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第１章 はじめに 

１－１、背景 

近年、プロ野球では、セ・リーグ球団よりパ・リーグ球団の発展が著しい。パ・リーグ

球団は、地域密着型の球団の増加、根強い地元ファンの獲得、ファンサービスの充実等、

パ・リーグ球団の努力は目に見張るものがある。一方で、セ・リーグ球団は、二年連続観

客動員数減少したという厳しい状況が背景にある。セ・リーグ球団も、今季から前日に先

発投手を公表する「予告先発」を導入し、人気選手の登板を前もって知らせることで、フ

ァンに足を運んでもらい観客動員数向上を図っている。 

１－2、研究の狙い 

研究の狙いとして、セ・リーグ球団とパ・リーグ球団の運営方法、ファン獲得のための

工夫や営業力、ファンへの効果を探る。調査した上で、どのようにしてプロ野球の人気が

回復し、多くのファンが球場に足を運んでもらえるのかについて考察する。 

  

第２章 プロ野球とは 

 本章ではプロ野球の定義とプロ野球の略史について紹介していく。 

2－１、プロ野球の定義 

 プロ野球（プロやきゅう）とは、野球のプロフェッショナルスポーツ（プロスポーツ）

形態を指す言葉である。略さずに「プロフェッショナル野球」とも言う。 

日本においては、特に日本野球機構（略称：NPB）によって統括されているリーグと米国・

カナダで主に行われるメジャーリーグベースボール（MLB,大リーグ）を指すが、単純に「プ

ロ野球」とのみいう場合は NPB を表す場合が多い。また、1950 年代あたりまで[2]は、「職

業野球」（しょくぎょうやきゅう）と呼ばれていた（日本最初のプロ野球機構も 1938 年ま

では「日本職業野球連盟」だった）。（wikipedia 参照） 

2－2、 日本プロ野球の略史 

1920 年 早稲田大学 OB によって初の日本運動協会が創設された。  

・1936 年 東京巨人、大阪タイガース、名古屋軍、阪急ブレーブス、名古屋金鯱、東京セ

ネタース、大東京ライオンの７球団で日本職業野球連盟が発足。  

・1949 年 日本野球連盟が分裂し、巨人、タイガース、中日、太陽がセントラルリーグを

結成。阪急、南海、東急、大映がパシフィックリーグを結成する。  

・1950 年 ２リーグ分立で大洋ホエールズ、広島カープ、西日本パイレーツ、国鉄スワロ

ーズがセ・リーグに、近鉄パールズ、西鉄クリッパーズ、毎日オリオンズがパ・リー

グに加入。  

 ・1993 年 オフに FA 制度が導入され、ドラフト会議で逆指名制度が導入。  
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・2001 年 札幌ドームが開場し、140 試合制に試合数が変更される。  

・2002 年 打高投低の傾向を改善するため、より高い新ストライクゾーンを導入。  

・2004 年 シーズン途中にオリックスと近鉄が突然の合併を発表。球界再編問題にまで発

展し、シーズン終盤には選手会によって史上初のストライキが決行される。  

・2005 年 初のセパ交流戦 36 試合が導入され、セ・リーグは 146 試合、パ・リーグは 136

試合となる。パ・リーグに合併球団のオリックス・バファローズが誕生し、東北楽天

ゴールデンイーグルスが 50 年ぶりの新球団として加入。  

・2007 年 両リーグでクライマックスシリーズが導入される。 

 

第３章 プロ野球の現状 

 本章では近年のプロ野球の観客動員について紹介していく。 

 

・「1 試合当たり平均入場者数（NPB の観客は減っているのか？より）」 

 表 1  2012 年 5 月 16 日 現在 
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・図１観客動員数推移（2005 年～2011 年） 

 

「新 プロ野球ランキング速報より」 

 

図１は 1 試合当たり平均入場者数である。図１を見ると、球団の成績が観客動員

数に影響していることが分かる。ここ 8 年間、セは巨人、阪神、中日、パはソフトバ

ンク、西武、日本ハム、ロッテが A クラスの常連となっているが、観客動員ではっき

りと格差があることが分かる。パは 2004 年から、セは 2007 年から A クラス 3 球団に

よるポストシーズンを始めている。このことも影響しているかもしれない。しかし、

セ・リーグの巨人（2007 年～2009 年）や中日（2010 年～2011 年）の例で見てみると

勝ち続ける事で観客動員数が増えるということが言えない。パ・リーグでは、ソフト

バンク（2010 年～2011 年）が連覇しているが観客動員数が減少している。昨年比は、

巨人と横浜 DeNA だけが増えていることが分かる。巨人は、2011 年 4 月震災の影響で

東京ドームが使用できなく主催試合が行う事ができなかったこと。横浜 DeNA は、2012

年から球団が変わったうえ、中畑監督に代わりメディアの露出が増えたことがあげら

れる。2009 年から球場が広島市民球場からマツダスタジアム変わった広島は、数字が

大幅に上がっている。2011 年を見てみると、観客動員数が減少している球団が数多く

ある。統一球の影響で「投高打低」の試合が目立つようになった。その結果、野球の

醍醐味であるホームランの減少、ロースコアの試合が多くなり試合の盛り上がり欠く
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ようになった。図 2 を見てみると、パ・リーグ全体の観客動員の推移が上がっている

にもかかわらず、セ・リーグは観客動員の推移が下がっている。 

 

第４章 パ・リーグ球団の事例 

本章では、パ・リーグ球団の事例を紹介していく。 

4ー1 日本ハムファイターズ 

 北海道日本ハムファイターズは 2006 年と 2007 年に球団初のリーグ連覇を果たした。若

手主体で勝ちまくるチームは観客を呼び、2007 年の観客動員数はパ・リーグで福岡ソフト

バンクホークスに次ぐ 2 位になった。現在では、地域に愛される球団になった。 

 

選手の能力を「見える化」 

 

 遠く離れた（北海道と千葉県鎌ケ谷市）1、2 軍の連携を取りつつ、高い人件費で経営を

圧迫せずに優秀争いに加われるチーム作りを目指した。 

1 つは、指揮と編成の職務分掌。現場で試合の指揮や選手の指導に当たる監督・コーチとド

ラフトやトレードで選手を獲得する編成部門の役割分担だ。監督やコーチは複数年の契約

を結んでいても、基本的には 1 年ごとの戦いになる。結果が出せなければ就任から数カ月

で更迭されることもある。「今年勝ちたい」と思う現場リーダーには、数年先を見据えたチ

ーム編成は二の次だ。しかし、従来の日本の球団では監督やコーチが選手獲得にもかかわ

りがちだった。編成部門が全体的なバランスを考えて獲得に当たり、監督やコーチは試合

での起用や指導に専念した。それができなければ中長期的に強いチームは生まれないし、

高年俸の選手と契約できない以上は自前で育てるしかない。  

もう 1 つは、2 軍のあり方。1 軍にいるべき年俸をもらっている選手が 2 軍でレギュラー

として試合に出ていると重点的に鍛えたい若手に機会を与えられない。米国には若手選手

が出場できるマイナーリーグが複数存在する。一方、日本の球団が契約できる選手数の上

限は 70。28 人の 1 軍登録選手以外は 2 軍で過ごす。100 試合足らずという 1 軍より 40 以

上も少ない出場機会を奪い合っているのが現状だ。球団は、 資金力を欠きながらも高い勝

率を誇る米オークランド・アスレチックスのデータ分析を参考にした。例えば、あらゆる

選手の能力を数値化して勝利につながる項目が高い選手を集めるというものであり、項目

は打率・防御率などのオーソドックスなものではなく、独自の視点によりマイナーやアマ

チュアチームに埋もれている選手をチームに加えるという事だ。 

     

「サービスサイエンスの手法」 

 北海道日本ハムファイターズ（札幌市）は 2008 年から 3 年間の計画で、「新たなファン
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を開拓し、観客を増やすには何に力を入れるべきなのか」を見つける研究に独立行政法人

産業技術総合研究所と提携して取り組んでいる。 

日本ハムはまず、ファンクラブメンバー3000 人に観戦経験などを聞くウェブアンケート

を実施。その結果を基に選んだ 30 人にグループインタビューに参加してもらい、そこでモ

ニターとしての適性などを見極めて、最終的に「エリートモニター」と呼ぶ 9 人を抽出し

た。 このエリートモニターには、試合中どこを見ているのかを調べる視線カメラや、会話

を録音するマイク、心拍数の記録装置などを装着したうえで、札幌ドームでの主催試合を

観戦してもらった。また、このモニターの観戦風景も録画した。 試合後に「何が楽しかっ

たのですか？」などと問うだけでは、表層的な感想しか得られず、より深いファン心理に

は迫れない。心拍数の変化から得た、平均 3 時間に及ぶ試合の中で感動した瞬間の心の動

きや行動について詳細をデプスインタビューで解き明かしていった。こうした調査から、

日本ハムと産総研は観客を心理的なステージで「プレファン」「ファン」「リピーター」の 3

段階に分類した。さらに、札幌ドームでの観戦につながる因子を突き止めた。具体的には、

プロ野球を観戦したい「野球因子」と地元チームを応援したい「郷土因子」、興味がある選

手を応援したい「選手因子」、観戦で盛り上がりたい「共有因子」の 4 つあることが分かっ

た。その結果、どんなときに試合に足を運ぼうと考えるのか、友人や家族を観戦に誘って

くれるようなキーマン的な存在なのか、といったことまでは見えてくるという。 

ここ数年、日本ハムをはじめとするプロ野球球団の運営会社は、CRM（顧客情報管理）シ

ステムの構築に力を入れている。ファンクラブ会員の来場やグッズ購入の履歴を分析する

ためだ。 

 

（１） ファンサービス、CRM 

「FANS ポイント」は、ファンクラブ会員の方にご利用いただけるポイント。ポイント

をためることでイベントに参加出来たり、チケットやグッズにもご利用出来る。ポイント

は、（チケット購入、グッズ購入、ご来場等）で貯められる。また「ファイターズアバター」

にも利用出来、アバターのアイテム購入する時にも利用出来る。 

 

（２） 球団設備 

日本ハムファイターズの本拠地である札幌ドームでは、札幌市が 422 億円を投入し、移

動式の天然芝サッカー場を備え、 野球用グラウンドと入れ替が可能。そため J リ ーグの

コンサドーレ札幌のホームスタジアとしても使用されているほか、スキー、自動車レース、

ラリーの国際大会でも利用できる。試合のない日でも一部を営業していて、国内初のドー

ム展望台として、札幌市街や石狩湾が見渡せる。 

 

（３）チケットの販売方法 

「北海道祭り企画チケット」は、北海道で普段なかなか見ることができないビジターユ
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ニフォームを着用してプレーする北海道祭りやプレイヤーズスペシャル（選手オリジナル

巾着、選手特性バブルヘッド、特性フラッグ）のプレゼントが貰える。 

 

4ー2. 埼玉西武ライオンズ 

 2007 年 3 月、ドラフト候補選手への裏金疑惑が発覚し、その責任をとって社長交代した。

そのシーズンのチームもパ・リーグ 5 位と、26 年ぶりの B クラス転落、観客動員も 12 球

団中最低に落ち込んだ。ところが、翌 08 年はチーム名を「埼玉西武ライオンズ」に改め、

4 年ぶりの日本一奪回。観客動員も前年比 29％増と V 字回復を見せた。なぜなら、球場全

体を「ボールパーク」気分にさせることで、他球場との差別化を図っている。例えば、球

場に「フィールドビューシート」を設けることで、選手と同じグランドに立っているかの

ような感覚になり、選手の目線で臨場感を味わうことができる。また、選手との距離が近

いので、ファンと気軽に交流が出来る。また、アメリカンスタイルのオープンカフェなど

を設置し物販を強化している。球場の外では、飲食屋台やグッズ売店、子供のファンが選

手と体力比較ができるコーナーや、ファンクラブ会員が自ら新会員を紹介するコーナーが

あり、客席への開門後は、米国から来日したメジャーリーグの人気マスコット「バードザ

ーク」や、ちびっこチアリーダーたちのパフォーマンスも行われ、雰囲気を盛り上げてい

た。 

            「CRM システムの導入」 

ファンクラブ会員に対するサービス強化のために CRM （カスタマー・リレーション

シップ・マネジメント）システム構築に長けた IT（情報技術）ベンチャー役員や、球場演

出の強化のために大阪近鉄バファローズや北海道日本ハムファイターズで働いてきたベテ

ラン社員、千葉ロッテマリーンズからは経営企画のプロフェッショナルを、それぞれ招い

てきた。IC カード型会員証を用いた CRM（顧客情報管理）システムを本格的に稼働させ、

チケットと場内での飲食、グッズの 3 つの購入額に応じて新しく作った「L ポイント」を付

与し、1L ポイントは 1 円の換算で、チケット購入に利用できるようにした。 

「地域密着」 

従来、ライオンズは球場の管理、試合の興行、1、2 軍のチーム運営を西武ホールディン

グス内の 3社で分担していたが 2008年から球団運営会社・西武ライオンズ（埼玉県所沢市）

に集約したことにより、連携の取れたファンサービスイベントを企画できたり、スピード

感のある施策を打ち出せたりするようになった。 

 

（１）ネットサービス 

Lions@YouTube は、無料で（週刊プレイヤーズランキングや選手のインタビュー、入団

イベント、体験型イベント等）を視聴することが出来る。 
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4ー3、千葉ロッテマリーンズ 

ロッテは、チームが勝つことによって観客動員を増加させるという、提供する商品（チ

ーム）を起点とした発想から、来場した観客がまた来たくなるような楽しさを提供する顧

客起点の発想へと転換した。スポーツビジネスに精通した人材を外部から採用し、地域に

密着した球団運営によって観客動員を増加させた。例えば、千葉ロッテマリーンズは 26 番

目の選手としてファンを位置づけ、「TEAM26」というファンクラブを組織し、ファンのチ

ームへのロイヤルティー、チームへの連帯感を強化している。また野球では珍しいポイン

ト・カードを導入することで、来場・グッズ購入などの購買履歴を把握し、リピート率を

向上させるための施策実施、検証を支える仕組みを構築している。球場では、 記者の目線

で観戦できる「プレスシート」、仲間や家族など 5 人で飲食しながら観戦できる「ピクニッ

クボックス」、1 塁側 3 階内野席をくつろぎながら観戦、飲食できるスペースに変更した「バ

ーマジック」など、多彩な企画シートを用意している。 

 

（１）チケットの販売方法 

マリーンズ 726 チケットは、平日午後 7 時 26 分以降特別な価格で購入できるチケット。

「QVC マリン寄席」は、フィールドテラス・スイートで野球にまつわる落語や小噺などを

聞きながら、試合を観戦できる特別企画等のチケット販売方法がある。 

 

4ー4、東北楽天イーグルス 

球団発足当初は戦力が整わず、試合でなかなか勝利することができなかった。そこで、

少しでも来場者を増やすための施策として、試合の勝ち負けだけではなく、来場したファ

ンが「トータルで楽しかった」と思って貰える空間造りに注力してきた。例えば、親子で

楽しめる「テーマパーク」としての構想を取り入れ、スタジアムの周りに子供が乗れる小

さな汽車を走らせたり、気球を打ち上げたり、移動式動物園を誘致したりするなど、まさ

に遊園地並みの多種多様なイベントを設けることで、試合以外の付加価値向上に取り組ん

だ。その結果、楽天イーグルスといえば「新しいことをやっている」「楽しいスタジアム」

というイメージが定着するまでに至った。 

チケット販売では、野球で初の「フレックス・プライス」をスタート。試合の開催時期や

人気によって料金を 5 段階に分け、客足が伸びない平日のナイターや寒冷期には低料金に

設定し、来場しやすくする。 

 

（１） ファンサービス、CRM 

「1001 クラブ」は、入会すると星野監督のユニフォームやサインボール、格言ポスター等

が貰える。 
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「ファンクラブボーナスポイント」は、（クリネックススタジアム宮城に来場、試合に勝利、

グッズ購入）すれば点数が貯まり、貯めた点数はプレゼントと交換出来る。 

 

（２） ネットサービス 

「E チケ」は、球団からの直接販売システムなのでチケットの取扱枚数が豊富である。また、

24 時間いつでも購入可能である。 

 

4ー5、福岡ソフトバンクホークス 

 福岡ソフトバンクホークスとシスコシステムズは 3 月 3 日、福岡 Yahoo！ JAPAN ド

ーム（ヤフードーム）に新設した「シスコゾーン」を公開した。IT による野球観戦の新た

な楽しみ方を提案する。プロ野球の 2009 年シーズンが 4 月に開幕するのに合わせてサービ

スを開始する。スコゾーンはドーム内の貴賓室「スーパーボックス」の一部を改装した新

区画「ビクトリーウィング」に設置した。上方から野球場全体を見渡せるペアシート（全

席にタッチパネル式の専用端末を設置し、中継などを楽しむことができる。映像は 4 つの

アングルの中から選択できる）また、場面やもう一度見たい場面のオンデマンド再生も可

能にした。 

 

（１） ファンサービス、CRM 

「クラブホークス」は、福岡ソフトバンクホークスのファンクラブ。入会すると、レプリ

カユニフォーム、応援グッズ、内野自由招待券等が貰える。また、ヤフードーム練習見学

とフィールドサイン会に参加出来る。 

 

（２） ネットサービス 

「つぶやきタカボード」は、Twitter を活用したホークスとファンを結ぶサービス。リアル

タイムかつ双方向のコミュニケーションが可能で、チームとファンの絆を深めていくこと

を目的としている。 

 

4ー6、オリックス・バファローズ 

 ファンクラブ組織を５階層（プレミアム、プラチナ、ゴールド、レギュラー、ジュニア）

に分類した。球場への来場回数、飲食、グッズ購入によってポイントが蓄積されていく。

ポイントによって、選手が使用した（ユニフォーム、バット、ボール等）やオリックスの

コーチによるノックを体験できたり、始球式参加の権利が与えられたりする特典がある。 

ファン心理をくすぐることで、観客動員増を狙っている。 
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（１） 球団設備 

京セラドームは、イベントな日も営業おり、プロ野球を楽しめながらパーティなどに利

用出来る「ビスタルームを備えている。」 

 

（２） ネットサービス 

「BsTV」は、無料で（バッファローズの選手、イベント、ファーム、試合のハイライト等）

を視聴する事が出来る。 

4ー7、パ・リーグ 6 球団の親会社（関連会社） 

パ・リーグ 6 球団の親会社は、リーグ全体の振興と収益拡大に取り組むため、リーグマ

ネジメント会社であるパシフィックリーグマーケティング（PLM、東京都港区）を 2007

年に共同出資で設立した。PLM はパ・リーグ全体の視点で活動することに徹し、新しい顧

客サービスと付加価値を創出している。 

例えば、PLM が運営する携帯電話向けのライブ動画配信サービス「プロ野球 24」は、パ・

リーグの全試合を網羅して中継している。このサービスを利用すれば、ファンはどこから

でも好きなチームの試合を観戦することができる。また、楽天イーグルスが掲げたスタジ

アムのテーマパーク化という概念は PLM を通してほかの 5 球団にも共有され、今ではすべ

ての試合で様々なイベントが催されるようになった。  

さらに、PLM はレギュラーシーズンの上位 3 チームによる優勝決定戦であるクライマッ

クスシリーズを一括管理することで、冠スポンサーの獲得といった新規の収益機会を生み

出した。PLM はパ・リーグ全体の共創関係を構築することで、プロ野球の新しい価値を生

み出すサービスプラットフォームになっている。 

球団主体の経営から顧客起点の経営へと意識が変わったことで、プロ野球ビジネスは大

きな変貌を遂げた。リーグ全体の共創関係を支える PLM というプラットフォームは新しい

サービスを創造する基盤にもなっている。  

 

第５章 セ・リーグ球団の事例 

本章では、セ・リーグ球団の事例を紹介していく。 

5ー1 読売ジャイアンツ 

読売ジャイアンツは、ファンクラブ組織を活用したマーケティング活動で大きな成果を

上げている。顧客データベースの構築・活用をし、ファンクラブ組織「G-Po」を企画した。

以前は、12 球団随一の人気を誇り、都心のドーム球場で試合を主催できるという恵まれた

経営環境にあったため、マーケティングには決して熱心とは言えなかった。 例えば、そ

れまで観客の属性を把握する調査は、年間に 3 試合ほど球場の入り口でアルバイトらが観
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客の性別、年齢を目視で確認するというアナログな方法しか実施していなかった。顧客情

報としては正確さに欠けるうえ、どの地域から来ているのかは把握できなかった。「G-Po」

では、来場回数や、「My Hero」（マイヒーロー）として登録したお気に入り選手の活躍な

どに応じたポイントを供与して、プレゼントを提供するポイントサービスを開始した。

「G-Po」のデータを活用した成功例の 1 つが、平日の集客対策だ。観客が少なくなりそう

な試合は、特定の人気選手のベースボールカードを配るなどのプレイヤーズデイにした。

その結果、G-Po 上でマイヒーローに設定している会員 1 万 2500 人にダイレクトメールを

送って来場を呼びかけたところ、28％に当る 3500 人が来場した。読売ジャイアンツは、埼

玉西武ライオンズや東北楽天ゴールデンイーグルスとは異なり、球団側でホーム球場を保

有･管理していないため、東京ドーム内での飲食やグッズの売り上げと G-Po を連携させる

ことができていない。球場内での消費で G-Po のポイントに加算できるようになれば、より

多くのファンに足を運んでもらえるに間違いない。 

 

（１） ファンサービス、CRM 

顧客データベースの構築・活用をし、ファンクラブ組織「G-Po」を企画。「G-Po」は、「My 

Hero」（マイヒーロー）として登録したお気に入り選手の活躍などに応じたポイントを供与

して、プレゼントを提供するポイントサービスである。 

（２） 球場設備 

読売ジャイアンツの本拠地である東京ドームは、会員制の「プレミアムラウンジ」を開

設し、「エキサイトシート」は 228 席から 420 席まで増席させた。シートの防護フェンスを

110 センチから 90 センチにしてより臨場感をアップさせている。 

（３） ネットサービス 

読売新聞と日本テレビは、読売巨人軍の主催する 72 試合全試合の全編を、各試合終了後

に、無料でインターネットに配信。ライブ配信ではないので、もう一度見たい、何度でも

見たいプレーを、翌週同曜日の 24 時まで、好きな時にパソコンで見る事が出来る。 

（４）チケットの販売戦略 

 チケットジャイアンツは、ジャイアンツ公式ホームページから直接チケットの申し込み

と購入をしたあと、そのまま自宅やオフィスなどのプリンタでチケットを印刷することが

できるので、わざわざコンビニやチケット売り場に買いに行かなくて済む。 

 

5ー2 中日ドラゴンズ 

中日ドラゴンズは、コアラをモチーフにしたマスコット「ドアラ」を数々の試合に登場

させている。7 回裏の攻撃終了時には一塁内野側で連続バック転の後、1 回宙返りを試み、

着地の良し悪しでドラゴンズの勝敗を占うなど、観戦に訪れたファンを喜ばせている。ま

た、セ･パ交流戦や日本シリーズなどで相手チームのマスコットが来場した際、三塁側相手
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チームマスコット、一塁側ドアラでバック転対決を行う（バック転ができる相手マスコッ

トに限られる）。近年では、メディア出演（テレビ、ラジオ、新聞、ブログ、イベント）を

しており球団の宣伝キャラクターとして活躍している。 

 

（１） ファンサービス、CRM 

「ドアラ」を数々の試合に登場させている。7 回裏の攻撃終了時には一塁内野側で連続バ

ック転の後、1 回宙返りを試み、着地の良し悪しでドラゴンズの勝敗を占うなど、観戦に訪

れたファンを喜ばせている。 

（２） 球団設備 

中日ドラゴンズの本拠地である名古屋ドームは、イオンのショッピングセンターが隣接

してあり、仲間やカップルで食事しながら観戦できる「プライムシート」が特徴のシート

がある。 

（３） ネットサービス 

ドラゴンズ SNS は、ファンクラブ会員限定のソーシャルネットサービス。ファン同士で

掲示板や日記、アルバムの閲覧が出来る。 

 

5ー3 東京ヤクルトスワローズ 

東京ヤクルトスワローズは、2006 年にファンとのコミュニケーションツールとして、メ

ール配信システムおよびアンケートシステム「WEB CAS」を導入し継続利用している。

「WEB CAS」は、メールを利用したコミュニケーションのプラットフォームである。「WEB 

CAS」でメールマガジンの配信システム、アンケートシステムを活用している。メールマ

ガジンでは、メルマガ「スワ通」や神宮球場での「モバイルクイズ」から集客を図ってい

る。「スワ通」は、「試合情報」「選手情報」「写真」をファンに提供している。「スワ通」の

最大の特徴は、配信が不定期だと言うこと。即時性を重視し、あえて不定期にすることで、

タイムリーな企画、目玉情報を入れ、従来のメルマガと差別化を図っている。「モバイルク

イズ」では、神宮球場で行っている、スワローズ主催試合限定で行われるファンサービス。

神宮球場のスタジアムビジョンや、球場内ポスターに貼られている「モバイルクイズ」に、

ファンが携帯で回答すると、試合球（当日試合中に使われたボール）やグラウンド入場権

といったプレゼントが、抽選で即日当たる。特にグラウンド入場権に関しては、ヒーロー

インタビューを間近で見られたり、スワローズが勝った場合はヒーローインタビュー後の

選手とハイタッチ出来たり、選手が座っているベンチに座れたり、マスコットと写真が取

れるという特典があり、ファンの心を掴んでいる。また、応募の際にまずメルマガ「スワ

通」への登録が必須となっているため、メルマガ会員を増加させる仕掛けになっている。 応

募者は、毎回来場者の 5～10％、多い時は 1 試合で 1,000 名ほどになる。アンケートシステ

ムは、イベントの応募受付フォームや、年に数回行う Web アンケートの運用に活用してい
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る。「WEB CAS」で Web アンケートを作成して、公式サイトや Twitter や Facebook、モ

バイルサイトやメルマガ等で告知を行い、グッズ等のプレゼントを実施することができる。 

  

（１） ファンサービス、CRM 

スワローズクルーは、東京ヤクルトスワローズのファンクラブ組織。「スワレ―ジ」と言

うポイントシステムがあり、入会時やチケット購入時、チーム勝利等にポイントが貯まる。

ポイントに応じて、プレゼントが貰える。 

 

（２） 球団設備 

東京ヤクルトスワローズの本拠地である明治神宮球場は、東京六大学野球が使用し、場

合によっては午前中に大学野球、ナイターでプロ野球公式戦が行われることがある。ドリ

ームシートは、2 名 4 名 5 名用のシートがあり、ウッドデッキのデザインである。従来

席（43 センチ）よりも幅広い席（50 センチ～60 センチ）を採用している。観戦グループ

によって区切られている。 

 

（３） ネットサービス 

メルマガ「スワ通」は、「試合情報」「選手情報」「写真」をファンに提供している「モバ

イルクイズ」では、神宮球場で行っている、スワローズ主催試合限定で行なわれるファン

サービス。 

（４）チケットの販売方法 

モバプロ特別限定選手カード付きチケットは、プロ野球ゲームのカードが付いているチ

ケットであり、対象８試合毎試合貰えるカードが異なっている。 

 

5ー4 広島東洋カープ 

 「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」は、2009 年 4 月に建設した。球場の構造は、

左右非対称の構造で、外野席の数は人気のあるライト側（ホームチーム側）がレフト側よ

り多い。シート幅も従来の 43cm から 50cm 以上へと広げ、ゆったりと観戦できるようにし

た。観戦シートも多様化した。ファウルグラウンドは野球規則の制限ギリギリまで狭くし

てあり、熱烈な野球ファンが選手のプレーを間近で見られる「砂かぶり席」などを用意し

た。また、テーブル席やパーティーフロアなど、食事を楽しみながら観戦できる席も新設

した。さらに、家族や友人同士向けに料理付き、またはオプションで料理が選べるさまざ

まなプレミアムシートを企画し、バーベキューをしながら観戦できる。 

プランも用意する。「コンコース」と呼ばれる幅広い通路で売店やトイレを集中的に配置す

ることで、試合中に売店やトイレに行っても決定的シーンを見逃さずに済み、攻守交代の

わずかな間にトイレや売店に客が殺到、売店の機会損失を防ぎ、顧客満足度を高めた。 
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新球場では売店の面積が５倍に拡大、給食大手のエームサービス（東京都港区）が一括し

て管理を請け負う。一括管理することで、店舗間でメニューの重複が避けられるうえ、観

客が少ないカードは店舗の一部を閉めるなど効率運営が可能となる 

 

（１） ファンサービス、CRM 

「極赤」は、広島東洋カープのファンクラブ組織。入会すると、オリジナルメッシュジ

ャージ（15000 通りの世界に一つだけのデザイン）が貰える。また、「2013 年度新入団選

手発表」観覧や「春季キャンプ」特別見学会、マツダ スタジアムでの選手トークショー等

のイベントに参加出来る。 

（２） ネットサービス 

「カープ動画ライブ」は、各試合終了後に有料でインターネットに配信するサービスで

ある。 

（３） チケットの販売方法 

観戦セット（選手応援セット、ホームランセット、選手応面セット等）様々なプランが

あり、選手プロデュースの T シャツが一緒に付いてくるチケットがある。 

 

5ー5 阪神タイガース 

阪神甲子園球場は、2007 年のオフから 2009 年にかけて、「平成の大改修」と呼ばれる球

場の改装を行った。銀傘と呼ばれる大屋根や照明塔の取り換え、シートの変更やグランド

に関する工事は春の「選抜高校野球」とプロ野球のシーズンを避けて、約 200 億円を投じ、

07 年 10 月から 10 年 3 月まで、全面改修工事が行われた。以前は、甲子園のスタンドには

大屋根や照明塔の支柱が立ち、観客がゲームを観戦する邪魔になっていたし、シートも幅

や前席との間隔が狭く、一度座るとトイレに行くのも困難だった。甲子園のシンボルであ

るツタの再生を進めるなど「歴史と伝統」を継承しながら、安全性と快適性を向上させた。

内野エリアを改修し、座席や売店、トイレなどを改良した。外野エリアでは、屋根の掛け

替え、照明塔やエレベーターを新設する。これに伴い、飲食・売店エリアを拡大し、リゾ

ートをイメージしたレストランなどもオープンさせる。さらに、タイガースや高校野球の

歴史を展示する「甲子園歴史館」を開設する。 

阪神タイガースは、本拠地周辺の地元ファンから熱狂的に支持されているだけではなく、

全国各地のファンからも熱い声援を受けている。人気になった内的要素と外的要素を上げ

てみる。内的要素は、それほど強い球団ではないことがファンの「弱い者を応援したくな

る気持ち｣を刺激したことやファンが熱狂的であり、それを球場で体感することで応援する

ときの一体感、団結力に魅力を感じることができること、関西人の県民性である地元愛が

ファンを熱狂的にさせている点が挙げられる。外的要素は、親会社の阪神電鉄が鉄道業で

の路線を新設し、甲子園までの交通が便利になり応援しやすい環境になったこと、阪神電
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鉄が関西であることで関西のファンを獲得できたこと、マスコミが多く取り上げることで

阪神タイガースに触れる機会が多くなって全国的に知名度が上がったことが挙げられる。 

   

（１） ファンサービス、CRM 

「虎戦力」は、阪神タイガースのファンクラブ組織。入会すると、（プラチナ＆ゴールド

会員限定練習見学会＆記念撮影会、始球式、スペシャルワンコイン応援デー等）のイベン

トに参加する事が出来る。 

 

（２） ネットサービス 

「欲しい商品」が探しやすい顧客利便性の高いサイト「T-SHOP」 

「T-SHOP」は、入手困難な限定商品や多彩な応援グッズなど、6,000 点を超える豊富な

品揃えであり、この大量の商品の中からいかにファンに欲しい商品を簡単に素早く見つけ

出してもらえるか、見つけ出した商品をいかに気持ちよくスムーズに購入してもらえるか

を追求したサイト。例えば、ある選手をずっと応援し続けているファンや、まず何から揃

えればいいのかわからないファンのために商品をカテゴリーに分け、「欲しい商品」を見つ

けやすいようにした。 

 

（３）チケットの販売方法 

「虎チケ」は、手数料が一切かからない阪神タイガース公式サイト上の「阪神タイガー

ス入場券専用受付サイト」、「阪神タイガース入場券専用受付ダイヤル」の総称。虎チケの

専用受付ダイヤル、専用サイトより入場券を購入すると手数料がかからない。 

 

5ー6 横浜 DeNA ベイスターズ 

  昨年、チームは 4 年連続で最下位に低迷、球団経営も 20 億円超の赤字が続いている横

浜ベイスターズを DeNA が買収した。生まれ変わったベイスターズは、ファンを喜ばせる

ために様々な取り組みを行ってきた。特に話題を呼んだのはゴールデンウイーク中、１日

50 席限定でファンの満足度に応じてチケット代金が変動する「全額返金！？アツいぜ！チ

ケット」だ。ベイスターズが負けた場合、試合後にファンが全額返金を求めて列を作る姿

もあった。また、男女一緒にゲーム観戦することで出会いの場を提供する「濱（はま）コ

ン」を開催した。先月には、観戦するファンの要望に応えるプロジェクト「あなたの夢を

叶（かな）へ隊」の一環で、男性ファンが恋人にイニングの合間にプロポーズする姿を電

光掲示板で中継し、話題を集めた。新マスコットの「ＤＢ・スターマン」や新ユニフォー

ム導入などで、グッズ売り上げ、ファンクラブ会員数がともに昨年より 170％増加した。こ

うした試みもあって、本拠地では前年比で１試合平均 1500 人増となる、104 万 8659 人の

観客動員数を記録した。 
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（１） ファンサービス、CRM 

「B★SPIRIT 友の会」は、横浜 DeNA ベイスターズのファンクラブ組織。入会すると、

（公式戦チケット先行発売、内野指定席 500 円引き、非売品の選手カードプレゼント、会

員限定のイベント参加等）の特典を受けられる。 

（２） 球団設備 

横浜 DeNA ベイスターズの本拠地である横浜スタジアムは２００７年にバックネット

エリアの座席を改装し、ヤンキーススタジアムと同じ「ベイブルーシート」と呼ばれるシ

ートが特徴。内野フェンスの高さが他球場に比べて低く、臨場感が味わえる。 

（３） ネットサービス 

「ベイスターズ速報」は、横浜 DeNA ベイスターズ主催ゲーム時に生まれた好プレーを、

試合中に動画でお届けするサービス。例えば、見逃してしまった好プレーを何度も繰り返

し視聴する事が出来る。 

・各チームの主な早見表 （努力・工夫している点に○・△・×にした。） 

  表２ 各チームの主な早見表（セ・リーグ） 

チーム ファンサービ

ス・CRM 

球団設備 ネットサービス チケット販売

方法 

巨人  ○  △  ○  △ 

中日  ○  △  ○  △ 

ヤクルト  ○  △  ○  ○ 

広島  ○  ○  ○  ○ 

阪神  ○  ○  ○  △ 

横浜  ○  △  ○  ○ 

   表３ 各チームの主な早見表（パ・リーグ）                              

チーム ファンサービ

ス・CRM 

球団設備 ネットサービス チケット販売

方法 

日ハム  ○  △  ○  ○ 

西武  ○  ○  △  △ 

ソフトバンク  ○  ○  ○  △ 

楽天  ○  △  △  ○ 

ロッテ  ○  △  △  ○ 

オリックス  △  △  △  ○ 
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第６章 なぜ、プロ野球の人気が低迷したのか 

  ユーエフジェイ総合研究所とインフォプラントによる、消費者のスポーツ試合観戦／

グッズ購入／施設利用／クラブ会員登録などを合わせた国内スポーツ参加市場に関しての 

アンケート調査した結果によると、 プロ野球ファンが減った原因については、41.2％が「好

きな選手／実力選手のメジャーリーグ流出」を挙げた。これに「チーム戦力の不均衡」

（30.6％）、「スター選手のスケールが小さいこと」（30.5％）、「試合のテンポが遅いこと」

（27.7％）が続いた。「好きなチームが優勝争いに加われないこと」を挙げる声は 18.0％だ

が、読売ジャイアンツ・ファンに限ってみると 47.2％で、非常に割合が大きくなったとい

う。応援しているチームを尋ねたところ、15.6％が阪神タイガースを挙げ、読売ジャイアン

ツ（12.4％）より多かった。阪神タイガースは関西で 42.8％と多数の支持を得ていること

に加え、中国、四国、関東などでも 10％前後のファンがおり、ファンの裾野が広がってい

るという。読売ジャイアンツは関東での支持が 17.7％で、全国的に 10％前後のファンがい

た。中日ドラゴンズ、福岡ソフトバンクホークスなどは地元での人気は高いが、他地区で

の支持が少ないという。今後、プロ野球に望むこととして最も多く挙がったのは「経営者、

プロ野球機構などの意識改革」（38.7％）。応援するチームを問わずそう答える人が最も多か

ったという。これに「チーム戦力の均衡」（33.3％）、「試合時間の短縮」（31.3％）が続いた。

北海道日本ハムファイターズや東北楽天ゴールデンイーグルスのファンでは「より地域密

着型の経営」を望む声も多かった。 

（ユーエフジェイ総合研究所とインフォプラントによるアンケート結果 有効回答数 2000

人をインターネット上で実施した。性別内訳は男性 1000 人、女性 1000 人。） 

 

・ 図３  プロ野球ファンが減った要因                            

 

（ユーエフジェイ総合研究所とインフォプラントによる）  

プロ野球ファンが減った要因 

好きな選手・実力選手
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チーム戦力の不均衡 
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試合のテンポが遅いこ

と 

好きなチームが優勝争

いに加われないこと 
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 ユーエフジェイ総合研究所とインフォプラントによるアンケート結果から、球場で観た

いと思わせるスター選手の存在が重要だということがわかる。そのためには、スター選手

の育成、メジャー流出の阻止をしなければならない。 

 

第７章 プロ野球人気回復を図るには 

 プロ野球人気回復を図るには、地域密着型の経営活動・スター選手の育成・チーム戦力

の均衡化・統一球使用の制限が必要だと考える。地域密着型の経営活動では、主に球団主

体の経営から顧客視点の経営の取り組み方にし、地域密着型経営に力を入れる事である。

地域との結びつきは、少なからずプロ野球の人気回復に繋がっており、地域密着型経営に

力を入れる事で、行政や地元メディアと自治体のバックアップも受けやすくなる。その結

果、今までプロ野球に関心がなかった層の獲得、ファンの定着化も図れるようになったの

で地域密着型の経営活動は必要である。各チームの事例から分かるようにファンサービ

ス・CRM を取り組む球団が多い。各チームファンクラブを組織することによって、ファン

とチームとの一体感を強めている。また CRM を導入することにより、来場・グッズ購入な

どの購買履歴を把握し、リピート率を向上させるための施策実施をしている。以上から観

客動員数を増やすにはファンサービス・CRM の取り組みは必要である。第６章のアンケー

トから、プロ野球人気回復を図るにはやはりスター選手の存在が必要になってくる。先程

も述べたように、球場で観たいと思わせるスター選手の存在が新規ファンの獲得、観客動

員の増加に繋がると考える。そのためには、有望な若手選手の育成やスター選手、実力選

手のメジャー流出の阻止をしなければならない。チーム戦力の不均衡では、ドラフトの時

に完全ウェーバー制（前年の順位が下の球団から順番に指名していって、他の球団が先に

指名した選手は指名できない）を採用することで各チーム戦力が均衡すると思う。また FA

で獲得した球団には、ドラフトで制限を与えるなど必要である。統一球使用の制限は、第 3

章のプロ野球の現状で述べたように、統一球の影響で「投高打低」の試合が目立つように

なった。その結果、野球の醍醐味であるホームランの減少、ロースコアの試合が多くなり

試合の盛り上がり欠くようになったので、統一球に関してはもう一度見直しが必要だと思

う。これからのプロ野球は、より地域に密着した球団経営をし、今までプロ野球に関心が

なかった層に球場に足を運んでもらい試合の面白さを味わってもらう事が大切だと思う。 
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