業

を提供するわけではありませんが、スポーツに関連した製品や

全体像を、右図の「スポーツ産業分類表」にまとめました。こう

例：ゴルフ場（会員制）
、テニスクラブ（会員制）

遊技場（ビリヤード場など）
・その他の娯楽業（ダンスホール、マリーナなど）

一方、ミズノやアシックスといった会社は、スポーツそのもの

サービスを提供することでスポーツそのものの提供を支援してい

例：
（財）日本サッカー協会、（財）日本高等学校野球連盟、総合型地域スポーツクラブ

スポーツ施設提供業

公園整備・管理業

また、プロ野球や J リーグでは「みるスポーツ」を、スイミン

その業務だけで生計を立てている人はごくわずかで、狭き門と言

非営利的団体

スポーツ興行場（スタジアム、アリーナなど主にプロ興行を行う施設。公共、民間を含む） 例：国立競
技場、
（株）東京ドーム

︵広義の︶スポーツ産業

スポーツが好きな人なら誰しも、一度はこうした仕事に就きた

例：
（社）日本野球機構（NPB）
、
（社）日本プロサッカーリーグ
（J リーグ）、
（財）
日本相撲協会

旅行代理業（スポーツツーリズム、スポーツ観戦旅行など）

「スポーツの会社（スポーツ企業）」とは、プロ野球の球団や J リー
グのクラブ、あるいはミズノやアシックスといった「スポーツに

例：日本中央競馬会（JRA)

非営利的団体

自然科学研究所（運動生理学、バイオメカニクスなどの研究業）
、人文・社会科学研究所（スポーツビジ
ネス、スポーツマネジメントなどの研究業） 例；国立スポーツ科学センター

「スポーツの会社」とは？

トレーナーといった「スポーツに直接かかわる仕事」、あるいは「ス

競輪、競馬場等の競走場、競技団

専門サービス業（代理人（エージェント）
・選手マネジメント業、スポーツクラブ・団体の法務・財務・
税務コンサルタント業、経営コンサルタント業、スポーツマーケティング業、スポーツ用品の工業・商業
デザイン業、スポーツライター業、写真業、通訳業、広告制作業など）

「スポーツビジネス」にも「スポーツの仕事」と「スポーツの会社（スポーツ企業）」という 2 つの意味があります。

「スポーツの仕事」とは、例えばプロスポーツ選手や指導者、

例：プロ野球球団、J クラブ、相撲部屋、プロレス団体

小・中・高校・大学（教科体育と運動部活動）
教育・学習支援

皆さんは、「スポーツビジネス」と聞いてどういうイメージを持つでしょうか？

「スポーツの仕事」とは？

小分類（例：団体・企業など）

スポーツ出版業、
スポーツニュース供給業 例：（株）ベースボールマガジン社、
（株）クラブビジネスジャパン
建設業
―

土木工事業（スタジアム、クラブハウス、ゴルフ場建設など）
スポーツリーグ・クラブ・イベントなどのスポンサー、企業スポーツの親企業など

※大小の産業分類は「日本標準産業分類（平成 14 年 3 月改訂）に従った。
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スポーツビジネスの概要 と
大学でスポーツビジネスを学ぶ意味
について

発展途上のスポーツビジネス
ただし、スポーツビジネスは、ビジネスとしてはまだ発展途上
です。
わが国のスポーツは、学校スポーツや企業スポーツといった「ア
マチュア」が中心でしたので、
「スポーツでお金を稼ぐ」などもっ

スポーツビジネスを学ぶ意味
私は、最初の就職先としてスポーツの仕事やスポーツ企業にこ

一方、スポーツビジネスには他のビジネスにはない特徴もあり

だわらないよう指導しています。実際、江戸川大学でもスポーツ

ます。それは、スポーツという商品は「公共性が高い」というこ

ビジネスコースの学生のほとんどはスポーツとは関係のない会社

とです。スポーツはパソコンや ipod といった私的な消費にとど

に就職していきます。

まる商品とは違い、多くの人に影響を与える「社会的な出来事」

末にはスポーツのことを考えてくれたることも、私たちにとって

でもあるのです。

うれしいことです。ボランティアで子どものスポーツを指導した

も、それぞれの会社や分野でスポーツを通じて学んだことを生か
してもらえればいいのです。
また、スポーツに関係のない仕事についても、アフター 5 や週

てのほかだったのです。こうしたイメージは国際オリンピック委

ではなぜスポーツビジネスコースなどというコースを開設して

員会がアマチュア規定を撤廃してから大きく変化しつつあります

いるのか、大学でスポーツビジネスを学ぶことに何の意味がある

経営学では、ビジネスをする時にうまく関係調整しなければな

り、スポーツイベントの手伝いをしたり、スポーツ関係の NPO

が、「スポーツのビジネス化」は、まだはじまったばかりです。

のか、と思われるかもしれません。ただ、私は大学で学ぶうえで「と

らない利害関係者のことを「ステークホルダー」と言います。一

でマネジメントの手伝いをしたり、そうしてスポーツに積極的に

そのためか、大企業も多くはありません。

りあえずの動機づけ」はとても重要だと思っています。

般のビジネスでは、会社の所有者である株主と消費者のことを考

関わってくれる若者が増えてくれれば、日本の「スポーツ文化」

たとえば、プロ野球や J リーグは一見すると華やかですが、プ

法学部に入った学生がみんな弁護士になるわけではないし、教

えていれば大体問題ないのですが、公共性のある、つまり大勢の

はもっと豊かなものになるでしょう。このような若者が 1 人でも

ロ野球球団の年間売り上げの平均が約 100 億円、J リーグの J1 ク

育学部に入った学生がみんな教師になるわけではありません。教

人に影響を与えるスポーツには、他のビジネスとは比較にならな

多く増えるならば、教育に携わる者としてこれ以上の喜びはあり

ラブの平均が約 30 億円、J2 クラブの平均が約 10 億円です。また、

育学部を卒業した学生のうち、教師になる学生より一般の企業に

いくらいたくさんのステークホルダーが存在します。

ません。

プロ野球球団の正社員数は 20 ～ 70 人くらい、J リーグのクラブ

就職していく学生の方が圧倒的に多いのが実情です。では教育学

たとえば、J リーグのクラブにも株主や消費者（ファン）がい

では 5 ～ 40 人くらいです。いずれにせよ中小企業であり、新卒

部での教育はまったく無意味だったのかというと、もちろんそう

ますが、中には「サポーター」と呼ばれる忠誠心の極めて高い消

で正社員を採用しているのはプロ野球に 2 球団あるだけです。ほ

ではありません。

費者がいます。彼らは、たとえ雪が降ってもクラブが最下位でも

とんどの球団・クラブは新卒で正社員を採用する余裕はなく、中
途採用で即戦力を求めています 。
つまり、「プロスポーツの球団やクラブで働く」というのは、
不可能ではありませんが、かなり難しいということです。

それは、それぞれ専門性の高い知識や学問を学ぶなかで、実は
いずれの学問にも共通の「知に対する構えや態度」を養成するの
が大学教育の本質だからです。これが専門学校とは決定的に違う
ところです。

見に来てくれるありがたい顧客であると同時に、クラブ経営に問
題があれば直ちに抗議してくる過激なクレーマーでもあります。
また、ユニフォームの胸などに広告を出してくれる「スポン
サー」、試合を放送する放送局、試合を行う公共施設を所有する

このように、スポーツビジネスの中でも中心的な業界である「み

同じように、スポーツビジネスコースに来たら、当然、とりあ

自治体、サッカー協会などの競技団体などさまざまなステークホ

るスポーツを提供する会社」がまだ発展途上なのですから、その

えずスポーツビジネスについて学びます。しかし、お話ししたよ

ルダーがいて、J クラブにはそれらとの利害調整を常に円滑に行

周辺でスポーツを支える企業も、決して大企業が多いとは言えま

うに、スポーツビジネスをきちんと学ぶということは、すなわち

うことが求められます。

せん。一部スポーツ業界の現状については、本誌コラム（p10 ～

一般的なビジネスや企業経営を学ぶのと同じです。

13）を参考にしてください。
もちろん、大企業が少ないからと言って悲観するのは早計です。

江戸川大学のスポーツビジネスコースは経営社会学科の中にあ

実は、最近は一般の企業にも、地域社会や自治体などさまざま
なステークホルダーとの関係を調整し、共存を図ることが求めら

り、経営学や財務・会計等のビジネス一般に共通のカリキュラム

れています。そうでなければ企業も存続できないということが、

スポーツ企業の中には規模は大きくなくても優良な企業は数多く

を学ぶように指導しています。

強く認識され始めているからです。

あります。この不況でも売上げを伸ばしている成長企業もありま

また、千葉ロッテマリーンズや日本ハムファイターズ（2 軍）、日

そう考えると、スポーツビジネスから一般の企業やビジネスが

す。一見華やかに見える業界ですが、就職先として考えるのであ

本バスケットボールリーグの日立サンロッカーズといったスポー

学ぶ点は非常に多いですし、スポーツビジネスについて学ぶこと

れば、会社の知名度にこだわらず情報収集をしっかりして冷静に

ツチーム、あるいはサッカー専門新聞の「エルゴラッソ」など、

で、これからの企業経営やビジネスに必要な、重要な要素を学ぶ

検討する必要があります。

さまざまなスポーツビジネスのフィールドでの実習やインターン

ことができるといえるのではないでしょうか。

シップのプログラムを用意しています。
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スポーツビジネスの特殊性

もちろん、スポーツの仕事に就いたり、スポーツの会社に入っ

これらのプログラムを通じて考えてほしいのは、スポーツのこ

て生き生きと働いてくれることは、教育者のはしくれとしてもう

とではなく「顧客」のことです。これは、他のビジネスとまった

れしい限りです。ただ、それだけがスポーツビジネスを学ぶ目的

く同じです。

ではありません。スポーツの仕事やスポーツの会社に入らなくて

000

スポビズ業界大解剖！
スポーツマーケティングの主役は、
今後も広告代理店か？
スポーツ総合研究所

所長

広瀬一郎

広告代理業
独占的（Exclusive）なものとして守られ、非公式と徹底的に差別
化されるのである。「公式権」の基本は「排他独占権（Exclusivity）」
だ（「アンブッシュ・マーケティング」は徹底的に排除される必

当初は広告代理店が
ビジネスの主役

る。価値が価格になり、1970 年代にスポーツマーケティングが
誕生した。「メディア価値」こそが、スポーツマーケティングで
取引される対象の中核なのである。つまり、スポーツマーケティ

スポーツマーケティングというビジネスは、TV メディアへの

権利を持たざるものに対する制限が強いほど、その制限を免除
される権利の価値が高くなることは自明である。

露出とスポンサーの両方を確保することが主たる業務であったた
め、当初は広告代理店が大きな役割を果たしていた。その後、そ

スポーツマーケティングという事業分野は比較的新しいもので

ングとは、スポーツ産業の中の「観戦型サービス」（＝ Spectator

ロス五輪以降は、①公式スポンサー権、②公式 TV 放送権、③

あり、誰がいつ、どのようなかたちで開始したのかについては諸

Sports）、ひらたく言えば、「スポーツ興行」におけるマーケティ

公式商品化権が、スポーツマーケティングのもっとも基本的な構

フジテレビがバレーボール W カップを自局の看板ソフトに育て

説がある。

ングの手法・領域のことなのである。

成となった。なかでも、「公式 TV 放送権」は、1 カ国でひとつの

あげたりしたことが、その典型である。テレビ朝日の全英オープ

こに TV メディア自身が主たるプレーヤーとして参入してきた。

ンゴルフや、TBS テレビのマスターズゴルフなども看板番組だが、

1970 年代前半に、ウエスト・ナリーという英国の会社がサッ

繰り返すが、スポーツに関連したマーケティングすべてがス

TV 局に対してだけ独占放送権を与えるという基本型が確立した。

カーのワールドカップの看板スポンサーの販売権を取得し、その

ポーツマーケティングなのではない。「スポーツを利用した企業

ロス五輪では ABC が全米の独占放送権を 2 億 5500 万ドルで購

ビジネスを「スポーツマーケティング」と称したのが最初だとさ

活動」と「スポーツの普及拡大」とが複合し、メディアを通じて

90,000
入し、世界をアッと言わせた。これだけで大会総費用の約半分を

さらにビジネスが進展し、安定してくると、広告代理店に依存

れるが、今となっては確かめようもない。当時は、“ スポーツの

獲得した「メディア価値」を利用してさまざまな商品化を図った

カバーできる額であった。ユベロス氏は、「オリンピックに必要

する領域が少なくなるのは、商社の場合と同様だ。IOC や FIFA は

場で広告活動をすること ” 程度の意味でしかなかったのは容易に

ことで、このビジネスがスポーツマーケティングとして確立して

なものは大きな競技場ではなく、問題はその競技場に何台の TV

代理店機能を持つ自前の会社を設立し、五輪や W カップのマーケ

想像できる。したがって、当初は広告代理店がビジネスの主役と

いったのである。

カメラを入れられるかだ」と言い切ったのである。

ティングをじかに行うようになっていった（1986 年のサッカー

なっていたが、単なる「スポーツスポンサーシップ」との差は、

1960 〜 70 年代は、大量生産による生産力のアップ、企業活動

権利の源となる
「メディア価値」の創出に関与するかどうかである。

のマーケティング志向の高まりと国際化、TV メディアの爆発的な

スポーツがすべてメディア価値を持つわけではないことは明ら

普及などが背景となり、先進国において消費社会化が一気に進ん

かだ。さらに、競技レベルとメディア価値には必ずしも相関関係

だ時代であった。

90,000
80,000

試合と UEFA チャンピオンズリーグの準々決勝「アーセナル対 AC

用してのスポーツマーケティングが、確立期に入っていく。そう

70,000

ミラン」のゲームとでは、明らかに後者の競技レベルが上である

したなか、1984 年に開催されたロサンゼルスオリンピックで、組

60,000

が、日本国内においては視聴率も放送権料も前者のほうがはるか

織委員長を務めたピーター・ユベロス氏の採用した手法により、

50,000

に上回っていることは、容易に想像できるだろう。スポーツマー

スポーツマーケティングのベースが確立された。

40,000

く、
「テレビ（TV）放送の有無」と「権利内容」である。したがっ

五輪競技の TV 露出によって形成されたメディア価値を権利とし

て、プロデューサーには「TV メディアとの交渉力」と基本的な「法

て法定し、スポンサーにプロモートしたり、マーチャンダイジン

務の知識」が不可欠である。

グに利用したりして、事業化したのである。スポーツマーケティ

など数社以外は小規模で経営的にも安定しているところは少ない

10,000

のが実情だ。スタッフを公募採用しているところも多くないので、
1980

1984 1988

1992

1996

2000 2004

2008

北京

1972 1976

アテネ

た商品やコンテンツ類はすべて「公式（Official)」と呼ばれ、排他

ケティングを社業として標榜している会社もあるが、老舗の IMG

20,000

シドニー

メディア価値を持つようになり、その価値をもとに事業が成立す

どの個々のチームもこの分野に進出している。また、スポーツマー

アトランタ

明確な差別化のために、五輪のメディア価値を利用する権利を得

現在、広告代理店や TV 局はもとより、プロ野球や J リーグな

バルセロナ

歴史を遡れば、TV メディアの発達により、スポーツは大きな

新しい企画には、常にリスクが伴うからである。

ソウル

意することは、スポーツマーケティングの主要な機能なのである。

ためには、これまでにない新しい企画を提案していくしかない。

ロサンゼルス

するということに着目した点にある。外形的に明確な差別化を用

本的には変わらないであろう。広告代理店の存在価値を維持する

日本

モスクワ

という。ユベロス氏の権利というものに対する炯眼は、「制限」

理店を介在させる合理的な意味がない以上、この傾向は今後も基

30,000

0

代理店が扱えるスポーツの権利は、売りにくいものしかなく
なっていっているのが、今日の実態である。リスクがなければ代

欧州

モントリオール

TV の発達がもたらした
スポーツのメディア価値

単位：万 US ドル

北米

ミュンヘン

ングの領域で扱う商品化された権利を「公式権（Official Rights）」

たが、2010 年の南アフリカ大会ではソニー 1 社である）。

■ 夏季オリンピックの放送権料の推移

1980 年代に入ると、“ 高いメディア価値 ” を持つスポーツを利

その手法とは、徹底的に TV への露出を利用することであった。

その放送権売買に代理店はもはや介在していない。

W カップ・メキシコ大会では、電通扱いのクライアントは 4 社あっ

がない点に注意を促しておきたい。例えば、サッカー日本代表の

ケティングの企画書／契約書に必須な項目は、試合内容だけでな

10

要がある）。

低下の一途をたどる
広告代理店の役割

インターネットなどで会社について調べ、直接訪問して採用情報
をとるしかないだろう。

出所：谷口源太郎「オリンピック放送権のビジネス化」（メディア総合研究所『新スポー
ツ放送権ビジネス最前線』花伝社、2006年、P.8）より編集部作成。
注 ：夏季オリンピックの日本の放送権料には、退会協賛金や技術協力金なども含む。
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スポーツ用品製造・流通業

スポビズ業界大解剖！
マーケット拡大のための課題は
国内企業の国際競争力強化

江戸川大学社会学部 客員教授

米国に次ぐマーケット
日本市場への期待と課題

木ゴルフ、加茂商事、B&D などがあり、
「大規模・多店舗展開企業」

桂川保彦

と「種目別専門店」（ゴルフ・野球・テニス・アウトドア・球技・サッ
カー・陸上・水泳・卓球等）、「単店舗総合小売店」の 3 種類に大

オリンピックは世界中の人々が感動を共有することができる世

広報・宣伝などがある。主たる企業にはミズノ、アシックス、デ

別される。いずれの業種にも管理業務（人事・総務・経理・法務・

界最大のイベントであると同時に、大会運営と選手の活躍を支え

サント、ゴールドウイン、ヨネックス、モルテン、ミカサ、山本

物流等）があるのはいうまでもない。

るスポーツ産業の競争、発展の場でもある。第 29 回オリンピッ

光学、東亜ストリングス、ゴルフ大手の SRI スポーツ（ダンロップ）、

近年、各業種の企業は、以上のような分類上の区分をまたいで

ポーツ参加率がなかなか伸びない。また、プロスポーツなどの「み

ク夏季大会（北京大会）でも最新技術を駆使した施設、用具、ウェ

ブリジストンスポーツなどがあり、スポーツ用品一般を扱う「総

ビジネスを展開している。大規模小売業が製造・輸入を行ったり、

るスポーツ」に対する消費支出は増加傾向にあるが、ゴルフ、ス

ア、報道、競技運営などが注目を集めた。

合メーカー」と、特定の競技や分野に特化した「専門メーカー」

製造業が卸・小売販売を行ったりするケースである。たとえば、

キーなどの「するスポーツ」については減少傾向にある。

がある。

ミズノは製造・卸・小売を自社で一貫して行っている。アシック

その一方で、健康維持・増進、地域住民との交流などを目的に

スも同様だが、卸機能のみ別会社が行っている。代表的な国内企

した生涯スポーツ（ライフタイムスポーツ）が注目されているた

業の現況について表にまとめたので、参照してほしい。

め長期的には、スポーツ関連の消費支出は概ねゆるやかな拡大が

その中でとりわけ身近な用品・用具等は、テレビの視聴者に対

経済の先行き不安、所得の伸び悩み、所得格差の拡大など経済
的要因に加え、少子高齢化など社会構造の変化により、国民のス

してブランドの品質の高さ、優秀性を伝え、購買意欲を刺激する

「輸出入業」は、①海外ブランド製品の輸入・販売、および②材料・

ことにつながるため、各スポーツブランドは総力をあげて取り組

部品の輸出入・販売を行う。具体的な業務は、スポーツ用品・材料・

み、ナンバーワンを競う。ここでは、スポーツ活動に不可欠なパー

部品の買い付け、輸出入、販売、広報・宣伝、販売促進。主な企

一方、代表的な海外ブランドの日本法人であるナイキジャパン

トナーであるスポーツ用品製造・流通業について述べたい。

業には、総合もしくはスポーツ用品専門の商社や、ナイキジャパ

とアディダス ジャパンについては、業績が未公開であるが、業界

民が結束して、国民のスポーツ参加率を高め、需要の増大を図る、

ン、アディダスジャパンなど海外スポーツブランドの日本法人が

紙等の予測として両社とも売上高 1000 億円程度とされている。

社会的ムーブメントを起こすことなどが求められる。

国内企業の現状と
主要海外ブランドの動向

ある。ナイキジャパンとアディダス ジャパンは、国内での卸売や、

予想される。ただし、その流れをより確実にするためにも、産官

ナイキジャパンは米ナイキ社の 100％連結子会社で、同ブラン

伸び悩みが指摘される日本市場だが、国際的には米国に次ぐ購

ドの生産・輸出入・販売（卸・小売）を行っている。日本への進

買力があるとみられている。その結果、競争のグローバル化はよ

「卸売業」は、海外ブランド・国内ブランド製品の国内小売企

出当初は、米国のシステムをそのまま持ち込んだため、日本市場

りいっそう激しくなると予想され、国内企業の国際競争力が問わ

スポーツ用品製造・流通業は、日本標準産業分類では「スポー

業向け販売を行う。主な業務は企画・仕入、販売、販売促進であ

に適応できずに失敗したが、流通政策を一新してからは、順調に

れている。

ツ用衣服製造業」「運動用具製造業」「スポーツ用品・娯楽用品・

り、主たる企業にはゼット、エスエスケイ、アシックス商事、ザ

業績を伸ばしている。従業員数は約 800 人。

がん具卸売業」「スポーツ用品小売業」に分類されているが、以

ナックス、イモト等がある。その中には自社ブランドで製造を行っ

下では「製造」「輸出入」「卸売」「小売」の各業域に分けて、特

ている企業もある。

徴を解説する。

一部で小売も行っている。

「小売業」は、海外ブランド・国内ブランド製品の店頭販売お

「製造業」は、①自社ブランド製品の製造ならびに卸売・小売

よび学校などの法人向け販売を行う。主な業務は仕入、販売、販

業向け販売、および② OEM（相手先ブランドによる生産）を行う。

売促進であり、主たる企業にはゼビオ（ヴィクトリアを含む）、

具体的な業務には、研究開発、企画、生産管理、販売、販売促進、

アルペングループ、ヒマラヤ、有賀園ゴルフ、ツルヤゴルフ、二

一見華やかなイメージの業界だが、実際の仕事は地道かつ多岐

一方のアディダス ジャパンは、独アディダス社の 100%連結子

にわたり、タフな面も多い。したがって、どんな仕事にも前向き

会社であり、同ブランドの生産・輸出入・販売（卸・小売）を行っ

に取り組む、元気で明るい性格の人材が向いているといえる。業

ている。日本進出はナイキよりも早く、成功と失敗を繰り返しな

務経験を積みながら、自分の適性に合う仕事を見出せれば、前途

がら成長を遂げてきた。従業員数は約 500 人。

は明るい。社会人としての基礎能力は当然身につけておくべきで

両社とも社内の公用語は主として英語である。定期採用はなく、
必要に応じて募集している。

あり、スポーツマネジメントなど専門領域の習得はプラス要素と
なるはずだ。

■ 代表的な国内企業の現況

■ スポーツ用品製造・流通業における商品の流れと業種
製造業（輸入ブランド）
卸売業
輸出入業（海外ブランド）

小売業

消費者

企業名

業種

売上高
（億円）

経常利益 純利益
（億円） （億円）

従業員数

概況

アシックス

製造業

2,261

211

ミズノ

製造業

1,740

74

130

4,894 人

好調を持続、海外事業が堅調。ランニングシューズは高機能との評価を受ける。

24

5,731 人

デサント

製造業

813

売上高・利益とも、アシックスを下回る。創業 100 周年を期して再チャレンジ。

41

20

1,458 人

ゴールドウイン

製造業

海外ライセンスの展開を主力とし、繊維製品が主体。話題のスピード・ブランドの製造・販売に着手。

453

1

△60

1,550 人

ヨネックス

経営再建の途上にある。デサントと同様の業態。話題のスピード・ブランドの国内製造・販売権を獲得。

製造業

367

15

14

1,254 人

テニス・バドミントン・ゴルフに注力し、市場シェア獲得を目指す。

SRI スポーツ

製造業

591

56

30

1,788 人

ダンロップ・ブランドのゴルフ・テニス用品が主力。

ブリヂストンスポーツ

製造業

464

未公開

未公開

462 人

ブリヂストン・ブランドのゴルフ・テニス用品が主力。

ゼット

卸売業

420

8

1

606 人

自社ブランドの野球用品を展開。

エスエスケイ

卸売業

526

11

未公開

616 人

ナイキの国内代理店。自社ブランドの野球用品を展開。

アルペングループ

小売業

1,865

84

60

2,916 人

大規模・多店舗展開。アルペン、スポーツデポ、ゴルフ 5、およびゴルフ場を経営。店舗数：アルペン 116、ゴルフ 5 174、スポーツデポ 79、合計 369

ゼビオ

小売業

1,445

126

83

962 人

大規模・多店舗展開、高収益体質。ヴィクトリアを買収。店舗数：ゼビオスポーツ 203、NEXT 19、ヴィクトリア 61、合計 283

ヒマラヤ

小売業

375

9

3

625 人

大規模・多店舗展開。店舗数：71

※業績・従業員数の出所：証券市場非上場のブリヂストンスポーツ、エスエスケイは各社ホームページより。それ以外は、東洋経済新報社『会社四季報2008年4集』掲載の決算期連結数字より
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13

マネジャーとしての

びたいと思うようになり、江戸川大学

商品知識と

し、私の感覚では「なかなか売れない

父の背中を

験や、身近な存在である父の影響もあ

裏方体験

のスポーツビジネスコースの門を叩き

経験的な感覚が重要

だろう」と思っていた商品が飛ぶよう

目指して

るのだと思います。

ました。学びたいカリキュラムが揃っ

に売れて、在庫を切らしてしまいそう

学生時代に、4 年間ドラッグストア

2 歳からおもちゃのバットを振り回

ていたのが魅力でした。実際に、スポー

09 年入社後、スーパースポーツゼビ

になって肝を冷やしたこともありまし

私の父は、現在、楽天野球団に勤務

でアルバイトをしていたのですが、そ

していたやんちゃな子供でした。4 歳

ツを通じて経営の基礎を学べたことは

オ多摩境店で販売に従事しています。

た。マーケティングの勉強だけでは得

しています。近鉄やロッテなどの球団

の際に学んだ接客経験や、商品陳列、

で硬式野球を始め、高校 3 年まで続け

大変ありがたく思っています。

店舗は年中無休ですので、シフトによ

られない現場感覚が非常に重要だと感

フロントを経て、その後一時転職しま

目上の方々とのコミュニケーションな

ました。プレーヤーとしては中学 2 年

就職に際しては、スポーツ業界への

る週休 2 日制です。遅番ですと 9 時 40

じています。主な担当商品はサッカー

したが、05 年の球団創設を機に声をか

ども、今の仕事に非常に役立っていま

時 に ヒ ジ を 故 障 し、 そ れ か ら は マ ネ

こだわりはありませんでした。業界を

分までですので、小平の自宅へ帰るの

のギアですが、各メーカーから続々と

けられ、球団経営の現場に復帰しまし

す。すべての体験を財産にすべく、現

ジャーとして野球に携わるようになり

絞りすぎてしまうと、自分自身の可能

は 12 時近いこともしばしばです。

新商品が発表されることに加え、野球・

た。

在の仕事でいろいろな視点を身につけ

ましたが、最後の夏は、甲子園でベス

性も限られてしまうと思ったので、い

「いかに売上を上げるか」というのが

バスケット・陸上などのギアも同じフ

スポーツ界は華々しいイメージがあ

ながら、まずはすべての部門を担当で

ト 8、国体出場も果たすなど、納得の

くつもの業種や企業を訪問しながら、

課題です。モノが揃っていれば売れる

ロアにあるため、すべてのカテゴリー

りますが、運営に携わる裏方の活動は

きるスタッフを目指して、仕事に励ん

いく結果を得ることができました。

卒業までに納得のいく就職活動ができ

と思っていましたが、実際にはそう簡

の商品についてもひと通りの知識が必

地味な努力が多いと思います。私自身

でいきたいと思っています。

マネジャーを経験したことで、現場

ればいいと思っていました。その中で

単ではありませんでした。ショッピン

要となります。メーカーの営業の方か

も学生時代に、bj リーグ・東京アパッ

■

の裏方として力を発揮するスポーツビ

私がゼビオ株式会社への就職を決めた

グモール等に入っていない独立店舗の

らのヒアリングや、インターネットに

チのフロント業務やフットサルコート

ジネスに対しても興味を持つようにな

のは、店舗の見学に行った際、社員の

ため、スポーツギアを見るため、買う

よる情報収集も欠かせません。まさに

でインターンシップを重ね、実感しま

りました。スポーツマーケティング、

人たちが生き生きと接客していた姿に、

ために来店する人しかいないのも特徴

日々勉強の毎日です。

した。しかしだからこそ、そのような

スポーツマネジメントなど、スポーツ
ビジネス全般を通じて経営について学

春
日

「ここなら自分らしさを生かせる」と
思ったのが決め手でした。

で、土地柄や立地、客層などを含めても、

仕事に強い関心を持っています。これ

他店舗とは販売傾向が異なるようです

は、学生時代の部活でのマネジャー経

卒業生
インタ
ビュー

博 満
インターンとアルバイト経験が
ビジネスで生かされている
14

春日博満（かすが・ひろみつ）
1985 年生まれ。聖望学園高校卒。江戸川大学社会学部経営社会学科ス
ポーツビジネスコースを専攻後、2009 年ゼビオ株式会社入社。2010 年
2 月現在、スーパースポーツゼビオ多摩境店で販売職として勤務する。

15

信念と情熱さえ失わなければ
人生に回り道などない

眞
介

窪園眞介（くぼぞの・しんすけ）
1979 年生まれ。千葉県立若松高校
卒業後、フリーター期間、専門学校
を経て、住友セメントシステム開発
株式会社で SE として勤務。その後、
江戸川大学社会学部経営社会学科ス
ポーツビジネスコースを専攻し、08
年株式会社スポーチュア入社。千葉
ロッテマリーンズの HP や携帯サイ
トの制作責任者として従事。

16

で教鞭をとっていたことを知り、夏休

ゼミの一環で、千葉ロッテマリーン

い思いをしたのも事実ですが、エンジ

みのオープンキャンパスで直接お話を

ズの試合をラグジュアリールームで観

ニアとしての知識・経験は得ていたの

したところ、「情熱があるなら飛び込ん

戦する機会をいただいた際、球団のホー

で、即戦力としての職務が要求され、

でみればいい」とアドバイスを受け、

ムページや携帯サイトの運営を受託し

比較的責任の重い立場でプロジェクト

大学進学の決意を固めました。

ている株式会社スポーチュアの神野嘉

に関わることができました。

卒業生
インタ
ビュー

窪 園

同期の大卒メンバーの方が高く、悔し

江戸川大学の編入試験に合格し、大

一社長とお話しする機会があり、SE と

会社で受託する業務の 6 割程度が親

学生として学ぶことになりました。同

しての経験を買われ、アルバイトをす

会社である住友セメントの仕事でした

世代の仲間たちは、私が大学に通って

ることになったのは幸運でした。その

が、私が主に担当していたのは、外部

いる間に、ビジネスマンとしてのスキ

後、あらためて社長から正社員として

クライアントである百貨店や財団など

ルを高めています。大学に通う時間を

の登用のオファーをいただき、就職す

流通系のシステム開発でした。異業種

ムダにしてはいけないという気持ちで

ることを決めました。

の方々と関わることが多く、またコミュ

した。ゼミで学んだことは、かなり高

ニケーションが上手な仲間に恵まれた

いレベルの内容だったと思いますが、

ページや携帯サイトの制作・運用を担

ことで、有意義な毎日でした。

年長である私と同様に、社会経験を持

当することになりました。現在ではそ

つ友人と中心になって意見交換を重ね、

の責任も重くなり、また解析しながら

楽しみながら勉強できました。

マーケティングやプランニングに落と

手に職をつけるため、

スポーツを仕事にするために

IT ビジネスの世界へ

大学で学ぶ

入社直後からマリーンズのホーム

学生時代バスケットボールをしてい

し込むなど、業務範囲も広がり職責も

た私にとっては、バスケット界のスー

大きくなってきました。またベンチャー

高校卒業後、本来進学したかったの

仕事は大好きで、朝から夜遅くまで

パースター北原憲彦先生がこの大学で

企業ですので、単なる会社の歯車のひ

ですが、家庭の経済事情や自分がやり

仕事をしていましたが、人生の中で仕

教鞭をとっていらしたことは驚きでし

とつになるのではなく、経営に近い部

たいことが見えていなかったこともあ

事が占める大きな割合を考えると、よ

たし、講義中に学生を叱責する際に、

分で自分の仕事が反映される面でもや

り、3 年間フリーターとしてアルバイ

り興味が深いジャンルの仕事に就くべ

人間性を重んじた指導をされているこ

りがいを感じます。正直なところ、給

トを重ねていました。この当時 2000 年

きではないか、という思いを持つよう

とに感銘を受けました。また、鈴木秀

与面は前職などと比較しても決して高

頃は、業務管理の場面等でコンピュー

になりました。学生時代にはバスケッ

生先生の講義で、幼稚園児にサッカー

くありませんが、仕事を辞めてまで「ス

タによるシステム化が進んでおり、IT

トボールをプレー。そのほか、野球、サッ

指導できるライセンスを取得するなど、

ポーツビジネスに関わりたい」と大学

ビジネスは求人情報も多い時代でした。

カー、テニスをはじめ、スポーツをプ

得難い経験も積めました。

編入を決断したわけですから、現在の

システムエンジニアとして手に職をつ

レーすることに加え、スタジアムでの

けていれば仕事に困らないだろうと思

観戦やテレビ中継を見るのも大好きで

スポーツ興行に近い職場で

い、情報処理技術を学ぶべく専門学校

したから、スポーツの世界で仕事をし

感じるやりがい

に通うことにしました。年齢も周りと

たいと思いはありました。そこで、実

比べて上でしたので、しっかり勉強し

際にどんな仕事があって、そのために

就職に際しては、履歴書や試験など

たいことが見つかれば、その時あらた

たいと思っていました。入学後半年で

どのような勉強をしたらいいのかと調

ではなく、実力を示してそれを認めて

めて大学で学べばいい」と話していま

基本情報技術者という国家試験にも合

べるようになりました。

ほしいという思いが強く、インターン

したが、この言葉が胸に強く残ってい

仕事は非常に楽しく充実感があります。
専門学校時代の校長が「この学校で
2 年勉強すると大学に編入できるシス
テムがある。社会で働きながら、やり

格。資格を得たことに加え、卒業時に

入社 3 年目のある日、広瀬一郎氏の

シップにも取り組みました。卒業論文

ました。事実、やろうと思えば「自分

は最優秀学生として表彰され、県知事

著書「スポーツマンシップを考える」

のテーマは指定管理者制度でしたが、

の心がけ次第で何とかなるもの」と思

賞をいただくことができ、あらためて

という本を読み共感を覚えました。ス

鹿島アントラーズや日本体育施設など

えましたし、振り返っても「回り道を

自信を得ることができました。

ポーツビジネスに関連した著書も読ん

でのインターンシップの経験も反映す

した」とか「タイミングが遅い」と感

卒業後は、住友セメントシステム開

でみると、社会経験を積んでからスポー

ることができました。同時に、「スポー

じたことはありません。これからも自

発株式会社にシステムエンジニアとし

ツビジネスの世界に入ることを推奨し

ツ興行に携わる職場で働きたい」とい

分の信念を貫き、ひとつひとつ成長を

て就職しました。同期は 8 人いました

ていたこともあり、自分と合致すると

う思いが自分の支柱であることを認識

重ねたいと思っています。

が、私以外は全員大卒でした。給料は

思えました。広瀬氏が当時江戸川大学

するようになりました。

■
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学校紹介／江戸川大学

学ぶ。体験する。戦う。スポーツに取り組む江戸川大学。

............

Edogawa University
■ 江戸川大学スポーツビジネスコース
スポーツを通じて
ビジネスと社会を学ぶ

スポーツとの
関わり方はさまざま

江戸川大学スポーツビジネスコースでは、

また、千葉ロッテマリーンズや日本ハム

は、スポーツそのものというより、スポーツ

ことを各分野で生かして活躍してほしいと考

イベントをどのように成功に導くかといこと

えています。

■ スポーツ強化部
経営社会学科が支援し強化部として活動し

また、2009 年度よりチアリーディング部

ているのが、サッカー部とバスケットボール

が創設されました。USA・Japan インストラ

であり、またそのサービスの対象となる「お

また、スポーツとの接点は職業としてだけ

部です。サッカー部は、元・J リーガー鈴木

クターでミュージカルなどの出演経験を持つ

客さん」のことです。これもまた、他のビジ

ではありません。スポーツを楽しむことや、

秀生監督指導の下、千葉県大学サッカー 1 部

清水真利子氏を専任コーチとして招聘し、競

ネスとまったく同じです。

ボランティアとして、スポーツ指導、スポー

秋季リーグで活躍し、大学選抜にも選ばれる

技チア・応援チアの両面で活躍しています。

プロスポーツやスポーツメーカー、フィット

ファイターズ（2 軍）、日本バスケットボー

ネスクラブ、レジャースポーツ、アウトドア

ルリーグ（JBL）の日立サンロッカーズといっ

ツイベント、スポーツ関連 NPO に関わるな

部員もいます。男子バスケットボール部は、

清水氏による地域クラブや高校の部活・サー

スポーツ、スポーツメディアなどの企業や業

たスポーツチーム、あるいはサッカー専門新

社会で活躍していただくことは大変喜ばしい

ど、さまざまです。スポーツを通じて社会に

元・バスケットボール女子全日本監督を務め

クルを対象とした「特別出張チア・コーチ」
（無

界のビジネスの仕組み、あるいはスポーツの

聞の「エルゴラッソ」など、さまざまなスポー

ことです。私たちはそのための情報提供や協

貢献し、健全な市民社会、地域社会を築いて

た北原憲彦監督の下、関東リーグ 3 部に所属。

料）も行なっています。

組織論や指導論、スポーツ心理学などではス

ツビジネスのフィールドでの実習やインター

力もしますが、就職活動ではなるべく視野を

いく人材を育成したいと私たちは考えていま

女子バスケットボール部は、元・プロバスケッ

ポーツチームの組織マネジメントについて学

ンシップのプログラムを用意しています。

広く持ち、スポーツ関係以外の業界にアプ

す。

トボール選手だった守屋志保監督の下、同 2

びます

卒業後、スポーツに関係した仕事に就き、

実習では、オープンウォータースイミング

ローチすることもアドバイスしています。ス

. . . . . . . . . .. .

このように、スポーツビジネスについて学

の大会にボランティアとして参加したり、バ

ポーツの仕事や会社に就くことだけがスポー

ぶということは、一般的なビジネスや企業経

スケットボールの試合会場で観客調査をした

ツビジネスを学ぶ目的ではありません。どん

営を学ぶのと同様です。プロ野球の球団や J

りといった現場でのフィールドワークも行い

な会社に入ってどんな仕事をしても、スポー

リーグのクラブも会社組織であり、経営の基

ます。こうしたプログラムで考えてほしいの

ツやスポーツビジネスの勉強を通じて学んだ

※スポーツビジネスコースの科目例については、次
ページ「教員紹介」をご参照ください。

部に所属、インカレ出場と 1 部昇格を目指し

※ご希望の方はスポーツビジネスコース・澤井和彦
准 教 授（sawai@edogawa-u.ac.jp） ま で ご 連 絡 を お
願いいたします。

ます。

本は一般企業と変わりません。また、
スポーツチームにおいて、どのよ
うに選手のモチベーションを高め、
チームをまとめ、勝利に導くかとい
うことと、一般企業において、社員
の意識をどのように高め、組織をマ
ネジメントし、成果を挙げるかとい
うことは、やはり共通した要素が多
いのも事実です。

▲▼ JBL 日立サンロッカーズ開催試合における観客調査

サッカー部

チアリーディング部

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

アメリカンフットボール部

野球部

加えて、スポーツビジネスコース
は経営社会学科の中にあるため、経
営学や財務・会計といったビジネス

.

一般に必要な共通のカリキュラムを
学ぶことができるのが特長です。

▲アウトドアスポーツ実習風

▲▼千葉ロッテマリーンズでのインターンシップ風景

▲アシックス物流株式会社・関東柏流通センター見学会

●江戸川大学
スポーツビジネスコース
主要就職先
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伊藤園、オンワード樫山、海上自衛隊、キリンビバレッジ、コナミスポーツ＆ライフ、
スポーチュア、スリーボンド、ゼビオ、大東建託、千葉県国民健康保険団体連合会、
チヨダ（スポーツシューズ・ウェア販売）、東京鉄骨橋梁、日立市消防局、ファイブフォッ
クス（コムサ・デ・モード）、福島日産自動車、ヨドバシカメラ、陸上自衛隊

ほか
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Itaru KOBAYASHI
Toshio GUNJI

Norihiko KITAHARA

（元・バスケットボール女子全日本監督）

＋

北原 憲彦

研究テーマ／企業スポーツ、スポーツコーチング
担当科目／スポーツ指導者論

Kazuhiko SAWAI

（元・プロ野球選手）

＋

郡司 俊雄

研究テーマ／スポーツ・余暇研究
担当科目／健康・スポーツ科学、スポーツ社会学

＋

＋

小林 至

研究テーマ／スポーツビジネス研究
担当科目／スポーツ経済学、経営統計学

＋

澤井 和彦

研究テーマ／スポーツ制度の研究
担当科目／スポーツ教育学、地域スポーツ論

＋

Shinya GOTO
Shiho MORIYA

Hideo SUZUKI
Yasuo KOJO

（元・日刊スポーツ編集委員）

＋

古城 康夫

研究テーマ／コーチ学と近代スポーツ史
担当科目／スポーツビジネスコーチング論、日本スポーツ
近代史、健康・スポーツ科学演習

＋

後藤 新弥

研究テーマ／スポーツ先端領域論
担当科目／スポーツ産業論、国際スポーツ情勢論

（元・プロサッカー選手）

＋

＋

鈴木 秀生

（元・プロバスケットボール選手）

研究テーマ／サッカーコーチ学
担当科目／サッカーと地域経済、健康・スポーツ科学演習

＋

守屋 志保

研究テーマ／心理的コンディショニング
担当科目／スポーツ心理学

＋

＋ その他の教員と担当科目 ＋
【客員教授】
桂川保彦
原田卓也
（帝京平成大学教授）
（株式会社千葉ロッテマリーンズ）
担当科目／スポーツ用品・用具物流論 担当科目／スポーツマーケティング論

江戸川大学スポーツビジネスコース
教員紹介

＋

The
Teachers.
Sports Business Course

●江戸川大学

基本情報

■社会学部

設立／平成 2 年（1990 年）
住所／〒 270-0198 千葉県流山市駒木 474
電話／ 04-7152-0661

Edogawa University
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学長／市村 佑一

【非常勤講師】
庄子博人
（早稲田医学大学院）
担当科目／スポーツ施設の運営・管理

FAX ／ 04-7154-2490

人間心理学科／ライフデザイン学科／経営社会学科
■メディアコミュニケーション学部
マス・コミュニケーション学科／情報文化学科

HP ／ http://www.edogawa-u.ac.jp/
設置法人／学校法人 江戸川学園
＜関連学校＞
●江戸川大学総合福祉専門学校			

住所／〒 270-0198 千葉県流山市駒木 474

●江戸川学園取手高等学校・江戸川学園取手中学校

住所／〒 302-0025 茨城県取手市西 1-37-1

HP ／ http://edosen.jp

●江戸川女子高等学校・江戸川女子中学校		

住所／〒 133-8552 東京都江戸川区東小岩 5-22-1

HP ／ http://www.e-t.ed.jp
HP ／ http://www.edojo.jp
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スポーツを
仕事にしたい
すべての人へ

人材サービスを通じて、
日本のスポーツビジネスの活性化を目指す！！
スポビズ .net では将来、スポーツ業界への就業・転職を志す学生
や社会人へ向け、進学情報・就職情報をはじめ、さまざまな情報や
サービスを提供します。
日本のスポーツ界のさらなる飛躍のため、スポーツビジネス界の人
材流動化を促し、スポーツ産業全体の発展に貢献します。

学ぶ

スポビズ .net を今すぐチェック！
！
http://www.spobiz.net/ スポビズ.net

スポーツビジネスを学びたい人たちのために、「どこで
学べば何を学べるのか」という情報を提供。大学院・大学・
専門学校などが検索できる「スポビズ進学ガイド」を掲
載。そのほか、スポーツビジネス現場のリアルな情報を
レポートする「大解剖！スポビズ業界」なども必見！

スポーツビジネスに関連
する求人情報を多数掲
載。「 ス ポ ビ ズ 検 索 」 で
は、社名や職種からあな
たの探し求める仕事が見
つ か る は ず。 ま た、「 ス
ポビス人材バンク」に登
録すれば、あなたの希望

http://spbn.jp/

スポビズ
モバイル
スポビズ .net は携
帯でもご覧いただ
けます。モバイル
版は下記 URL また
は QR コ ー ド よ り
アクセスしてくだ
さい。

にマッチしたお仕事を紹

スポーツを仕事にする

スポーツを学ぶ

仕事
介します。

「スポビズ」で検索！

スポビズ

検索

