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緒言

プロ野球16球団構想

ってなんやねん？



緒言

？ ？ ？ ？

プラス 4球団



緒言

提案者は
静岡市長

と言われ
ている。

• 静岡地にNPB球団がほしい
• 12球団合同トライアウトの誘

致や東京六大学オールス
ターゲームの開催でアピー
ル

• 他のNPB球団がない地域も
巻き込みアピール



緒言

自民党の日本経済再生本部がまとめた政府へ
の提言「日本再生ビジョン」にこの「プロ野球16
球団構想」が盛り込まれた。

１番の目的は

プロ野球市場の拡大を通じた地域活性化

である。



緒言

アベノミクスの第三の矢

公共事業

金融緩和

成長戦略

16球団構想は成長戦略に含まれる!!

デフレ脱却
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16球団構想 メリット

●地域のさらなる活性化による観光客の増加

●プロ野球選手の増加によって身近な存在に

●野球に対する新規ファンの獲得

●観戦者の入場料収入、交通費、試合中継放

送権による日本の経済効果向上

●プロ野球界に新たな旋風を巻き起こす！！



4球団の提言

？？

？

？



四県の可能性

富山県

北信越BCリーグに所属する富山サンダーバー
ズが存在し、選手の雇用がしやすい。

地味な北信越地方、富山県にプロ野球旋風を
巻き起こし、地域の活性化につなげる。



四県の可能性

愛媛県

四国アイランドリーグが存在し、選手の雇用が
しやすい。

遊園地などの娯楽施設が少ない四国に新たな
プロ野球チーム、球場が出来れば観光客の増
大につながる。



選手の雇用形態(愛媛＆富山)

現在の独立リーグを新設チームの2軍と位置づ
け、独立リーグの選手は1軍昇格を目指す。(一
軍昇格＝NPB入り)

また、独立リーグの各チームには高校生以下を
対象としたユースチームをつくり、未来のNPB選

手を育てる。なお、このユースチームのすべて
の選手は他のNPB球団ではなく新設チームに
所属することになる。
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愛媛(NPB)

四国アイランドリーグ
PLUS

四国ユースチーム

※愛媛の場合



四県の可能性

沖縄県

キャンプ地として有名で、プロ野球ファンは多く
存在している。しかし、それは地元球団ではな
いため試合を目の前で見ることが困難である。
そこに地元球団が出来ればファンの集客は見
込まれる。



四県の可能性

静岡県

静岡市長がプロ野球球団招致に積極的である。

YAMAHAなどの大きな企業があり、Jリーグの

ジュビロ磐田、トップリーグのヤマハ発動機ジュ
ビロといった複数のプロチームを保有する組織
がある。



４リーグ制構想

現状のセ・パ２リーグ制だと新球団が参加した
場合８チーム２リーグ制となり、試合数が増加
する。それにより選手の負担が大きくなるので４
チーム４リーグ制を考えた。



リーグ分け

１年目は新球団
のみクジ引き

翌年からは全球団
順位で振り分けを行う

A B C D
1位 2位 3位 4位

8位 7位 6位 5位

9位 10位 11位 12位

16位 15位 14位 13位



試合数

12球団2リーグ6球団 16球団4リーグ4球団

6球団24回総当た
り(リーグ戦) 360試合 4球団24回総当た

り 144試合

他リーグ6球団4回
総当たり(交流戦) 144試合 他リーグ12球団6回

総当たり(交流戦) 288試合

1リーグ総合計 504試合 1リーグ総合計 432試合

年間試合数(1球団) 144試合 年間試合数(1球団) 144試合
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新設事例

これから説明する新設事例をもとに

新球団設立を考えました。



チームの新設事例
（琉球ゴールデンキングス）

• 日本国内で在日アメリカ人の割合が多いの
が沖縄。

• 在日アメリカ人の存在がバスケットボールの
人気に繋がった。これをもとに、アメリカ4大ス
ポーツである野球人気の拡大。

• 沖縄のスポーツ文化発展のカギを握るのは、
在日アメリカ人である。



bｊリーグ チーム別観客動員数
2010～2011年データー

参考文献：http://nipponbasketball.seesaa.net/article/273151864.html



チームの新設事例
（東北楽天ゴールデンイーグルス）

• 今回目標に掲げているのが、都市集中型球
団ではなく、地域密着型球団である

• 地域密着型球団を新設し、パリーグ全体の地
域戦略に大きな影響を与えた東北楽天ゴー
ルデンイーグルスのコンセプト（成功事例）を
もとに、新球団四県の地域密着戦略を展開し
ていく。



チームの新設事例
（アルビレックス新潟）

• 広く浅くの方針で、新潟県内を中心に170の
企業・団体から出資を受け経営している。

• 単独の親会社の所有が、困難な沖縄への改
善点として、上記のような複数企業が共同で
チームを所有するアルビレックス方式を参考
に沖縄への新球団設立を図る。

• 地方でもプロ球団の運営が可能である。
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富山県 愛媛県 沖縄県 静岡県

親会社候補企業



親会社（富山県）

企業名 三協立山株式会社

資本金 1852億円

会社概要 家具、インテリ業界。立山アルミなど

その他 北信越BCリーグのメインスポンサー

を担っている



親会社(愛媛県)
企業名 大王製紙

資本金 304億円(平成26年3月期)

会社概要 紙、バルブ、日用品の製造販
売植林事業

その他 家庭用品「エリエール」の
ブランドで知られている



親会社(沖縄県)
企業名 米軍

思いやり予算 1848億円(2014年度)※参考

会社概要 日米地位協定に基づき日本国内
に駐在するアメ リカ軍

その他 基地問題は大きな社会問題であり、
米軍が沖縄でスポーツチームを所有
することで、基地問題の融和につなげる。



選手の雇用形態(沖縄)

沖縄チームは、すべての選手を米軍職員として
雇用する。（MLBの3Aの選手など）

NPBで活躍した沖縄チームの選手もMLBに戻っ

てメジャーリーガーとなりプレーできるような選
手を育てる場所としての確立を目指す。



MLB

沖縄チーム NPBで活躍

選手育成
サイクル

3A選手が派遣or挑戦
MLBに戻りメジャー
リーガーとしてプレー

NPBでプレー（スモール
ベースボールを叩き込む）



親会社（静岡県）

企業名 ヤマハ発動機株式会社

資本金 857億円

会社概要 モーターサイクル、電動アシスト自

転車等の製造、販売。観光開発事

業およびレジャー、レクリエーション

施設の経営。また、野球部がある。



球場

富山県 愛媛県 沖縄県 静岡県



球場
球場名 収容人数 年間プロ野球試合

数
周辺施設

東京ドーム
(東京)

約46000人 67試合 東京ドームシティ
(複合施設)

富山市民球場
(富山)

約30000人 2試合 体育館やフィットネ
スルームなど

沖縄セルラースタジアム
（沖縄）

約30000人 2試合 室内練習場やトレー
ニングルームなど

坊ちゃんスタジアム
(愛媛)

約30000人 2試合 松山中央公園

ヤマハスタジアム
(静岡)

約15000人 なし 体育館



球場（富山県）

球場 富山市民球場

構想 超大型商業施設複合型球場
球場の周りに大型ショッピングモール
や、娯楽施設を創設し、県下No1の都
心地を目指す

その他 交通面は比較的充実



球場（愛媛県）

球場 坊ちゃんスタジアム

構想 現在でもスタジアムでは年間数試合

の公式試合が行われている。四国初

の大型娯楽施設を松山中央公園内に

建設し球場と一体になった施設を作

るのが理想であり、地元に親しまれる

球場を建設。



球場（沖縄県）

球場 沖縄セルラースタジアム

構想 米軍チームの本拠地となるのでメ

ジャーリーグの本拠地球場のよう

なホテルやオフィスを一体化させ、

これまで日本になかった球場を作る

のが理想。



球場（静岡県）

球場 ヤマハスタジアム

構想 ジュビロ磐田との連結により、札幌

ドームのような、サッカーの試合も野

球の試合もできる球場を創設



ファンの存在



ファンの存在

プロ野球において、ファンの存在というのは
必要不可欠なものであり、チームを新設す
るにあたっても、ファンを獲得することは重
要なことである。

そこで、地元にプロ野球チームがない県民
はどの球団を応援しているのか。

新球団設立にあたり、ファンの地域性につ
いて考えてみた。



ファンの存在

http://jtown.net/tokyo/column/gotochicolumn
/116231Html

http://jtown.net/tokyo/column/gotochicolumn/116231Html


ファンの存在

富山県、信越地方
一位・・・・巨人
静岡県、関東地方
一位・・・・巨人
愛媛県、四国地方
一位・・・・巨人

地元にチームが無いから、
しかたなく巨人を……………..
（○＿○）

http://www.vlcank.com/mr/report/055/002
社団法人日本マーケティングリサーチ協会

http://www.vlcank.com/mr/report/055/002


ファンの存在

http://www.vlcank.com/mr/report/055/002
社団法人日本マーケティングリサーチ協会
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強いチームだから

家族・友人がファンだから

思い出があるから

現在、魅力的な選手がいるから

過去に、魅力的な選手がいたから

地元のチームだから

チームを応援する理由

チームを応援する理由

http://www.vlcank.com/mr/report/055/002


ファンの存在

現在の12球団のファン（巨人ファン）を分散さ
せるのではなく、新規ファンの集客が必要。
幸いにも。富山県、静岡県、愛媛県、沖縄県
には、依存しているチームが無いことから、地
元にチームができれば新規ファンの集客が
みこめる。



ファンの存在

球団に地域性を持たせることで、地域性を持っ
たファンが増加し、東北楽天ゴールデンイーグ
ルスを足掛けとした、地域密着型のチームを新
設できる。
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機構改革案

●外国人枠の見直しによる米軍構想

●セ・パ4リーグ制構想

●財源差がチームの戦力差とならない仕掛け

●都市集中型を地方分散型へ

●2軍のあり方

●新球場構想



総括

今回提案した16球団構想が実現すれば、ス

ポーツ振興を通して社会問題の解決、地域の
活性化、および地域スポーツの発展など様々
のメリットが考えられる。実現にはまだ多くの課
題が残っているが、今後日本のスポーツ界、さ
らには日本全体の発展には、このような新たな
スポーツ政策が必要であると考えて、私たち大
阪体育大学冨山ゼミは、この政策を提言しまし
た。



ご清聴ありがとうございました。

大阪体育大学 冨山研究室Ⅰ


