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１６球団構想

１．16球団構想とは？



１．１６球団構想とは

・新しい４チームを中国、四国、九州、沖縄、甲信越、

北陸などから選出し、地方活性化を狙う

・すでにプロ野球球団がある地域は除く



２．動機とテーマ

・Jリーグの格差問題

J1 18チーム J2 22チーム J3  16チーム



２．動機とテーマ

・１チームあたりの純利益の減少

⇒経済活性化効果の減少



２．動機とテーマ

・チーム数の増加→戦力の隔たりができやすい

二極化の拡大



２．動機とテーマ

・果たして現在掲げられている１６球団構想で

地方において経済の活性化はなされるのか？

またその経済効果は長期的なものとなりうるのか？



２．動機とテーマ

１６球団構想は安倍政権になってから始まった構想のため、先行研究が少ない

今回は、現在掲げられている１６球団構想の問題点を調べ、新球団設立におい
て経済効果などに影響を与える様々な要素を検討していき、経済効果の面に
おいて理想的な新球団の条件、最悪な新球団の条件は何かをまとめ、最後に
具体的な新球団のプランの一例を挙げる。



３．先行研究

先行研究１

日本プロ野球のミクロ経済学的分析
慶應義塾大学玉田康成研究会

フランチャイズ化によるメリットについて



３．先行研究

観客動員数は概ね増加

イーグルスは、移転後の収容可
能人数が前よりも大幅に少ない
上に１つのチームが分離してで
きた球団のため、フランチャイズ
化のみの影響とは言えない



３．先行研究

先行研究 2

南山大学 理工学部

全国の地理情報システムを用いて10km メッシュ
データを求め，球場から 50km 圏内ならば来場す
ると仮定し，人口データ，2014 年球団別観客動員
数，球場来場頻度から 50km 圏内で球場に来場す

る人口（以降野球人口）を定め，そこから理想的な
新球団の位置を割り出す



３．先行研究

本拠地立地場所は，中国四国地方，
北陸地方（北信越地方），静岡県，
名古屋または福岡が理想



４．現在掲げられている
１６球団構想の問題点

①将来の興行収入に必要な
地方の高校球児の少なさ

新球団設立には
周辺地域に7300人程度の
高校球児がいることが
望ましい



４．現在掲げられている
１６球団構想の問題点

②スポンサーの取得難

地方のプロスポーツチーム⇒地域に密着

地方チームは規模が大きくないチームが多い

また規模が大きいチームであっても地元の会社などが少ない

広告価値が低い、広告を出す企業数が少ない



４．現在掲げられている
１６球団構想の問題点

１位 浦和 60億8800万円
２位 FC東京 46億7800万円
３位 横浜 45億6700万円
４位 名古屋 44億4600万円
５位 鹿島 43億1100万円

13位 仙台 22億3900万円
14位 松本 21億4900万円
15位 山形 18億1300万円
16位 湘南 15億6100万円
17位 甲府 15億2500万円

J1の広告収入のベスト5、ワースト5

順位に比例しているのではなく都会のチームに収入が集中



４．現在掲げられている
１６球団構想の問題点

③インフラの整備
・観客動員数を増やすには、球場の周りのインフラだけ整備すれば、
良いというわけではないので既存の交通網の利便性が必要。
また新規路線を増やす際、球場以外の使用用途がない
⇒赤字路線となってしまう

交通系インフラ各社が球場に向かうためのイ
ンフラ整備に後ろ向きになってしまう。

集客増加は鈍化する。



４．現在掲げられている
１６球団構想の問題点

移転の事例 Jリーグのジェフユナイテッドが、市原緑地運動公園臨海競技場
（最寄駅から徒歩30分）からフクダ電子アリーナへと本拠を移した。

地方の鉄道は赤字路線が多い上に、既存の交通の不便さが目立つ地域が多い

また新規の路線を作るにしてもインフラの整備に支出額を増やす余裕のある
自治体でなければならない。



５．新球団を置くときの注意点

①立地条件

新球団の本拠地が既存の球団に近すぎると集客競争が発生し経済効果が
減少する



５．新球団を置くときの注意点

②建設業許可業者数

他県の建設業者に依頼

⇒地域産業の活性化×

数がすくないため、他県に

頼らざるを得ない都道府県も



５．新球団を置くときの注意点

③球団の築年数問題

マイナーリーグ



５．新球団を置くときの注意点

③球団の築年数問題

新築２０年間で１０６％の観客を集めることが可能

⇒しかしその後は観客動員数は落ち込む

持続的な経済効果を生み出すためには、同じく持続的に

球場を新しく保つことができる体制であることが望ましい



５．新球団を置くときの注意点

③球団の築年数問題

球団移転や球場整備は観客数を一時的に押し上げる

⇒築年数が２０年たったときに柔軟な対応が必要。

日ハム（東京ドーム移転） 1,242,000       2,458,500

バッファローズ（大阪ドーム移転）967,000    1,866,000

ホークス（福岡ドーム）1,677,000    2,462,000



５．新球団を置くときの注意点

④球場のフランチャイズ問題

フランチャイズ・・・プロ野球で、特定のグラウンドを本拠地として

占有すること

フランチャイズができると、チケット収入と広告収入が直に球団に入
るだけではなく、球場のリフォーム、球場を使ったイベントを容易に行う
ことができ、先述の球場の築年数問題を解決でき、地域に密着した試
合以外のファンサービスが経済効果をもたらす

多くの球団が赤字回避のために球場買収に流れが加速



５．新球団を置くときの注意点

④球場のフランチャイズ問題

・多くの球団が赤字回避のために球場買収に流れが加速

DeNA 74億円で球場買収 日ハム 26.5億円レンタル

ソフトバンク 870億円で球場買収

オリックス 90億円で球場買収 買収に肯定的な意見が増加



５．新球団を置くときの注意点
⑤球場建設費など新球場のスタートにかかる費用

球場建設費用は高騰しているため、安い値段で球場を建築する

または安い値段で球場を買い取ることは

球団経営する企業が持続して運営していくためには必須である

（建築費用）

福岡ドーム 760億円 1993年

京セラドーム 498億円 1997年

札幌ドーム 422億円 2001年

ナゴヤドーム 405億円 1997年

東京ドーム 350億円 1988年

マツダスタジアム 110億円 2009年



５．新球団を置くときの注意点

新球場のスタートにかかる費用を安く抑える方法

1.自社が持っている球場のリフォーム（DeNAが計画中）

2.公的機関が所有している球場の買取、リフォームまたは 利用（広島カープ）

3.自社が借りている球場の買取（日本ハム）

4.自社がすでに持っている土地、施設の再利用



５．新球団を置くときの注意点

⑥資金援助、地域協力

新球団を始める際にその準備の段階で資金援助をしてもらえるかどうかは
運営会社の支出を抑えることが出来るため、後の運営にプラスになる。

また官民問わず、その地域の協力を取り付けられた場合は、
地域活性化にもつながり、球団の注目度も高まり集客力も高くなる



５．新球団を置くときの注意点

地域協力の例

2004年、球界再編問題が起こった際に、広島球団生き残りに危機感を覚
えた地元経済界を中心に市民球場の改築などの案が検討され始めた

このとき中国新聞、中国放送などの地元マスメディアは「たる募金」と題し
て建設資金捻出のための市民募金運動を実施し、最終的に約1億2000万
円の募金を集めた。
これらのお金はマツダ新球場の設立に充てられた



６．考えうる最高のパターンと
最悪のパターン

①最高のパターン

高校野球人口も豊富、ある程度の交通インフラも整っており
スポンサーとなる地元企業がある。建築業許可業者数も一定数あり、
既存球団との立地も近すぎない。
運営する会社には定期的に球場を整備するだけの資金力があり
球場をフランチャイズしてそれを地域活性化に利用するために色々イベント
を行うだけの意志がある。
新球場のスタートを安く抑えるための手立てがあり、長期的な運営ができる。
地域の協力なども取り付け、地元に愛される球団。



６．考えうる最高のパターンと
最悪のパターン

②最悪のパターン

高校野球人口は少ない、交通インフラの整備に対し地元の交通系企業は
後ろ向き、スポンサーとなる地元企業が少なく。
建築業許可業者も少なく他県に頼らざるを得ない、既存球団との立地も近い。
運営する会社には長期的な資金力が乏しく、球場はレンタル
地域活性化に利用するために色々イベントを行うだけの意志も弱く、
自由に球場を使えない。
新球場のスタートに莫大な資金を運営会社が投入し、
長期的な運営の見通しが立たない。
地域の協力なども取り付けられず、集客できない球団。



７．理想的な新球団の一例

高校野球人口も豊富、ある程度の交通インフラも整っており

スポンサーとなる地元企業がある。建築業許可業者数も一定数
あり、既存球団との立地も近すぎないのが理想

静岡県→東海道本線だけでなく新幹線、高速道路充実、西部なら愛知県東部からの
集客も見込める。建築業者数は10位、高校野球人口は広島を上回る4,761名
名古屋からある程度の距離があるため、集客競争は起こりずらい。
ヤマハを筆頭に工業が盛んであり、また愛知の隣県のため愛知からのスポンサー
も取り付け得る。



地域協力、フランチャイズのしやすさ、新球場の資金節約

その地域の野球人気、設備数、官庁の野球に対する関心が高いほど
取り付けやすい（カープの事例より）

静岡→野球場設備数は267と大阪を上回っている。プロ野球の試合の開催数も多く、
それを取り付けているのは官庁で、官庁の野球に対する関心も高い



定期的な球場整備のための資金投入

運営企業の野球に対する関心が高く、
資金力も豊富であることが望ましい

ヤマハ
ヤマハ発動機

ともに野球部を抱える大企業。ヤマハ発動機は
連結売上1兆6,312億円を超す大企業。ヤマハ野球部は
社会人野球日本選手権大会を今年度優勝するなど
野球に対するモチベーションが高い。



結論



ご静聴ありがとうございました


