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第一章  はじめに 

1. 背景・目的 

「未来投資戦略 2018」において、スポーツ産業の未来開拓として、スポーツコンテンツ

ホルダーの経営力強化・新ビジネス創出促進や、海外展開の促進を進めることとされてい

る。本事業では、これを受けて、海外展開が見込まれる東アジア（中国など）や ASEAN

等の国々の市場についての調査を行うとともに、スポーツ産業において海外展開が見込ま

れる事業の海外展開可能性を分析することで、スポーツビジネスの海外展開のための基礎

資料とすることを目的とする。 

日本政府はスポーツ産業の潜在成長力の顕在化、我が国基幹産業化へ向け、①我が国

GDP600 兆円の実現、②スポーツをコアとして周辺産業に波及効果を生む、新スポーツ産

業の創出、③2025 年までにスポーツ市場 15 兆円（2015 年 5.5 兆円）を目指している。 

 

2. 業務の全体像 

ビジネスモデル調査と対象国調査を同時並行で進めて、ビジネスモデル及び対象国を絞

り込み次第、ビジネス環境分析を実施する。 

図表 1 業務の進め方 
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第二章  調査内容 

1. ビジネスモデル調査及び対象国調査

今回の調査にあたっては、スポーツ産業という特殊ビジネスを対象とすることから、対

象国を幅広く調査して、マーケットを詳細に分析するというアプローチでなく、ビジネス

モデルを絞込みつつ、対象国も絞り込むというアプローチをとっている。

対象国については関係者と議論の上、中国及び ASEAN を対象とし、ASEAN について

は、ASEAN 事前調査で対象国を絞り込んだ。 

ビジネスモデル事前調査 

A) ビジネスモデル事前調査の実施方法

スポーツ関連の政府重点施策、今後のスポーツ市場、日本の強みについて、書籍、論

文、調査研究報告書、データベース情報に加え、弊社グループの調査実績やネットワーク

を活用した事前ヒアリング等により、国内外の事例を収集した。 

B) スポーツ関連の政府重点施策

「未来投資戦略 2018」のスポーツ分野においては、ICT 利活用や、AI・IoT、ビッグデ

ータ活用、スポーツツーリズム支援、日本独自のスポーツコンテンツの展開などについて

記載されている。 



5 

図表 2 未来投資戦略 2018（抜粋） 

出所：未来投資戦略 2018 より抜粋 

第２ 具体的施策 

[４]「地域」「コミュニティ」「中小企業」が変わる 

４．観光・スポーツ・文化芸術 

（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅱ）スポーツ産業の未来開拓

①スポーツを核とした地域活性化

・スタジアム・アリーナについて、類型ごとの課題の共有を行うとともに、国の支援に係る一元的な相談

窓口の設置、地元の合意形成を担う人材の確保策等の検討など、個別のニーズを踏まえた支援を関係府省庁・

機関等が連携して行う。また、スポーツ以外のコンテンツを有する民間事業者ニーズの反映方策やスタジアム

等の地域にもたらす効果の検証手法について検討を開始する。  

・学校とスポーツ団体・企業等との協働による先進的な運動部活動の取組に関する実証研究を行うととも

に、ICT を活用してスポーツ指導者や施設等のスポーツ資源をシェアリングして有効活用するビジネスモデル

を構築するための実証研究を行う。 

・国民のスポーツ実施率向上のための行動計画を本年夏までに策定し、国民全体に対する普及・啓発策や

ビジネスパーソン・女性・子供・高齢者・障害者等各層の特性に応じた取組を進める。 

②スポーツの成長産業化の基盤形成

・スポーツ経営人材を育成するため、スポーツビジネス特有のスキルを身につけることができる学科（ス

ポーツ MBA）や教育プログラムの提供に向けて、カリキュラムや教材等の開発の支援を行うとともに、育成

体制の在り方や専門人材等の外部人材の流入（マッチング）促進方策について、本年度中に結論を得る。ま

た、スポーツ団体の女性役員候補者に対する研修、スポーツ・インテグリティ確保のためのスポーツ団体の取

組の促進等を実施する。 

・適切な組織運営管理や健全な大学スポーツビジネスの確立等を目指す大学横断的かつ競技横断的統括組

織（日本版 NCAA）を本年度中に創設する。また、学生のスポーツ活動を推進するため、学内のスポーツ分

野の部活動を統括し、キャリア形成・地域貢献・資金調達等を一体的に行う部局・人材の配置に取り組む大学

を本格的に増加させ、平成 33 年度までに 100 大学を目指す。 

・スポーツオープンイノベーションプラットフォームを構築するため、企業や研究者、スポーツ団体等が

一堂に会する場を設け、スポーツ分野におけるビッグデータや IT 技術の活用等を実現するためのマッチング

を促す。 

・「スポーツツーリズム需要拡大戦略」に基づき、マーケティングデータや優良事例等を地方公共団体・ス

ポーツ団体・観光関係者等に情報提供するとともにスポーツコミッション等スポーツツーリズムに取り組む組

織を支援する。また、本年中に日本のスポーツツーリズムの魅力を海外に発信するプロモーション動画を配信

する。 

③スポーツの海外展開の促進

・「スポーツ国際戦略」を本年夏頃に策定し、我が国独自の強みを活かしたスポーツコンテンツ（体育、部

活動、運動会、プロスポーツリーグ等）の海外展開を促進するため、スポーツ庁、経済産業省、独立行政法人

日本貿易振興機構、独立行政法人日本スポーツ振興センターが連携・協力して戦略的な情報収集や情報発信、

プロモーションの支援等を行う。 
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C) 海外展開関連の政府重点施策

政府は人材、モノ、経営、ブランドに幅広い支援を実施している。 

図表 3 政府の支援内容 

分類 課題 政府の取組み 

人材 

・グローバル人材を採用できない

・グローバル人材が定着しない

・グローバル人材が育成できない

・進出先において適切な労務管理ができな

い 

・国際化促進インターンシップ事業（経済産業省）

・研修・専門家派遣事業（経済産業省）

・新輸出大国コンソーシアム（JETRO/経済産業省）

モノ

・現地にて日本と同等の品質を確保するた

めの物品が調達できない 

・現地にて日本と同等の品質の流通網が確

保できない 

・中小企業海外投資支援事業（JETRO/経済産業省）

・中小企業海外展開現地支援プラットフォーム

（JETRO） 

経営 

・実効性の高い事業計画を立案できない

・海外進出に要する資金を調達できない

・法規制や商習慣に適切に対応できない

・適切なパートナーの発掘やネットワーク

の構築ができない 

・海外投資環境資料（（株）国際協力銀行）

・中小企業国際化対策海外調査・情報提供事業

（JETRO/経済産業省） 

・国際展示会（国内開催）出展支援（中小機構）

・中小企業 CEO ネットワーク事業（中小機構）

ブランド 

・進出先でブランドを確立できない

・ブランド認知度を高められない

・不正商標登録等により自社の競争力が毀

損される恐れがある 

・普及・実証事業（ODA を活用した中小企業海外展

開）（JICA） 

・開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普

及促進事業（JICA） 

・プロモーションのための在外公館施設利用（外務

省） 

・ロビーイング活動支援事業（JETRO/経済産業省）

・知財総合支援窓口（INPIT）

・海外知的財産プロデューサー（INPIT）

出所：各種 HP より弊社作成 

日本貿易振興機構（JETRO）は、政府系機関、地域の金融機関や商工会議所など国内 

各地域の企業支援機関を幅広く集め、「新輸出大国コンソーシアム」として海外展開を図

る中堅・中小企業等を総合的に支援している。 
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図表 4 コンソーシアムの体制 

出所：JETRO HP より抜粋 

図表 5 支援内容のイメージ 

出所：JETRO HP より抜粋 
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JETRO は中小企業海外展開現地支援プラットフォームを設置しており、中国、インド

ネシア、タイ、フィリピン、ベトナムなどに拠点がある。相談、パートナー探し、協力機

関の紹介等を実施している。 

図表 6 プラットフォーム設置都市 

出所：JETRO HP より弊社作成 

図表 7 支援内容 

# サービス項目 サービス内容

1 相談対応サービス 

お客様のご相談・ご質問（現地進出全般、法務・労務・税

務会計等）について、コーディネーターが E-mail・電話ま

たは現地での個別面談（ブリーフィング）等でお答えしま

す。  

2 

現地パートナー、取

引先探しのためのマ

ッチング支援 

コーディネーターが、現地パートナー・取引先候補のリス

トアップ、商談アポイントの取得、お客様とパートナー取

引先候補との面談の同席、商談後のフォローアップ等を行

います。 

3 

現地協力機関・各種

専門家の紹介・取次

ぎ  

現地政府機関、在外公館をはじめとした公的機関や、法

律・会計事務所等、必要に応じてご紹介・お取次を行いま

す。 

出所：JETRO HP より弊社作成 
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D) 今後のスポーツ市場

グローバルのスポーツ市場は近年、着実に成長を続けており、2009 年～2013 年かけ

て、スポーツイベントの収入は 584 億 US ドル（約 6 兆 4,200 億円）から 761 億 US ドル

（約 8 兆 3,700 億円）に成長している。 

2013 年にはチケット収入、放映権やスポンサーシップによる収入は 761 億 US ドル規

模あり、グッズ販売、スポーツ用品、フィットネス等を含めると、7,000 億 US ドル（77

兆円）の規模となり、グローバルの GDP の 1%を占める非常に大きな産業となっている。

（1 ドル＝110 円換算） 

図表 8 グローバルのスポーツ市場 

出所：A.T.Kearny Winning in the Business of Sports(2014)より弊社作成 

日本国内のスポーツ市場は、グローバルの流れに反して、2002 年から 2012 年の 10 年

間は縮小傾向となっている。スポーツ市場は、グローバルでは成長を続ける市場であるた

め、国内においてもその拡大が期待される。 
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図表 9 日本のスポーツ市場 

出所：株式会社日本政策投資銀行「2020 年を契機としたスポーツ産業の発展可能性及び

企業によるスポーツ支援」（2015 年 5 月発表）より文部科学省作成、スポーツ庁・経済産

業省「スポーツ未来開拓会議中間報告～スポーツ産業ビジョンの策定に向けて～」（2016

年 5 月）より弊社作成 

日本のスポーツビジネスに関する市場規模がほとんど伸びていない象徴的な例として、

プロ野球やプロサッカーがある。世界のトップリーグの市場規模と比べて、20 年前にはそ

の差はそれほど無かったものの、現在ではそれぞれ約 3 倍、約 5 倍といった大きな差が生

じている。 



11 

図表 10 プロ野球、プロサッカーに関する世界市場との比較 

出所：Forbes, The Business of Baseball, Asahi.com；Deloitte Annual Review of Football 

Finance、スポーツ庁・経済産業省「スポーツ産業の活性化に向けて」（2016 年 4 月 13

日）より弊社作成 

日本政府は、2020 年までに 10 兆円、2025 年までに 15兆円のスポーツ市場規模（2015

年に 5.5 兆円）を目指している。また中堅、中小企業等の輸出額及び現地法人売上高の合

計額 2010 年度比 2 倍を目指している。 

図表 11 未来投資戦略 2018（市場規模） 

E) 日本の強み

スポーツ産業における日本の強みを検討するにあたり、既存のサービス産業について文

献調査を実施した。「通商白書 2016」のサービス貿易収支額では、訪日観光客の増加に伴

い、「旅行」収支が赤字から黒字へと改善（3.9 兆円増）、次いで、海外現地法人からのロ
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イヤリティを中心とする「知的財産権等使用料」の増加（2.0 兆円増）が収支を引き上げ

ていた。 

図表 12  サービス貿易収支額の推移（日本） 

 

出所：経済産業省「通商白書 2016」第 2 部第 2 章第 1 節サービス貿易の潜在可能性よ

り弊社作成 

サービス輸出伸び率に対する日本の寄与度が高いのは、「知的財産権等使用料」や「建

設サービス」等、日本の製造業の海外展開に伴うロイヤリティ収入や現地工場建設といっ

た既存の分野に関連する傾向が見受けられる。スポーツ産業の海外展開にあたり、既存の

スポーツ用品などとの連携に加えて、「知的財産権等使用料」や「建設サービス」等との

連携も期待される。 

図表 13 項目別・サービス輸出伸び率に対する国別寄与度 

 

出所：経済産業省「通商白書 2016」第 2 部第 2 章第 1 節サービス貿易の潜在可能性よ

り弊社作成 
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輸出に関連する官民ファンドとして、以下 4 つがあり、農林水産物、コンテンツ、観

光、テクノロジー、レジャー、教育、都市開発、電気通信等に関して輸出を進めている。 

図表 14 日本の輸出関連官民ファンド 

ファンド名称 所管 目的 輸出するモノ 

(株)農林漁業

成長産業化支

援機構 

農林水産省 

「攻めの農林水産業」を展開

するため、6 次産業化に取り

組む農林漁業者と他産業の合

弁事業体を支援 

農林水産業を起点として行わ

れる、製造・加工、サービス

業などの展開（いわゆる「6

次産業化」） など 

(株)海外需要

開拓支援機 
経済産業省 

クールジャパンの海外展開を

促進するため、ジャパンモー

ルなど「日本の魅力」の産業

化を目指す事業に出資・事業

参画 

コンテンツ、ファッション・

日本食・住まいをはじめとす

る衣食住関連商品、観光、サ

ービス、先端テクノロジー、

レジャー、地域産品、伝統産

品、教育などの分野 

(株)海外交

通・都市開発

事業支援機構 

国土交通省 

交通・都市インフラの海外輸

出を促進するため、海外にお

ける高速鉄道事業などに出

資・事業参画 

交通事業、都市開発事業 

(株)海外通

信・放送・郵

便事業支援機

構 

総務省 

通信・放送・郵便事業の海外

展開を促進するため、海外に

おける地デジ放送網の整備事

業などに出資・事業参画 

電気通信事業、放送事業、郵

便事業 

 

また、図表 2 で見たように未来投資戦略 2018 において、「我が国独自のスポーツコンテ

ンツ（体育、部活動、運動会、プロスポーツリーグ等）の海外展開を促進するため、スポ

ーツ庁、経済産業省、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンターが連携・協力して戦略的な情報収集や情報発信、プロモーションの支援等を行

う。」としており、スポーツコンテンツの中でも教育、育成、イベント、プロリーグ等に

日本独自の強みを生かした海外展開が期待されている。 
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F) ビジネスモデル事前調査の結果及び仮説 

ビジネスモデルの事前調査として、政府の施策、今後の市場性、日本の強みなどをみる

と既存で伸びている輸出産業をベースに AI、IoT、ビックデータ活用等を組み込んでいく

ことも想定される。 

図表 15 ビジネスモデルの事前調査まとめ 

 

政府施策については、スポーツ産業全体が成長戦略に位置付けられており、かつ中小企

業等の活躍も期待できる IT 技術の活用や、スポーツ指導者、施設、教育など独自のスポー

ツコンテンツについて着目している。市場性については、スポーツ産業全体として期待が

高くなっている。日本の強みについては、未来投資戦略 2018 や関係者への事前ヒアリン

グ等によると、スポーツチーム・団体経営やイベント計画・運営、スポーツ教育・医療に

展開可能性が期待される。上記を整理すると、①スポーツチーム・団体経営、②イベント

計画・運営、③スポーツ教育、医療ビジネスがビジネスモデルの仮説として有力と考えら

れる。 

図表 16 ビジネスモデルの仮説 
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 中国事前調査 

中国スポーツビジネス市場は国の政策により急成長している。 

図表 17 中国スポーツビジネス市場調査 まとめ 

 

 

A) スポーツ市場規模 

2016 年中国スポーツ産業の市場規模は推計 1.5 兆元（約 24 兆円）、うち 20%がみるス

ポーツ市場 0.3 兆元（約 4.8 兆円）、80%がするスポーツ市場 1.2 兆元（約 19.2 兆円）で

ある。（1 元＝16 円で換算） 



 

16 

図表 18 中国スポーツ市場規模 

 

出所：中国开赛 崛起中的中国体育健身产业、The Economist（2016/12）より弊社作成 

 

中国国家体育総局は 2020 年にスポーツ産業市場規模が 3 兆元（約 48 兆円）、スポーツ

参加人口 4.35 億人とする目標を発表、その後も関係他局と連携し関連計画で産業の高度化

を促進している。今後政府の後押しによりスポーツ産業が拡大していくと考えられる。（1

元＝16 円で換算） 

図表 19 中国政府のスポーツ産業政策 

# 発表者 日付 タイトル 概要 

1 国務院 2014/10/20 

スポーツ産業の発展及び

スポーツ消費の促進に対

する意見 

2025 年までにスポーツ産業の市場規模

が 5 兆元以上を目標として、スポーツ製

品・サービスの充実化、スポーツ産業の

高度化を促進する 

2 
財政部、国家

税務総局 
2015/12/17 

スポーツ施設不動産保有

税、土地使用税政策に関す

る通知 

スポーツ活動に使用される不動産・土地

の不動産保有税と土地使用税を減免 
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# 発表者 日付 タイトル 概要 

3 国家体育総局 2016/5/5 
スポーツ産業発展十三五

計画 

2020 年までにスポーツ産業の市場規模

3 兆元（約 48 兆円、1 元＝16 円で換

算）、スポーツ人口 4.35 億人、一人当た

る運動場面積 1.8 平方メートル；スポー

ツ産業総付加価値は GDP の 1%に達す

る、スポーツサービス産業がスポーツ産

業総付加価値の 30%を占める、スポー

ツ関連消費が個人可処分所得の 2.5%を

占める 

4 国務院 2016/10/25 
スポーツ・レジャー産業の

発展促進に対する意見 

2050 年までにスポーツ・レジャー産業

の市場規模が 3 兆元（約 48 兆円）に達

する 

5 国家体育総局 2016/11/8 

マリンスポーツ産業発展

計画、マウンテンアウトド

アスポーツ産業発展計画、

スカイスポーツ産業発展

計画 

左記各スポーツ産業の 2018～2020 年の

政府計画 

6 国務院 2016/11/28 

旅行、文化、スポーツ、健

康、養老、教育等領域の消

費促進に対する意見 

スポーツ関連消費促進、既存スポーツ施

設の利用率向上を指示 

7 
国家旅行局、

国家体育総局 
2016/12/22 

スポーツツーリズムの発

展促進に対する意見 

スポーツツーリズムの旅行目的地とモデ

ル基地の開発、スポーツイベント設立を

推進する。2020 年までにスポーツツー

リズム参加者のべ 10 億人・回、旅行人

数の 15%を占める、スポーツツーリズ

ム産業の市場規模が 1 兆元に達する 

8 

国家体育総

局、国家旅行

局 

2017/6/29 

“一帯一路 ”スポーツツー

リズム発展アクションプ

ラン 

一帯一路地域のスポーツツーリズムの宣

伝強化、スポーツイベントの開発、施設

整備、スポーツツーリズム用具製造業育

成、スポーツツーリズムビジネスのモデ

ルケース、モデル企業選出などのアクシ

ョンを計画 
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# 発表者 日付 タイトル 概要 

9 国家体育総局 2017/12/22 

自転車スポーツ産業発展

計画、マラソンスポーツ産

業発展計画、フェンシング

スポーツ産業発展計画 

左記各スポーツ産業の 2018~2020 年の

政府計画 

 

スポーツ産業育成に加えて、スポーツ実施環境の整備やウィンタースポーツの普及など

国民のスポーツ参加を促進する政策計画を発表した。今後政策主導によりスポーツ参加者

が増加していくと考えられる。 

図表 20 中国政府のスポーツ競技力促進政策 

# 発表者 日付 タイトル 概要 

1 

国家発展改革

委員会、中国

サッカー協

会、国家体育

総局、教育部 

2016/4/6 
中国サッカー中長期発計

画（2016 年～2050 年） 

2020 年までにサッカー重点学校 2 万

校、頻繁にサッカーをする中・小学生

3000 万人、サッカー場フィールド 7 万

面、1 万人当たりサッカーフィールド

0.5 面。中期的に男子サッカー代表がア

ジア上位国、女子サッカー代表が世界上

位国になり、2050 年にサッカー世界強

豪国になる 

2 

国家発展改革

委員会、国家

体育総局、教

育部、中国サ

ッカー協会 

2016/5/9 
全国サッカー施設建設計

画（2016-2020 年） 

2020 年に全国サッカーフィールド 7 万

面目標に向けての実施計画 

3 国家体育総局 2016/8/31 競技スポーツ十三五計画 

サッカー改革をモデルとして、サッカ

ー、バスケットボール、バレーボール等

球技スポーツに関する研究、育成に注力

する。国内試合、人材交流、基礎競技人

口の増加、施設整備等に補助施策を設定 

4 国家体育総局 2016/11/2 
ウィンタースポーツ発展

計画（2016-2025） 

2025 年にウィンタースポーツ人口が

5000 万人に達する。2020 年にウィンタ

ースポーツ産業総市場規模が 6000 億

元、2025 年に 1 兆元（約 16 兆円）に

達する 
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# 発表者 日付 タイトル 概要 

5 国家体育総局 2016/11/2 

全国ウィンタースポーツ

施設建設計画（2016-

2022 年） 

2022 年までにスケート場 650 個、スキ

ー場 800 個、ゲレンデの長さが延べ 350

万メートルに達する 

6 国家体育総局 2016/11/2 

ウィンタースポーツ普及

推進計画（2016-2022

年） 

ウィンタースポーツ施設の新設、ウィン

タースポーツ国内試合・イベントの開

催、ジュニアウィンタースポーツイベン

トの開催、指導者やスポーツ整復師等関

連人材の育成などを計画 

 

B) サービス輸出対象国として観点からの日本政府の取組み状況 

中国向けの日本政府各省庁要人の公務活動・実績により、中国とのサービス貿易協力及

びスポーツ交流に重点的に対策がとられている。 

図表 21 中国向けの日本政府の注力度 

# 官庁 活動名 日付 概要 

1 経済産業省 
第 4 回日中ハイレベル経

済対話 
2018/4/16 

「日中サービス協力メカニズム」の構

築、高齢化分野でのシンポジウムの開

催を提案し、協力の方向性について確

認 

2 経済産業省 第 7 回日中韓サミット 2018/5/9 

日本経済産業大臣と中国商務部部長、

国家発展改革委員会主任との会談を行

い、サービス産業における日中協力と

して、「日中サービス貿易協力メカニズ

ム」を構築し、マクロ的な政策の交流

を通じ、高齢化、教育等のサービス産

業領域での協力を進めていくことで合

意した。 

3 経済産業省 第 7 回日中韓サミット 2018/5/9 

日本経済産業大臣と中国商務部部長に

よる日中首脳会談を行い、「サービス貿

易協力強化に関する覚書」に署名し

た。 
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# 官庁 活動名 日付 概要 

4 スポーツ庁 
第 2 回日中韓スポーツ大

臣会合 
2018/9/12~13 

第 1 回会合で 3 か国間のスポーツ交流

の進展のため採択された「平昌宣言」

を軸に、具体的かつ計画的な活動を促

進するための「東京行動計画」を策

定。（3）スポーツツーリズムによるイ

ンバウンド・アウトバウンドビジネス

の推進のため、具体的な対象分野等を

検討することが記載された。 

 

C) 人口・スポーツ参加率 

中国スポーツ人口は 4.3 億人、全国平均スポーツ参加率が 34%である。特に北京、重

慶、遼寧省、上海、天津のスポーツ参加率が 40%以上にのぼる。 

参考データとして、日本のスポーツ庁によると日本での成人全体のスポーツ実施率（週

1 回以上）は、平成 18 年度 44.4％、平成 21 年度 45.3％、平成 24 年度 47.5％、平成 27

年度 40.4％となっている。 

 

図表 22 中国のスポーツ参加率 

 

出所：中国开赛 崛起中的中国体育健身产业、The Economist、2016/12 
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政府施策の後押しにより、中国では各種スポーツの参加者が年々増加している。 

図表 23 中国のスポーツ参加人口 

 

出所：上記出典の中国語リソースをもとに弊社作成 

D) スポーツ実施環境・視聴環境 

スポーツの実施環境については、前段スポーツ市場規模の中国政府のスポーツ競技力促

進政策を参照。 

CCTV-5（中国スポーツチャネル市場シェア 1 位）の 2017 年スポーツ番組視聴率ランキ

ングで上位 4 番組が全てサッカー試合であり、トップ 10 のうち、サッカー6 試合、卓球 3

試合、バレーボール 1 試合がランクインした。 

図表 24 中国スポーツコンテンツの視聴率 

# 試合 視聴率 ジャンル 

1 
2018 サッカーワールドカップアジア予選第 7 回 イ

ラン vs 中国 
4.97 

サッカー 

2 
2018 サッカーワールドカップアジア予選第 6 回 中

国 vs 韓国 
4.32 

3 
2018 サッカーワールドカップアジア予選第 9 回 中

国 vs ウズベキスタン 
2.84 

4 
2018 サッカーワールドカップアジア予選第 8 回 シ

リア vs 中国 
2.84 
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# 試合 視聴率 ジャンル 

5 世界卓球選手権男子シングル決勝戦 馬竜 vs 樊振東 2.56 卓球 

6 
2018 サッカーワールドカップアジア予選第 10 回 カ

タール vs 中国 
2.2 サッカー 

7 
バレーボールワールドグランプリ女子部門 3 位決定戦

中国 vs セルビア、決勝戦ブラジル vs1 イタリア 
2.05 

バレーボー

ル 

8 世界卓球選手権女子シングル決勝戦 丁寧 vs 朱雨玲 1.97 卓球 

9 
AFC チャンピオンズリーグ準々決勝 广州恒大 vs 上

海上港 
1.92 サッカー 

10 
世界卓球選手権女子シングル準決勝 丁寧 vs 平野美

宇 
1.91 卓球 

出所：中国国家放送局スポーツ専門チャネル CCTV-5 視聴率情報より弊社作成 

注：中国のテレビ放送月額は約 30 元（約 480 円、1 元=16 円で換算）、チャネル数は 50～

70 個。CCTV-5（国営放送局のスポーツチャネル）はスポーツチャネル市場シェア 1 位、

カバー率は 67.9%（2017 年）。2017 年年間ドラマ視聴率ランキング 1 位は 3.67%、10 位

は 2.13%。UEFA や NBA の試合がランクインしていないのは放送時間帯が深夜や昼間が

多いことが一因と考えられる。バスケットボール試合の視聴率トップは NBA 決勝戦ウォ

リアーズ vs キャバリアーズ 1.3%、2 位は CBA（中国国内リーグ）決勝戦で 1.21%。 
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E) 主要スポーツ 

関心度が最も高いスポーツイベントはオリンピック、他にワールドカップや UEFA 欧州

選手権等サッカー大会への関心度が高い。 

図表 25 中国の関心度の高いスポーツイベント 

 

出所：2017体育粉丝研究报告, Nielsen, 2017/7 

中国人が最も参加するスポーツはランニングであり、その他にバトミントン、バスケッ

トボール、水泳、卓球、サイクリング、サッカーなどがある。 

図表 26 中国の参加率の高いスポーツ項目 

 

出所：2017体育粉丝研究报告, Nielsen, 2017/7 
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個別のスポーツ競技への興味に男女差があり、男性はバスケットボールとサッカーが上

位、女性は水泳とバトミントンが上位になる。 

図表 27 中国の関心度の高いスポーツ種目

 

出所：2017体育粉丝研究报告, Nielsen, 2017/7 

 

F) 日系スポーツの受容度 

受容度の高い日系スポーツは卓球、フィギュアスケートが挙げられる。卓球は中国でト

レーニングをしていた福原愛選手をはじめ、石川佳純選手、張本智和選手らの知名度が高

い。フィギュアスケート日本代表は世界大会での優勝経験が多く、日本トップ選手の試合

は中国でも人気があるスポーツコンテンツの一つである。 

 

 ASEAN 事前調査  

A) ASEAN 事前調査の実施方法 

ASEAN 地域におけるスポーツ関連市場、サービス輸出国としての可能性、スポーツ・

健康への関心度、日本のスポーツへの興味の概略を理解する為に、ASEAN の市場環境調

査（a.サービス輸出対象国としての政府の注力度、b.スポーツ・健康への関心度、c.日本の

スポーツへの興味）を実施した。 

 

B) ASEAN 基本調査 

日本スポーツ協会「平成 29 年度 ASEAN 諸国におけるスポーツ推進貢献調査報告書」

を参照し ASEAN 各国の基本情報として、言語、政治体制、教育、社会保障制度、主要産

業、宗教、スポーツに関する中央政府機関、スポーツ統括団体、スポーツ施設、スポーツ

関連法令、スポーツ基本計画、スポーツ実施率、競技別登録者数、生涯スポーツ振興施
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策、競技力向上施策、国際試合競技大会の開催、国際交流事業、学校体育施策、国家のス

ポーツ関係予算、スポーツくじ、スポーツ関係基金、現状の課題、日本への期待を整理し

た。詳細については参考資料を参照。 

 

C) サービス輸出対象国としての観点日本政府の取組み状況 

ASEAN 各国向けの日本政府各省庁要人の公務活動・実績により、各サービス輸出対象

国に対する日本政府の取組み状況を分析した結果、タイ、ベトナム、インドネシアが現状

では重点的に対策がとられている。 

図表 28 ASEAN 各国向けの日本政府の取組み状況 

# 対象国 官庁 活動名 日付 概要 重要度 

1 

タイ 

スポーツ

庁 

スポーツツーリ

ズムに関する国

内外マーケティ

ング調査 

2018/3 

国内及び海外 7 か国・地域（中国・

韓国・台湾・香港・米国・タイ・オ

ーストラリア）を対象に、日本国内

でのスポーツツーリズムに関わる動

向・ニーズ調査を実施した 

〇 

2 
経済産業

省 

要人往来 経済

産業省大臣タイ

訪問 

2017/9/8~15 

タイの産業高度化のために日・タイ

協力して、「Connected Industries」

コンセプトを活用した産業高度化、

タイと周辺地域とのコネクティビテ

ィを高めることの重要性についてタ

イ副首相と一致した 

△ 

3 
文部科学

省 

要人往来 文部

科学省大臣タイ

訪問 

2017/4/30 

松野大臣はタイ観光スポーツ大臣と

会談し、スポーツをいかした観光政

策や 2020 年東京大会に関連した交

流や協力の提案等について話した 

〇 

4 

JETRO、 

経済産業

省 

健康長寿広報展

in バンコク 
2016/3/5~6 

健康長寿関連分野（スポーツ、フィ

ットネス、健康測定、ドラッグスト

ア、介護サービス等）で日本企業の

ノウハウや商品を紹介し、新たなビ

ジネス開拓のためのイベント、第 3

回はタイバンコクで開催 

◎ 

5 

ベトナ

ム 

文部科学

省 

要人往来 ベト

ナム首脳会議 
2017/6/6 

スポーツプログラム交流、スポーツ

分野における資料や経験の交換、ハ

イパフォーマンススポーツ、スポー

ツ医学等領域での協力促進などに関

する覚書に署名した 

〇 

6 

JETRO、 

経済産業

省 

健康長寿広報展

in ハノイ、健康

長寿広報展 in ホ

ーチミン 

2017/3/4~5 
2015/9/11~13 

健康長寿関連分野（スポーツ、フィ

ットネス、健康測定、ドラッグスト

ア、介護サービス等）で日本企業の

ノウハウや商品を紹介し、新たなビ

ジネス開拓のためのイベント、第 2

回はベトナムホーチミンで、第 4 回

はハノイで開催 

◎ 
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# 対象国 官庁 活動名 日付 概要 重要度 

7 
経済産業

省 

平成 24 年度ア

ジア産業基盤強

化等事業 

ベトナムにおけ

る我が国サービ

ス産業国際展開

に関する調査 

2013/2 

我が国民間サービスの国際展開に対

するベトナム関係者のニーズ発掘、

及び ベトナムにおけるサービス産

業を巡る動向と今後の方向性等に関

する調査・検討 

◎ 

8 

インド

ネシア 

JETRO、 

経済産業

省 

健康長寿広報展

in ジャカルタ 
2018/3/3~4 

健康長寿関連分野（スポーツ、フィ

ットネス、健康測定、ドラッグスト

ア、介護サービス等）で日本企業の

ノウハウや商品を紹介し、新たなビ

ジネス開拓のためのイベント、第 5

回をインドネシアジャカルタで開催 

◎ 

9 
経済産業

省 

平成 29 年度新

興国市場開拓事

業 

インドネシアに

おける日系企業

の企業活動に影

響を及ぼす政策

課題にかかわる

調査 

2018/2 

日インドネシア EPA 一般見直し会

合に向けての準備、インドネシアの

ビジネス環境、ASEAN 各国との貿

易・投資関連制度比較、四輪車・二

輪車輸出振興策等の関連調査 

〇 

10 
フィリ

ピン 

JETRO、 

経済産業

省 

健康長寿広報

展・商談会 in マ

ニラ 

2019/3/8~10 

健康長寿関連分野（スポーツ、フィ

ットネス、健康測定、ドラッグスト

ア、介護サービス等）で日本企業の

ノウハウや商品を紹介し、新たなビ

ジネス開拓のためのイベント、第 6

回をフィリピンマニラで開催する予

定、8 日に現地バイヤーとビジネス

マッチング商談会も開催 

◎ 

11 
シンガ

ポール 
外務省 

日シンガポール

外相会談 
2018/8/5 

河野太郎外相はシンガポールでバラ

クリシュナン外相と会談し、自由貿

易体制の推進に向けて協力する方針

で一致した 

〇 

12 
マレー

シア 

経済産業

省 

要人往来 マレ

ーシア大臣来訪 
2018/11/26 

東京オリンピック・パラリンピック

準備に向けてハラル協力に関する覚

書に署名した 

〇 

13 
ミャン

マー 

JETRO、 

経済産業

省 

健康長寿広報展

in ヤンゴン 
2015/3/21~23 

健康長寿関連分野（スポーツ、フィ

ットネス、健康測定、ドラッグスト

ア、介護サービス等）で日本企業の

ノウハウや商品を紹介し、新たなビ

ジネス開拓のためのイベント、初回

をミャンマーで開催 

◎ 
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D) スポーツ・健康への関心度 

健康、スポーツ関連の調査レポートをレビューし、各国のスポーツへの関心度を分析し

た結果、ASEAN 地域においてインドネシア、ベトナムが現状有力と考えられる。 

図表 29 ASEAN 各国のスポーツへの関心度 

# 調査内容 出所 調査会社 日付 
調査結果 

1位 2位 

1 

健康増進のために

「スポーツ」に取り

組んでいる人の割合 

ヘルスケア・ビジネ

スの ASEAN 展開 

～健康・老後に係る

制度、ミレニアル世

代の意識を理解し、

戦略構築を～ 

JETRO 2018/3 ベトナム タイ 

2 スポーツジム会員率 
IHRSA Asia-Pacific 
Health Club Report 

IHRSA 2018 
シンガポー

ル 
マレーシア 

3 
東南アジア競技大会

累計メダル数 
Wikipedia - - タイ 

インドネシ

ア 

4 

余暇時間にアウトド

アな活動でスポーツ

する人の割合 

Report on lifestyle 
study Compared 
between Thailand, 
Indonesia, and 
Vietnam 

W&S 
Group 

2016/6 ベトナム 
インドネシ

ア 

5 
スポーツテレビチャ

ネル数 
Wikipedia - - 

インドネシ

ア 

ベトナム、 

シンガポー

ル 

6 

普段の生活での運動

することに対する満

足度 

Asia Health Index: 
Regional Report 

Sun Life 
Financial 

Group 
2014/10 

インドネシ

ア 
フィリピン 

 

E) 日本のスポーツへの興味 

日本のスポーツへの関心度に関連する調査レポートをレビューし、各国の日本のスポー

ツへの関心度を分析した結果、マレーシア、インドネシアが現状有力と考えられる。 
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図表 30 ASEAN 各国の日本スポーツへの興味 

# 調査内容 出所 調査会社 日付 

調査結果 

1位 2位 

1 

日本の「スポーツ」

についてもっと知り

たい人の割合 

ASEAN 調査（外務省

委託） 
Ipsos 2014/3 

インドネ

シア 
ベトナム 

2 

将来日本への旅行で

「スポーツ」を体験

したい人の割合 

アジアから見たスポ

ーツツーリズムの可

能性 –アジア 8 地

域・訪日外国人旅行

者の意向調査より- 

日本政策

投資銀行 
2014/6 

マレーシ

ア 

インドネ

シア 

3 

興味・関心の高いス

ポーツイベント・リ

ーグは東京オリンピ

ックの人の割合 

博報堂グローバル生

活者調査レポート 

アジア 15 都市生活者

の好きなスポーツ、

スポーツイベント 

博報堂 2016/3 
マレーシ

ア 
タイ 

 

F) ASEAN 事前調査のまとめ 

ASEAN 諸国の中で、①日本政府の注力度、②スポーツ・健康への関心度、③日本のス

ポーツへの興味を考慮するとタイ、インドネシア、ベトナムが有力だと考えられる。 

図表 31 ASEAN 事前調査 

出所： JETRO「ヘルスケア・ビジネスの ASEAN 展開～健康・老後に係る制度、ミレニ

アル世代の意識を理解し、戦略構築を～」（2018 年 3 月）もとに弊社作成 
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図表 32 ASEAN 事前調査のまとめ 
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 インバウンド需要の取込みの可能性  

スポーツ産業の海外展開に向けて対象国との接点を多角的にもつことが重要であること

から、インバウンドの状況についても整理する。 

ASEAN 各国及び中国からの訪日観光客が増加傾向にあるが、スポーツに関する要素と

訪日観光の関連性において大きな共通項を確認できておらず、より対象国・競技にフォー

カスした検討が必要と考えられる。 

図表 33 インバウンド取込み可能性調査まとめ 

 

1. 出所：ジャパンブランド調査 2018～「訪日者向けビジネス」へのサジェスチョン

～No.5 電通報 2018/8/6 

2. 出所：出境体育旅游消费市场白皮书 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017/6/28 
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A) 訪日外国人数 

訪日外国人旅行者は 2012 年以降急激に増加し 2018 年にはついに 3000 万人を突破し

た。 

図表 34 訪日外国人数推移 

 

出所：日本政府観光局訪日外国人年別統計より弊社作成 

 

推移を国別（一部地域別）に見てみると、ヨーロッパはほとんど伸びておらず、急激な

増加を支えているのは、中・韓・台・香港・タイ・その他アジアがほとんどである。 

図表 35 訪日外国人数国別推移 
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出所：日本政府観光局訪日外国人年別統計より弊社作成 

 

B) 関心のあるスポーツ種目 

訪日外国人が関心を持つスポーツは国によって異なる。 

図表 36 中国および ASEAN 各国訪日外国人の関心のあるスポーツ 

国 みるスポーツ するスポーツ 調査内容 出所 

中国 武道、大相撲 

登山・ハイキ

ング・トレッ

キング 

日本で経験してみたい

「みる」「する」スポーツ

ツーリズム 

スポーツツーリズムに関

する海外マーケティング

調査報告書 スポーツ庁 

2018/3 

タイ 
サッカー、バ

レーボール 

スノースポー

ツ・スノーア

クティビティ 

日本で経験してみたい

「みる」「する」スポーツ

ツーリズム 

スポーツツーリズムに関

する海外マーケティング

調査報告書 スポーツ庁 

2018/3 

ベトナム バドミントン サッカー 

（訪日経験ない人も含ま

れる） 

Which sports do you 

follow? 

Which sports do you 

participate in? 

KANTAR A brief overview 

of Vietnam: consumers, 

media, sports  2017/11 

 

C) 訪日外国人のスポーツ関心度 

日本へ旅行したいと考えたきっかけは「日本のスポーツに関心があるから」の割合は中

国が一番高く、ASEAN 諸国の中ではインドネシアが一番高い。 
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図表 37 中国および ASEAN 各国訪日外国人のスポーツへの関心度 

 

出所：訪日外国人旅行者の意向調査 DBJ 2017 年版 質問“日本旅行をしたいと考え

たきっかけ”に対する回答にのうち“日本のスポーツに関心があるから”選択肢を選んだ

割合（複数回答 n=267)をもとに弊社加工 

 

 仮説の設定   

事前調査から、ビジネスモデルに関して①個別商材に偏りすぎ、②商材の規模が小さす

ぎる、③きっかけがつかめないなどが現時点の課題として想定される。 

図表 38 ビジネスモデル仮説の論点 

 

そこで、展開する商材をパッケージ化しフェーズを分けストーリーとしての海外展開を

計画した。モノ売りだけでなく、教育・サービス提供、ハード整備、制度設計、データ活

用も視野に入れて、継続的な関係性が構築できるビジネスモデルを検討した。 
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図表 39 ビジネスモデル仮説 5 案 

 

以下それぞれのビジネスモデルの概要を記載する。 

① 商社モデル 

商社モデルの強みとして既に成功しているモデルとして横展開しやすい。フェーズの途中

で派生ビジネスの展開も考えられる。 

図表 40 商社モデル 

 

 

② 大会パッケージモデル 

大会パッケージモデルの強みとして実績のある国体、ネンリンピックなど、今後の大規模

イベントの運営ノウハウの活用が期待される。 



 

35 

図表 41 大会パッケージモデル 

 

 

③ 人材派遣モデル 

人材派遣モデルの強みとして、既に実績のあるスポーツ指導者派遣をきっかけに環境、施

設整備、視聴環境、放映権を海外展開することが想定される。 

図表 42 人材派遣モデル 
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④ デベロッパーモデル 

デベロッパーモデルの日本の強みとして、デベロッパー等の ASEAN での進出実績、高品

質な健康管理サービス等がある。 

図表 43 デベロッパーモデル 

 

 

⑤ チームモデル 

スポーツチームのコンサルティングからチームの指導者指導、子供教育などを実施しつ

つ、コンディショニング等の用品販売につなげることが期待される。 

図表 44 チームモデル 
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ビジネスモデル事前調査でみてきたように、日本政府は中小企業等による活躍が期待で

き、IT 技術の活用や、スポーツ指導者、施設、教育など独自のスポーツコンテンツの強み

を生かせることから、今後、さらなる海外展開が期待されるビジネスモデルとして①商社

モデル、②大会パッケージモデル、③人材派遣モデル、⑤チームモデルが想定される。④

デベロッパーモデルの場合、民間で対応可能なことも多く既に実施されている事項も多く

なっている。 

スポーツの普及とスポーツビジネスの関係性をみると以下のように競技の普及啓発期に

③人材派遣モデル、②大会パッケージモデルが合致し、競技人口が増え、人気が出てくる

と④デベロッパーモデル、⑤チームモデル、①商社モデルが適すると考えられる。 

参考に、アジア諸国の首都における一人当たり GDP のポジションと日本の推移を比較

した。 

 

図表 45 スポーツの普及とスポーツビジネスの関係性イメージ 
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図表 46 アジア諸国（首都）の一人当たり GDP（2015）のポジション（日本の推移都

の比較） 

 

出所： JETRO「ヘルスケア・ビジネスの ASEAN 展開～健康・老後に係る制度、ミレニ

アル世代の意識を理解し、戦略構築を～」（2018 年 3 月）もとに弊社作成 

 

 ビジネスモデル調査及び対象国調査のまとめ 

机上調査、関係者事前ヒアリング等により、政府の施策、今後の市場性、日本の強みな

どをみると既存で成功している海外展開事業をベースに AI、IoT、ビックデータ等を活用

することにより、さらなるスポーツビジネスの海外への展開が可能と考える。また想定さ

れる課題として、個別商材に偏りすぎ、商材の規模が小さすぎる、きっかけがつかめない

などが考えられるため、それらを加味して 5 つのビジネスモデル（①商社モデル、②大会

パッケージモデル、③人材派遣モデル、④デベロッパーモデル、⑤チームモデル）を仮説

として設定した。 

対象国については、中国に加えて、ASEAN 諸国の中で、公務活動実績やサービス輸出

対象国としての日本政府の注力度、各国のスポーツ・健康レポートなどスポーツへの関心

度、日本のスポーツへの興味度を考慮するとタイ、インドネシア、ベトナムが有力だと考

えられる。 
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2. ビジネスモデルの詳細調査と対象国の選定 

 

 スポーツ関連企業へのヒアリング内容 

A) ヒアリング方法、項目 

前述のビジネスモデル及び事業の方向性について、スポーツ関連企業へ以下の日程でヒ

アリングを実施した。ヒアリングの議事概要については、参考資料参照のこと。 

図表 47 ヒアリング概要 

ヒアリング対象 分野 日程 

スポーツ関連中小企業 A社 IoT、ビッグデータ活用 2月 6日（水）10時から 

スポーツ関連中小企業 B社 人材派遣 2月 12日（火）16時から 

スポーツ関連中小企業 C社 素材テクノロジー 2月 14日（木）16時から 

スポーツ関連中小企業 D社 AI、ビッグデータ活用 2月 15日（金）17時から 

スポーツ関連中小企業 E社 IoT、ビッグデータ活用 2月 21日（木）14時から 

 

B) ヒアリングまとめ 

子供のデータを集めてビジネスにつなげる可能性、トップアスリートに活用してもらう

ことの重要性、育成の段階から導入してトップアスリートに育てるストーリーの必要性等

の意見があった。 

子供のデータは選手の育成状況の解析に必要なため、海外市場も含めて広範囲にデータ

収集する意味が大きい。個人データの収集は各国でセンシティブになるが、取得したデー

タは現地から持ち出さずに、データ解析で得られるインサイトは共有する。 

トップアスリートを重視するのは、トップチームでの導入実績が宣伝材料になり、その

下のカテゴリーへ浸透しリーグ・チーム等で展開しやすいからである。 

育成段階からデータ分析を導入すると、アスリートの育成のみならず、研究者が研究対

象とするアスリートの育成もビジネスチャンスとなる。たとえば大学の研究室と連携し研

究材料として自社サービスを提供し、そのまま指導者に利用してもらうことが期待でき

る。 

 

 ASEAN 関連有識者へのヒアリング 

A) ヒアリング方法、項目 

前述のビジネスモデル及び事業方向性について、ASEAN 関連有識者へ以下の日程でヒ

アリングを実施した。ヒアリングの議事概要については、参考資料参照のこと。 
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図表 48 ヒアリング概要 

ヒアリング対象 分野 日程 

ASEAN関連団体 A ASEANビジネス 1月 18日（木）13時から 

ASEAN関連団体 B ASEANビジネス 1月 22日（火）10時から 

ASEAN関連団体 C ASEANビジネス 1月 29日（火）14時から 

ASEAN有識者 A ASEANビジネス 2月 12日（火）13時から 

ASEAN有識者 B ASEANビジネス 2月 13日（水）9時から 

 

B) ヒアリングまとめ 

各国それぞれにおけるスポーツの人気度、社会・経済環境やマーケットの特徴、進出に

あたっての日本の強みについて意見を集めた。マーケットを分析する視点として以下のよ

うな点についてコメントを得た。 

 ASEAN では、サッカーの人気が高く、その他 SEA Games で勝てる競技が人気となっ

ている。総合的な競技大会はオリンピックよりも SEA Games への関心度が高い。SEA 

Games の累計メダル数が一番多いタイだけではなく、ASEAN 各国はそれぞれ SEA 

Games で強い競技があり、自国が勝てる競技の人気度も高い。 

 各国の人口構造、経済成熟度の差が大きい上、1 国の中でも経済格差が大きいため、マ

ーケティング面では一律に考えてはいけない、事業内容とターゲットを見極めるべきで

ある。 

 タイやシンガポールは高齢化問題が顕在化しつつある一方、フィリピン、マレーシアや

インドネシアの年齢中央値は 20 代であって若年層が多いなど、各国の年齢構成も重要

な視点。 

 可処分所得の人口最下位 20％に対する最上位 20％の倍数で所得格差を比べると、日本

は 6.7 倍に対して ASEAN 各国は 10 倍近く、マレーシアは 15 倍であり、格差が大き

い。 

 また、マニラ、バンコク、クアラルンプールなどはメガシティへの一極集中が激しい。

同じ国の中でも都市部と地方の社会・文化面の差が大きい。 

 タイ、マレーシア、ベトナムをはじめ、各国で健康意識が高まっており、健康大国であ

る日本は健康や高度技術を伴う周辺産業と連携した展開がしやすいと見込まれる。 

 チームを支援するスポンサー企業がクラブ間提携を通じて海外のスポンサー企業とつな

がり、共同で事業開発するモデル、スタジアムを中心として街づくりから関与するモデ

ル、スポーツ関連の複数企業がコンソーシアムを組成し共同進出するモデルなどが考え

られる。 

 また、社会的な親和性として、たとえばタイは目上の人を尊敬する、縦社会的で日本と

文化的に近いため、礼儀等を含めた日本式の指導法は可能性があると見込まれる。 
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 スポーツ関連有識者ヒアリングの実施 

A) ヒアリング方法、項目 

前述のビジネスモデル及び事業方向性について、スポーツ関連有識者へ以下の日程でヒ

アリングを実施した。 

図表 49 ヒアリング概要 

ヒアリング対象 分野 日程 

スポーツ関連団体 A プロスポーツビジネス 1月 30日（水）13時 30から 

スポーツ関連団体 B プロスポーツビジネス 1月 31日（木）16時 30から 

 

B) ヒアリングまとめ 

ASEAN 各国にとって、日本のプロスポーツは多くの競技において世界トップレベルを

競っており、憧れであることが多い。特にサッカーは短期間でW 杯常連国になったこと等

の影響によりリスペクトされている。プロスポーツリーグを通じて各国とパートナーシッ

プを締結し、各国選手の強化、指導者強化を支援することによって関係性を築き、スポン

サーを巻き込んだ上でビジネスでの連携へ展開する可能性がある。 

J リーグの ASEAN における取組が良い先行事例である。J リーグは日本で活躍する

ASEAN のスター選手を増やすことによって、ASEAN 市場における J リーグコンテンツの

魅力を引き上げた。その上、ASEAN に進出したい日本企業にとって、ASEAN 出身のスタ

ー選手または、その選手が所属するスポーツチームへのスポンサーシップは自社ブランド

を宣伝する絶好のチャンスになり得る。 

選手育成、指導者育成においても、体制化された育成システムを持つ日本は各種競技に

おいて ASEAN 各国へアプローチすることが可能であると考えられる。たとえば海外のプ

ロスポーツクラブは有望な選手を日本に練習生として送り、選手育成を日本にアウトソー

スした例がある。 

 

 意見交換会の開催   

A) 開催概要 

経済産業省、スポーツ庁、スポーツビジネス有識者、ASEAN 関連有識者での意見交換

会を、2019 年 2 月 22 日（金）に実施した。議事概要については、参考資料参照。 
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図表 50 追加ヒアリングの実施状況 

 

 

B) まとめ 

ビジネスモデル、市場へのアプローチ方法、対象国の選定について議論を行った。 

スポーツクラブのスポンサーシップをきっかけとした市場進出、データ収集活用などの

ビジネスモデルの日本企業の成功例があげられ、今後のさらなる発展が見込まれている。

例えば、ヤンマーはタイで地元の農協と提携して子供向けのサッカー教室を開設するなど

の取組みをしている。農協向けにトラクター販売ルートを開拓した上で、メインスポンサ

ーとしてセレッソ大阪で蓄積されたスター選手のジュニア時代のデータを活用しタイでの

サッカー人材育成・発掘も可能である。また、日本のしつけの概念をスポーツ教育と一緒

に海外展開することも考えられる。オリンピックが宗教、文化の境界を越えられるよう

に、スポーツに日本の教育理念を載せられれば世界で通用する独自コンテンツを作れる。 

現地に進出している日本企業へのアプローチの可能性に関して、現地法人の社長は国に

より配置されているクラスが異なり、日本本社の部長クラスだと権限が大きくない可能性

があるが、役員クラスであれば決裁権も大きいため、現地法人からのスポンサーの獲得可

能性があるという意見があった。 

対象国の選定において、開発途上国の経済発展はリープフロッグ型（英語でのカエル跳

び、日本の馬跳び）であり、段階的な発展過程を跳び越えて一気に進歩する特徴に注意す

べきという意見があった。たとえば、今の携帯電話の基地局のコストは何十年前と比べて

はるかに安い上、性能も圧倒的に良い。後発だから普及にかかるコストと年数は先進国と

比べて少なく、発展にかかる時間を短縮できる。スポーツビジネスのターゲット顧客を考

える時、人口動態による社会的特徴や経済発展の特徴も考慮することも肝要である。 

 

 追加ヒアリング 

A) ヒアリング方法、項目 
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タイにおけるサッカー関連スポーツビジネスについて詳細な調査を実施するため、以下

の日程で追加ヒアリングを実施した。 

図表 51 追加ヒアリングの実施状況 

ヒアリング対象 分野 日程 

スポーツ関連団体 C スポーツ国際交流 3月 5日（火）17時から 

スポーツ関連団体 D スポーツ国際交流 3月 13日（水）10時から 

ASEAN関連団体 D ASEANビジネス 3月 13日（水）17時から 

スポーツ関連団体 E スポーツ国際交流 3月 18日（月）17時から 

 

B) ヒアリングまとめ 

海外でのスポーツ展開に取り組んできた企業・団体の経験を伺いながら、日本企業の進

出のポイントについて意見を収集した。 

 ASEAN 各国及び中国とのスポーツ分野での交流は以前から行われてきており、特に政

府間の活動において、日中韓の 3 か国で、日中韓スポーツ会合があり、同枠組みにおい

てスポーツビジネス・スポーツ産業での連携についても議論が行われている。 

 民間活動において、親日国であるタイは日本との交流に対して積極的である。今まで日

本は、子供向けの保健体育プログラムの紹介、スポーツ人材育成に関するセミナーの開

催、スポーツサイエンス研究・ハイパフォーマンス研究に関する情報提供など、たくさ

んの分野でタイのスポーツ発展を支援してきた。 

 スポーツ交流活動からスポーツビジネスへの結びつきは少なく、他国に市場を奪われる

前に、市場が成立していない ASEAN には今のうちに進出すべきといった意見もあっ

た。 

 

 詳細調査するビジネスモデルと対象国の抽出 

ビジネスモデルについては、スポーツ産業の海外展開の中心となる商材としてスポーツ

に特化した商材を主対象とし、スポーツを問わない（スポーツ以外にも対応可能）もの

は、営業方法等含めスポーツと関係ない可能性があるため、オプション、付随商材として

検討する。 

図表 52 注力する商材のイメージ 
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ヒアリング、意見交換会を通じて、ビジネスモデルを再検討した。日本の強みに関する

視点では、「スポーツに日本の教育理念を載せられれば世界で通用する独自コンテンツを

作れる」、「縦社会的のある国だと文化的に近いため、礼儀等含めた日本型の指導法は市場

がある」、「自国選手が活躍する憧れの海外リーグとしての地位は活用できる」といった意

見があり、今後の市場性に関する視点では、「データの収集活用については、若い時から

の育成データ等にニーズがある」、「施設内、外、地域、国外間で今後データの活用は進ん

でいく」、といった意見があった。そこで、幅広いスポーツ指導の中で、今後のニーズが

期待される「指導者指導」、裾野の拡大に資する「スクール事業」を検討しつつ、データ

分析を中心としたアスリート競技力向上に資する事業を検討した。 

具体的には、①指導者指導を中心とした競技団体連携モデル、②アスリートのデータ分

析を中心とした研究機関連携モデル、③スクール事業を中心とした学校連携モデルが想定

される。 

また、課題として「競技団体からアプローチするなら欧米の育成システムと競争する必

要があり、日本は圧勝するほどの強みを持っていない」、「各国の人口構造、経済成熟度の

差が大きい上、1 国の中でも格差が大きいため、マーケティング面では一律に考えてはい

けない、事業内容とターゲットを見定めるべき」といった意見があった。それぞれに既存

のきっかけから入れること（成功している事例から繋げる）、ターゲットを絞り、フェー

ズを分けて展開できることを考慮し、3 つのモデルを構築した。 

 

図表 53 3 つのビジネスモデル 
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競技については現時点ではサッカーが一番適切だという意見が多く聞かれた。以下に代

表的な意見をいくつか示す。 

 サッカーが一番通用する商材である 

 サッカーが最も普及しており、企業によるスポンサーシップも手厚い 

 人気スポーツはサッカー、その次にバドミントンがある 

 サッカーはグローバルでみてもビジネス運営が一番発達しているスポーツであり、

ASEAN 市場で集中的に取り組むべき、それ以外の競技は中長期的な視野でビジネスを

検討する必要がある（現時点では課題が多い） 

 Nielsen2017 の調査によると、バンコク、ジャカルタ、ホーチミンシティの好きなスポ

ーツは 3 都市ともに男性には圧倒的にサッカーが人気で、女性はタイのバレーボール、

サッカー以外は分散している 

 

バンコク、ジャカルタ、ホーチミンシティの好きなスポーツは 3 都市ともに男性には圧

倒的にサッカーが人気で、女性はタイのバレーボール、サッカー以外は分散している。 
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図表 54 対象国候補における好きなスポーツ 

 

出所：博報堂「アジア 15 都市生活者の好きなスポーツ、スポーツイベント」（2016 年 3

月 29 日）“あなたはどのようなスポーツが好きですか”より；*中国に関しては別調査、

Nielsen「2017体育粉丝研究报告」“興味を持つスポーツランキング”より弊社作成 

 

対象国については、アプローチ方法、ターゲット選定方法について以下のような意見が

聞かれた。 

 各国の人口構造、経済成熟度の差が大きい上、1 国の中でも格差が大きいため、マーケ

ティング面では一律に考えてはいけない、事業内容とターゲットを見定めるべきであ

る。 

 タイやシンガポールは高齢化問題が顕在化しつつある一方、フィリピン、マレーシアや

インドネシアの年齢中央値は 20 代であって若年層が多い。 

 可処分所得の人口最下位 20％に対する最上位 20％の倍数で所得格差を比べると、日本

は 6.7 倍に対して ASEAN 各国は 10 倍近く、マレーシアは 15 倍であり、格差が大き

い。 

 マニラ、バンコク、クアラルンプールなどのメガシティへの一極集中が激しい。同じ国

の中でも都市部と地方の社会・文化面の差が大きい。 

 タイ、マレーシア、ベトナムをはじめ、各国で健康意識が高まっており、健康大国であ

る日本は健康や高度技術を伴う周辺産業と連携した展開がしやすいと見込まれる。 

 チームを支援するスポンサー企業がクラブ間提携を通じて海外のスポンサー企業とつな

がり、共同で事業開発するモデル、スタジアムを中心として街づくりから関与するモデ

ル、スポーツ関連の複数企業がコンソーシアムを組成し共同進出するモデルなどが考え

られる。 
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 対象国の選定において、開発途上国の経済発展はリープフロッグ型（英語でのカエル跳

び、日本の馬跳び）であり、段階的な発展過程を跳び越えて一気に進歩する特徴を注意

すべきという意見があった。 

 

対象国についてはタイの可能性が高いとの意見が多数聞かれた。 

 「自国選手が活躍する憧れの海外リーグ」を基本戦略として、タイ市場でマネタイズを

模索、次に他 ASEAN 国を開拓。 

 唯一の「自国選手が活躍する海外リーグ」にすることで、J リーグはタイ市場において

独自の強みを創出できている。 

 

対象国においてサッカーの人気が圧倒的であることから、サッカーをきっかけに他競技

に展開するよりも他国へサッカーに関する商材を他国に展開する方が可能性が高いと想定

される。ASEAN でのスポーツビジネスを考えた場合、JFA、J リーグの基盤、日本サッカ

ーへの憧れの影響が大きい。 

 

図表 55 横展開のイメージ 

 

ASEAN におけるサッカーリーグについては、参考資料を参照。 
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3. スポーツ産業の海外展開可能性調査 

以降では、タイのサッカーを対象に上記 3 つのビジネスモデル（①指導者指導、②デー

タ分析、③スクール事業）の展開可能性調査を実施する。 

 

 ビジネスモデル調査 

3 つのビジネスモデルの概要、想定日本企業のイメージ、想定市場、単価を以下に整理

した。 

図表 56 3 つのビジネスモデルの特徴と想定市場 

 

 

 タイ市場調査 

タイのスポーツビジネス市場は近年急成長しているサッカーリーグが牽引している。今

後、政府の長期計画による国民スポーツ及びアスリートスポーツの両方の底上げが考えら

れる。 

図表 57 タイスポーツビジネス市場調査 まとめ 
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A) スポーツ市場規模 

タイのスポーツ市場は 2010 年から年平均成長率 9.9%で成長、2014 年に 810 億バーツ

（約 2,844 億円）に達しており、今後も年平均 5%の成長率で 2021 年に 1 兆バーツ（約

3.5 兆円）にのぼると予測されている。主な成長要因はスポーツ・レジャー、及びスポー

ツ用品の成長にある。（1 タイバーツ＝3.5 円で換算） 

図表 58 タイのスポーツ市場規模 

 

出所：The Ministry of Tourism and Sports Thailand 「The sixth national sports 

development play 2017-2021」より弊社作成 

タイのプロスポーツ市場は 2012 年以降急成長している。ただしサッカークラブはスポ

ーツクラブ市場の 87%を占めており、サッカー以外のスポーツ種目のプロ市場はまだ小さ

い状況である。 

図表 59 タイプロスポーツクラブ数と収入推移 

 

出所：The Ministry of Tourism and Sports Thailand 「The sixth national sports 

development play 2017-2021」より弊社作成 
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注：スポーツクラブの定義：タイ商業管理局（DBD：Department of Business 

Development, Ministry of Commerce）で“営利目的のスポーツクラブ”として登録 

 

B) 人口・スポーツ参加率 

タイにおける各競技団体の登録者数は以下の通りである。 

図表 60 タイ各競技団体登録者数 

# 競技団体 登録者数（人） 

1 陸上競技連盟 4,300 

2 バレーボール協会 2,250 

3 卓球協会 2,000 

4 テニス協会 1,998 

5 ボート・カヌー協会 1,600 

6 ボディブルディング協会 1,500 

7 ラグビー協会 1,200 

8 テンピンボウリング協会 1,100 

9 体操連盟 350 

10 ビリヤード連盟 325 

出所：日本スポーツ協会「平成 29 年度 ASEAN 諸国におけるスポーツ推進貢献調査

報告書」より弊社作成 

 

スポーツ産業が成長しているものの、タイ国民のスポーツ参加率が低下している。地方

エリアのスポーツ施設とスポーツ人材の不足、関連組織の連携不足が原因として想定され

る。 
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図表 61 タイスポーツ参加率（定期的に運動する人口の割合） 

 

出所：The sixth national sports development play 2017-2021, The Ministry of Tourism and 

Sports Thailand データソース：タイ国家統計局（Thai National Statistical Office）、タイ

工業省（MoI：Ministry of Industry） 

 

C) スポーツ実施環境・視聴環境 

タイスポーツ局（SAT）は全国を 6 地区に分け、各地区に最低 1 つのスタジアムを設置

し、全国で 13 の国立スタジアムを設置している。そのうちバンコクにある Rajamangala 

National Stadium にスポーツサイエンスセンターを併設している。 

図表 62 タイスポーツ実施環境 

 

出所：タイスポーツ局（SAT：Sports Authority of Thailand）HP 
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スポーツの試合の視聴率ランキングで見ると、サッカーの試合が上位にランクインして

いる。 

図表 63 タイスポーツコンテンツの視聴率 

# 試合 視聴率 ジャンル 

1 AFF Suzuki Cup タイ対マレーシア 2018/12/5 8.205 サッカー 

2 FIVB Nations League タイ対日本 2018/6/7 8.150 
バレーボー

ル 

3 AFF Suzuki Cup タイ対マレーシア 2018/12/1 7.239 

サッカー 

4 AFF Suzuki Cup タイ対シンガポール 2018/11/25 6.807 

5 FIVB Nations League タイ対ドイツ 2018/5/30 6.705 

バレーボー

ル 

6 FIVB Nations League タイ対トルコ 2018/6/6 6.278 

7 FIVB Nations League タイ対中国 2018/5/23 6.088 

8 
バレーボール女子世界選手権 タイ対ロシア 
2018/9/30 

5.993 

9 
FIVB Nations League タイ対ドミニカ共和国  
2018/5/29 

5.694 

10 
第 18 回アジア競技大会 バレーボール 中国対日本 
2018/8/31 

5.649 

出所：2018 年のスポーツ番組視聴率ランキング

https://www.tvdigitalwatch.com/analysis-10rating-sports-2018/より弊社作成 

 

D) 主要スポーツ 

サッカーが最も人気があるスポーツであり、スポーツ界の有名人のインスタグラムフォ

ロアー数のランキングから見ると、サッカースターはフォロアー数が圧倒的に多いことが

わかる。 
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図表 64 タイのフォロアー数上位のスポーツスター 

# 選手名 IGフォロワー数（2016年） ジャンル 

1 チャナティップ・ソングラシン 1,900,000 

サッカー 2 シャリル・シャピュイス 1,400,000 

3 サーラット・ユーイェン 1,200,000 

4 キャティサック・セーナームアン 1,100,000 サッカー（監督） 

5 プルームジット・ティンカオ 869,000 バレーボール 

出所： 2016 年スポーツ選手インスタグラムフォロアー数トップ 5 

https://www.admissionpremium.com/sports/news/3190  より弊社作成 

 

E) 日系スポーツの受容度 

タイにおけるサッカーの人気度が高いため、短期間でワールドカップ常連国になった日

本はタイのサッカー界で尊重されている。特に近年 J リーグで活躍するタイ選手の注目度

がさらに高まり、タイにおいて日本サッカーコンテンツの受容度が高くなっている。 

 

図表 65 タイリーグの連携状況 
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F) タイ政府の体制 

スポーツ局（SAT）が、スポーツに関する政府機関として中心的役割を果たしている。

また、SAT はタイ国内外のスポーツ組織との連絡・協力も担当しており、日本のスポーツ

産業の海外展開の際に最初にコンタクトすべき政府の窓口として想定される。 

図表 66 タイのスポーツ関連政府機関の組織構造 

 

 

タイの観光・スポーツ庁の組織構成は、以下の通りである。 

図表 67 タイ観光・スポーツ庁の組織構造 
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国内におけるスポーツ統括団体として、以下の組織が存在している。 

図表 68 タイのスポーツ関連公式団体 

 

 

G) タイ政府の予算と施策 

タイのスポーツに関する国家予算は、観光・スポーツ省の中でスポーツ局に多く配分さ

れている。（2015 年） 

図表 69 タイのスポーツ関連国家予算 

 

出所：日本スポーツ協会「平成 29 年度 ASEAN 諸国におけるスポーツ推進貢献調査

報告書」より弊社作成 
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タイ政府はスポーツ振興について 6 つの戦略を発表した。子供・若者向けの基礎スポー

ツ教育、プロスポーツ選手の強化及びスポーツ経営人材とイノベーションの推進が含まれ

ている。 

図表 70 タイ政府のスポーツ政策 

 

出所：The Ministry of Tourism and Sports Thailand「The sixth national sports 

development play 2017-2021」より弊社作成 
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第 5 回国家スポーツ戦略プラン（2012-2016）を経て、タイ政府は自国のスポーツの主

要課題を以下のように整理した。 

図表 71 タイスポーツの主要課題 

 

 出所：The sixth national sports development play 2017-2021, The Ministry of Tourism 

and Sports Thailand 

H) タイにおけるサッカー市場 

インターナショナルスクールの大会が多数あり、また大学リーグの大会からタイ代表な

どにスカウトされるケースも多いとみられる。 

図表 72 タイのサッカーユース大会 
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タイでサッカーコーチになりたい場合、アジアサッカー連盟（Asian Football 

Confederation：AFC）による教育プログラムを履修した上、以下のようなパスで各種ライ

センスを取得できる。 

図表 73 タイの公認サッカーコーチングライセンス制度 

 

出所：タイサッカー協会 HP より弊社加工 

http://fathailand.org/about-coaching 

タイサッカー協会は、2016 年-2019 年のコーチ育成計画を策定しており、2019 年まで

に AFC 最高ライセンス（AFC“PRO-Diploma”）保有者を 48 名に増やす計画としてい

る。 

図表 74 タイサッカー協会のコーチ育成計画 

 

出所：タイサッカー協会 HP より弊社加工 

http://fathailand.org/about-coaching 

http://fathailand.org/about-coaching
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 ビジネス環境調査 

スポーツチームのピラミッドのボリュームとしては下層のほうが当然大きい。ここにつ

いては、大学、高校、中学の強豪チームに如何にアプローチできるかがポイントとなる。

トップから裾野へのアプローチは可能だが、逆は難しいというのがヒアリングでも聞かれ

た考え方である。 

リーグ、チームスポンサー、クラブオーナー経由で代表チーム、トップチームにアプロ

ーチする方法と、SAT 等政府機関経由で教育現場にアプローチする方法が考えられる。 

図表 75 タイサッカーチームへのアプローチ方法 

 

フェーズ分けされたビジネスモデルのうち、コアとなる商材に関してターゲット、対象

国、ポジショニングを検討した。 

図表 76 コアとなる商材の位置づけとポジショニング 
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タイにおけるサッカー人口ピラミッドと想定するビジネスモデルターゲットは以下の通

りである。 

指導者指導はプロチーム、データ分析はナショナルチーム、スクールチームは私立・公

立の小中高生がファーストターゲットと想定される。 

図表 77 タイのサッカー人口ピラミッドイメージ 

 

 

A) 指導者指導事業（競技団体連携モデル）  

a) ビジネスモデル 

日本のクラブの指導ノウハウもしくはその指導法を実践できる指導者人材を提供し、タ

イで体系的な選手育成システムの構築を支援するビジネスである。 
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図表 78 指導者指導のビジネスモデル 

 

 

b) 主なターゲット、デマンド構造 

プロサッカークラブも、アマチュア市場の若年層向けサッカー教育においても外国人コ

ーチが多く起用されている。今後、プロチームや先行プレイヤーの後を追ってタイリーグ

アカデミーやタイ現地のサッカー教育機関が外国人コーチを招聘するニーズが発生する可

能性も考えられる。 

図表 79 指導者指導のデマンド構造 
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c) サプライチェーン構造 

従来のエージェント経由のコーチ招聘ルートのみならず、各クラブで務めるコーチ陣の

契約期間情報を集積するプラットフォームや、サッカー専門の求人・求職マッチングサイ

トも存在している。クラブの人材獲得ルートはエージェント独占ではなく、直接アプロー

チも可能と考える。 

図表 80 指導者指導のサプライチェーン 

 

d) 国内事業者の進出意向 

国内プロサッカークラブにおいて同ビジネスについて関心を有しているものもある。 

e) 参入障壁、課題・留意点、成功要因 

ヨーロッパ系指導者が市場をほぼ独占している中、クラブ単体のみならず複数クラブや

リーグ・協会を動員したアプローチで、日本型指導法及び日系公認指導者のブランド確立

に取り組むことが重要になる。 

図表 81 指導者指導の参入障壁等 
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B) データ分析事業（研究機関連携モデル）  

a) ビジネスモデル 

スポーツデータ分析ソリューションを導入した上、継続的なスポーツデータ分析のコン

サルティングサービスを提供し、タイスポーツ界でのスポーツアナリティクス及びデータ

ドリブンなコーチングスタイルの構築を支援するビジネスである。 

図表 82 データ分析事業のビジネスモデル 

 

b) 主なターゲット、デマンド構造 

プロサッカークラブの他、チームゲームのバレーボールやセパタクロー等プロリーグが

発展している競技に市場があり、個人ゲームは現状競争力のある競技が狙いやすいと考え

られる。 

図表 83 データ分析事業のデマンド構造 
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c) サプライチェーン構造 

スポーツチームと学術研究機関との連携が少なく、アスリートのトレーニング現場では

データ分析アプローチが認知されていないため、研究ツール提供とスポーツ科学人材の育

成・交流の両面からアプローチし、プロスポーツスポーツ界での科学研究・応用サイクル

の定着、および日本式スポーツ科学研究の浸透を図る必要があると考えられる。 

図表 84 データ分析事業のサプライチェーン構造 

 

d) 国内事業者の進出意向 

国内のアスリートコンディション管理サービス会社が同ビジネスについて興味を持って

いる。 

e) 参入障壁、課題・留意点、成功要因 

コンディション・パフォーマンス管理ツール市場がないタイにおいて、スポーツアナリ

ティクスの成功事例の紹介と専門人材の育成から手掛けることが重要と考える。 

図表 85 データ分析事業の参入障壁等 
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C) スクール事業（学校連携モデル） 

a) ビジネスモデル 

スポーツ教育に関するタイの各学校のニーズを満たす人材をマッチングして派遣するこ

とで、タイのスポーツ教育の質を向上させるビジネスである。 

図表 86 スクール事業のビジネスモデル 

 

b) 主なターゲット、デマンド構造 

本ビジネスの主なターゲットは、タイ国内の小中学校・高校（公立・私立の双方）であ

る。 

学校における体育・スポーツを推進している SAT および小中学校・高校が、強いデマン

ドを有しているのではないかと考えられる。 

図表 87 スクール事業のデマンド構造 
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c) サプライチェーン構造 

各学校のニーズを的確に把握して、それを満たす人材をマッチング・派遣できるか否か

が、サプライチェーンに関する重要なポイントとなる。しかし、単純なマッチングビジネ

スでは、日本企業の強みが出しにくいため、礼儀等の日本式の指導法に加え、ウェアラブ

ル＋データ分析等の付加価値提供も考えられる。 

図表 88 スクール事業のサプライチェーン構造 

 

 

d) 国内事業者の進出意向 

国内のスポーツ人材のマッチングサービスを提供する企業で関心を有するところもみら

れる。 

 

e) 参入障壁、課題・留意点、成功要因 

スポーツ指導者と学校をマッチングさせるビジネスモデルは模倣が容易であるため、外

資系企業としては情報ネットワーク構築プロセスで劣勢に立つリスクが存在する。 

課題・留意点として、本ビジネスは、情報マッチングビジネスの模倣可能性および収集

した情報のマネタイズ方法が単一的という 2 つの課題を有している。 

 第 1 の課題について、外資系企業はスピーディにネットワークを規模化できない恐れが

存在している。そのため、日系ならではのビジネスパートナーとの協業による独自要素が

必要となる。 

 第 2 の課題については、スポーツ指導者と学校とのマッチングに依存せず、情報収集で

構築したネットワークを基盤としたビジネスの発展が必要となる。また、付加価値提供分

の適切な対価が得られるかは難しい問題であり、初期費用、機器分は無償提供とするなど

のスキームが必要だと思われる。 
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成功要因として、ウェアラブルでのデータ収集、高精度なデータ解析、政府へのアプロ

ーチ、ヘルス・フィットネス企業へのアプローチの 4 つがあげられる。 

ウェアラブルでのデータ収集については、高精度な収集が可能なウェアラブルデバイス

を用いて、発育やスポーツ科学の理論・研究ノウハウを生かした適切な粒度と高品質なデ

ータ収集を実施できるか否かが、成功要因となる。 

 高精度なデータ解析については、子供の発育やスポーツ選手の育成に対する有意義な示

唆・アドバイスおよびハイポテンシャルな選手選抜へのインサイトを提供できるか否か

が、成功要因となる。 

 政府向けについては、スポーツ指導者人材の地域分布・需給バランスなどの情報分析、

学校のスポーツ教育の状況に対する第三者調査・評価、政策形成のアドバイス提供などを

実施できるか否かが、成功要因となる。 

 ヘルス・フィットネス企業向けについては、リハビリ指導・トレーニング指導などの人

材需要側への情報提供、フィットネスコーチング・健康対策指導など指導技術に関する研

修コースの開催が実施できるか否かが、成功要因となる。 

図表 89 スクール事業の参入障壁等 
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 ビジネスモデルごとの個票作成 

ビジネス環境調査の内容をモデルごとに個票として整理した。 

A) 指導者指導事業 

図表 90 指導者指導の個票 

 

 

B) データ分析事業 

図表 91 データ分析事業の個票 
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C) スクール事業 

図表 92 スクール事業の個票 

 

 

 タイに向けたスポーツ産業の海外展開可能性のまとめ 

指導者指導事業の展開可能性としてプロチームや先行プレイヤーの後を追ってタイリー

グアカデミーやタイ現地のサッカー教育機関が外国人コーチを招聘するニーズが発生する

可能性も考えられる。 

一方で課題として外国人コーチは現状ヨーロッパ系が大多数であり、UEFA のコーチ資

格体系が定着していること、クラブオーナーが短期志向の投資として捉える傾向があり、

長期育成の考え方の醸成定着が必要、等が想定される。 

また、データ分析事業の展開可能性としてプロサッカークラブの他、チームゲームのバ

レーボールやセパタクロー等プロリーグが発展している競技に市場があり、個人ゲームは

現状競争力のある競技が狙いやすい。 

課題として個別に外国人コーチに付随した利用ケースはあるが、データ分析アプローチ

による選手・チームのパフォーマンス向上の効果に対する認知度が低い、スポーツチーム

と学術研究機関との連携が少ない、スポーツアナリティクスの専門人材不足しており、成

功事例がつくれていない等がある。 

また、スクール事業の展開可能性として タイにおける学校教育の実態を考慮すると、

小中学校・高校が学校支援ビジネスに対してデマンドを有していると推測できるため、

SAT 等政府機関を通じて教育現場にアプローチする方法が考えられる。 
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課題としてスポーツ指導者と学校をマッチングさせるビジネスモデルは模倣されやす

く、外資系企業としては情報ネットワーク構築プロセスで劣勢に立ってしまう等があげら

れる。 

3 つのビジネスモデルを比較すると、ビジネスとしての成立に向けて最も展開可能性の

ハードルが高いビジネスモデルは、スクール事業と想定され、ビジネスモデルの模倣され

やすさ、現地教育機関との連携には時間を要すること、マネタイズの難しさが懸念され

る。 

しかし、一度展開できた場合の市場規模は大きいため、日本で展開しているビジネスモ

デルに付加価値を加えたモデルの精緻化、日本政府も含めたアプローチ方法の具体化、ア

クションプランが重要となる。 

今後の展開可能性が最も期待できるのは、データ分析事業と想定される。課題としてあ

がっている、データ分析アプローチに対する認知度の低さ、スポーツチームと学術研究機

関との連携の少なさ、スポーツアナリティクスの専門人材不足などに向けて学術研究機関

と連携して、普及啓発に向けた取り組みが必要となる。 

また、展開の方法として、指導者指導と組み合わせて、タイリーグ・タイクラブにアプ

ローチし、課題感を共有した上で、日本側官民で対応策、提供サービスを検討し、G2G で

合意した後に、指導者指導、データ分析と展開していくことも考えられる。 
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4. スポーツ産業の海外展開に向けて 

上記のビジネスモデルの海外展開に向けていくつかの論点が明らかになった。 

 

 中小企業の現状について 

スポーツ関連中小企業の中でも個社で独自ネットワークを構築し、現地及び日系のパー

トナー企業と共に、新しいビジネスモデルをつくろうと果敢に挑んでいる企業もあれば、

ニーズがあることもわかっていて、引き合いもあるがリソース不足で取り組んでいない、

優先順位が落ちている企業もあり、状況は様々であった。 

今後支援を必要とする企業は後者のような企業であり、ノウハウや売れる商材があるに

も関わらず海外展開できていない企業に対して一歩踏み出してもらうために、どのような

施策・情報を提供していくかがポイントとなる。またスポーツ業界独自の課題として、ス

ポーツで稼ぐことに対してのネガティブなイメージが一部残っている点があげられる。ス

ポーツには多様な側面があり、文化的、教育的な側面に対しても民間企業の事業化のきっ

かけがあることが今回の調査で明らかになった。これまで文化的、教育的側面でスポーツ

に関与し、ノウハウを蓄積している方々にもスポーツビジネスの視点を持ってもらい、ス

ポーツ産業の海外展開に関しての相互理解や連携も必要である。 

 

 ASEAN 市場について 

ASEAN においてまだスポーツ産業が成熟しているという状況ではない。平均的な所得

水準からみると、余暇消費の割合が低く、みるスポーツ市場も規模が小さい。しかし、リ

ープフロッグ型で発展している ASEAN 各国においてみるスポーツを消費するインフラが

より安価に、より急速に整えられ、みるスポーツの市場の拡大が期待される。ASEAN 各

国におけるサッカーの人気度から見ると、今後もその市場の拡大及びその周辺ビジネスの

成長が期待できる。そのうえ、経済成長とともに人口の少子高齢化、肥満率上昇などの課

題が明らかになっている国もあり、一般消費者の健康意識が高まり、するスポーツの市場

拡大も見込まれる。一方で 11 カ国からなる ASEAN 地域は国によって経済成長、人口構造

の差が大きい、さらに一国の中でもメガシティと地方エリアの発展度合いが全く違うこと

に注意すべきである。特にスポーツチームは、地域に根付いていることが多いためマーケ

ットの把握が重要となる。一方で、一般消費者向けのスポーツビジネスを検討する場合、

顧客になりうる一定規模の中間層にリーチできるかが重要なポイントである。中間層に直

接アプローチ、もしくは既存のビジネスモデルのように大会スポンサーやアスリートスポ

ンサーをきっかけにすることは、中小企業には障壁が高いため、政府機関や公的なスポー

ツ競技団体等と連携しての中間層へのアプローチがひとつの方法として考えられる。また

ASEAN 市場へ事業展開するに際して現地でアレンジできる人をみつけることができるか

が鍵となるとの声もあった。 
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 中国市場について 

中国スポーツ市場は政府の指導により急速に発展しており、その波及効果は主要都市か

ら地方へ広がり、市場は引き続き拡大する見込みである。この巨大市場に対して日本は政

治、産業、社会の各側面においてパイプを持っており、サービス輸出の土台は整ってい

る。政治面では、日中韓スポーツ大臣会合といった政府間のスポーツ産業における協力メ

カニズムが確立されており、昔からのスポーツ交流はビジネス面での連携に発展してきて

いる。産業面では、日本の大手スポーツ用品メーカーが長期間にわたって中国市場を開拓

してきており、ローカル市場でのリーチもあり、堅実な顧客基盤をもっている。社会面で

は、卓球をはじめとするたくさんの競技における民間交流が行われており、さらに、水

泳、バトミントン、フィギュアスケートなどの競技の世界トップにいる日本人選手は中国

においても認知度が高い。 

一方で、中国のスポーツ市場を開拓する際、トップチームとの提携を通じたボリューム

ゾーンへの浸透や、特定競技における圧倒的影響力をベースとした魅力とカリスマ性によ

る顧客獲得のようなトップダウン型アプローチは有効ではない恐れがある。中国のスポー

ツ市場はポテンシャルが大きく、政府主導で発展してきたがゆえに、世界中のトップレベ

ルの選手、最先端技術にアクセス環境が整っている。プロフェッショナルアスリート向け

の市場での世界中のトップ企業との競争はかなり厳しいと考えられる。 

ただし、政策の波及効果によって市場のボリュームゾーンとなる一般コンシューマー向

けのスポーツ市場において日本勢は優位性を持っている。ひとつは、スポーツインフラが

全国各地域で整えられている近隣国として、中国人向けのスポーツツーリズムを引き続き

展開するとこが有効でないかと考える。近年、日本のスキー場での中国人観光客の増加が

その可能性を示している。二点目にスポーツとポップカルチャーとの親和性が高く、日本

が強みを持つ漫画・アニメ・ゲームなどのコンテンツ産業と連携したコンシューマー向け

スポーツビジネスは有望性がある。例えばマンガ「スラムダンク」を見てバスケットボー

ルを始めた男子学生は中国で少なくないと言われている。スポーツ分野における日本の魅

力を、スポーツを題材とした日本独自のコンテンツを活用して、マスコンシューマー市場

に直接アプローチできるのではないかと考えられる。 

 

 公共の関与について 

今後スポーツ産業の海外展開を推進していくためには公共の関与が欠かせない。公共の

関与の方法として大きく以下 4 点あげられる。 

A) 各団体が所持している情報の共有 

独立行政法人日本スポーツ振興センター（Japan Sport Council,：JSC）、公益財団法人

日本スポーツ協会（Japan Sport Association ：JSPO）、JETRO、JICA、スポーツ庁、

ASEAN に展開している民間企業等各団体が所持している最新情報を定期的に共有し相互

に最新情報を得ると同時に、スポーツ産業の海外展開に向けた機運を醸成することも重要
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である。4 者（スポーツ庁、経済産業省、JETRO、JSC）の連携が進んでおり、JETRO

では、既にプラットフォームや相談窓口を設置しているが、オンライン、オフラインプラ

ットフォームを構築することで、スポーツ産業の海外展開に関して困った時にすぐに問合

せができる体制を構築することが重要である。 

B) 多様なマッチング機会の提供 

これまでの日本とアジアのスポーツに関する交流は G2G の国際交流が中心となってす

すめられてきた。2017 年にはネピドーで開催された日・ASEAN スポーツ会合の際に

JETRO が日本企業に呼び掛けてパネル展示会を開催したが、このようなマッチングの機

会を現地、日本、オフライン、オンラインで提供し、日系スポーツ関連中小企業、現地ス

ポーツ関係者双方に認知してもらう必要がある。 

C) 現地政府へのアプローチ 

タイ等 ASEAN 諸国では、一部のプロサッカーチームを除き、政府の予算でスポーツ産

業が成立しており、ナショナルトレーニングセンターの運営から競技人口の拡大までシス

テムが構築できていないところも多い。各国の事情を理解した上で、課題に応じたノウハ

ウを官民一体となって提供することで、今まで G2G となっていたスポーツ海外交流に

B2G2G のスキームが加わることになる。B2G の部分を円滑に進めるためには、現地の課

題に応じて、ノウハウを所持する日系企業を紹介できる機能等が必要となる。一部のプロ

チームには財閥企業等へのアプローチがポイントとなるため、チーム同士の連携をベース

としたスポンサー間連携などが有効だと考えられる。 

D) スポーツアナリティクス人材、ロビーイング人材の育成 

ASEAN 各国のスポーツ産業はこれから発展する部分も多く、特にスポーツアナリティ

クス人材のニーズは既に散見される。また、ASEAN 諸国はスポーツに関して政府の関与

が大きいため、日本が ASEAN に進出する際には日本の良さを認知している現地の人材や

現地の政府や公的な団体でスポーツ振興に携わるキーパーソンとなる人材が必要になる。 

今後、ASEAN における日本の存在感を示していくためには現地の大学での講座でこれ

らの人材を育成していくことで、日本の人材だけではカバーできない部分を補っていく必

要がある。人材育成に関しては公共の役割が不可欠である。 

 

 民間の関与について 

公共が初期におけるきっかけをつくったとしても、最終的には民間の事業を主導する力

にスポーツ産業の海外展開の成功の可否が掛かっている。民間側の示唆についても以下 2

点あげられる。 

A) 観光、健康、食等他業界との連携 

ASEAN で日本の立ち位置が確立されているメジャースポーツはサッカーが主となって

おり、他スポーツは日本で人気があっても ASEAN で人気が低い、ASEAN で人気があっ

ても市場が小さい等の課題が現時点ではある。アジア諸国では、中間層が増え健康が大き
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な課題となっており、日本食を含めた日本の健康のイメージ、観光地としての良いイメー

ジを活用し、現地企業、現地住民に対して訴求することで日本の強みが発揮できる可能性

がある。 

B) 人事交流を含めた長期的視点での関与 

公共で情報共有の場の設定やマッチング機会を提供しても、民間の参加がないとそもそ

も成立せず、人材育成等に関しても現地のニーズに対応できるノウハウがそもそも民間に

しかない場合も想定される。海外展開にあたっては、相互理解も重要となることから現地

との人事交流も含めた長期的な視点での取り組みが重要であり、官民で対応できる体制を

構築する必要がある。 
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