
スポーツ報道と新聞広告の新しい関係
―新聞のテレビ化の始まりか―
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序章 はじめに

新聞のスポーツ報道が年々拡大している。プ

ロ野球や Jリーグのシーズンになると日常的に

３ページ、４ページのスペースを費やし、ス

ポーツイベントが集中する土曜日や日曜日の翌

日は５ページ、６ページのこともある。

人気の高いオリンピックやサッカーのワール

ドカップ（W杯）、高校野球の甲子園大会など

が開催されるときはすさまじい。一般のスポー

ツ面とは別にそのイベントだけを扱う特別紙面

（特設面）が設けられ、朝刊、夕刊と大展開す

る。スポーツ面ばかりか、１面や社会面にス

ポーツ記事が大きく掲載されるのも近年では珍

しくなくなった。

なぜ、これほどまでにスポーツ報道は拡大さ

れているのだろうか。新聞社側の表向きの理由

は「読者のニーズ」である。バブル経済崩壊後

の長引いた不況など閉塞状況の社会にあって、

明るく、元気の出るスポーツニュースは歓迎さ

れる。米大リーグを始めオリンピックや世界選

手権など国際舞台での日本勢の活躍に胸を揺さ

ぶられた経験を持つ人は多いだろう。高齢化社

会を迎え、健康、生きがいにからんでスポーツ

に関心を持つ人も増えている。スポーツに対し

て、読者のニーズが極めて高くなっているとい

うのである。そのような面があることは、否定

できない。

しかし、新聞におけるスポーツ報道拡大状況

を、違う視点から眺めて見たい。それは、新聞

広告の視点である。今日の拡大状況は、「読者

のニーズ」もさることながら、広告サイドの事

情が大きいのである。広告サイドとは、広告業
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務を扱う新聞社の広告セクションのことであ

る。新聞社に広告を依頼するクライアントも含

まれよう。スポーツ記事と広告をセットにする

ことで、これまでになかったメリットが出始め

ているといってよい。そのことがスポーツ報道

を広げる。報道の拡大は広告の拡大、換言すれ

ば広告収入の増大につながるからである。クラ

イアントにとってもスポーツ面の広告効果は大

きい。

だが、そのことにより、新たな問題が生じて

くる可能性がある。ジャーナリズムとの関連の

問題である。ジャーナリズムとは難しい概念

で、いろいろなとらえ方ができるが、規範でと

らえた場合「真実の報道」と「批判精神」が大

きなポイントである。スポーツ報道と新聞広告

の新しい関係によって、本当のことを伝え、強

い者におもねることなく、正しいことは正し

い、間違っていることは間違っているとはっき

り主張するジャーナリズムの精神はおびやかさ

れないだろうか。広告の意向が番組を左右する

テレビの二の舞にならないだろうか。いいかえ

れば、新聞におけるスポーツ報道拡大状況は、

新聞のテレビ化の始まりではないのだろうか。

本論文では、そのことを明らかにしたいと思

う。

第１章 スポーツ報道拡大の実態

第１節 スポーツ面の拡大

新聞のスポーツ報道拡大傾向を、朝日新聞１

月の紙面（東京本社最終版）で調べてみた（図表

１）。期間は１９８６年から２００６年まで約２０年間で

ある。

なぜ１月なのかといえば、この月がスポーツ

報道では一番スペース的に安定しているからで

ある。通常、プロ野球シーズンとなる４月の開

幕から１０月の日本シリーズごろまでは、スポー

ツ報道も活発だ。オリンピックやサッカーの

W杯、甲子園大会などのビッグスポーツイベ

ントもだいたいこの時期に行われる。紙面の大

展開をみるにはこの時期が適しているが、半

面、年によって紙面展開がばらつく。その点、

１月はオフシーズンの地味な時期ではあるが、

毎年同じようなイベントが行われていて紙面を

比較しやすい。それに、１月の紙面は各新聞社

のその年の方針が出るものである。

１９８６年の１月は、総ページ数４４ページ、１日

平均１・５ページだった。１ケ月の半分以上の１８

日が１ページ紙面である。１９８６年はロサンゼル

ス五輪（１９８４年）の２年後、ソウル五輪（１９８８

年）の２年前の年にあたるいわゆる五輪中間

年。後年にしばしば見られる正月特集もなく、

元旦でさえスポーツ面は１ページといったこじ

んまりした状態だった。

１９８０年代は４０ページ台で推移していたが、

図表１ １月のスポーツ面のスペース推移（数字はページ数）

朝 刊 夕 刊 合計 １日平均 元旦特集

１９８６年 ４４ ―― ４４ １・５ ――

１９８７年 ４１ ―― ４１ １・４ ――

１９８８年 ４４ ―― ４４ １・５ １２

１９８９年 ４６ ―― ４６ １・５ ――

１９９０年 ５３ ―― ５３ １・８ ――

１９９１年 ６６ ―― ６６ ２・２ ――

１９９２年 ５９ ―― ５９ ２・０ ――

１９９３年 ５８ ―― ５８ ２・０ ８

１９９４年 ５９ ―― ５９ ２・０ ――

１９９５年 ５９ ４ ６３ ２・１ ――

１９９６年 ６０ ―― ６０ ２・０ ８

１９９７年 ６４ ４ ６８ ２・３ ８

１９９８年 ７４ ８ ８２ ２・７ ２０

１９９９年 ７３ ３ ７６ ２・５ ――

２０００年 ７４ ２ ７６ ２・５ ８

２００１年 ８５ ２０ １０５ ３・５ １２

２００２年 ８９ ２１ １１０ ３・７ １２

２００３年 ８６ ２２ １０８ ３・６ ８

２００４年 ７８ ２３ １０１ ３・４ １２

２００５年 ８１ ２３ １０４ ３・５ ――

２００６年 ９１ ２６ １１７ ３・９ １２

（注）朝日新聞東京本社発行最終版
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１９９０年代に入ると、いちだんと増えてくる。こ

れは Jリーグの発足が大きく関係している。

１０年後の１９９６年の１月はどうか。総ページ数

６０ページ、１日平均２・０ページ。１９８６年の１・５

ページから２・０ページに増えた。１ページの日

が１５日あるものの、３ページ、４ページの日も

１２日もあり（１９８６年は２日）、拡大傾向がはっき

りと出ている。この年はアトランタ五輪があっ

たため、新年別刷り８ページの特集を作ってい

るのが目に付く。

１９９６年から２００６年までの１０年間は、大きな変

化があった。第１に、夕刊スポーツ面のスター

トである。朝日新聞が夕刊に固有のスポーツ面

を設けたのは１９９４年３月からで、「スポーツプ

ラザ」という名前がついていた。毎週土曜日の

みの掲載で、１ページ。途中中断があるものの

ほぼ週１日の態勢が２０００年まで続く。そして、

２００１年から連日掲載に変わった。

朝刊も、じりじりとスペースを広げた。１９９６

年６０ページ、平均２・０ページだったのが、７０

ページ、８０ページと漸増し、２００６年には９１ペー

ジまで増えた。夕刊と合わせると合計１１７ペー

ジ、１日平均３・９ページである。１０年前の２

倍、２０年前の３倍近くに増加したといえる。

最近の１０年間は、もうひとつ大きな特徴があ

る。それは正月特集の実施である。元旦の新聞

には、お正月のラジオ・テレビ番組特集を中心

に、さまざまな企画ものの特集が別刷りで折り

込まれる。この特集に、「スポーツ」が単独で

参加しだしたのである。

９７年サッカーW杯予選特集（８ページ）、９８

年長野五輪特集（２０ページ）、２０００年シドニー五

輪特集（８ページ）、２００１年サッカー日韓W杯

予選特集（１２ページ）、２００２年日韓W杯特集（１２

ページ）、２００３年ワールドスポーツ特集（８ペー

ジ）、２００４年アテネ五輪特集（１２ページ）、２００６

年トリノ五輪・ドイツW杯特集（１２ページ）と

いった具合である。

正月特集の「スポーツ」はすっかり定着した

といえるだろう。

第２節 オリンピック紙面の拡大

朝日新聞の１月の紙面を見る限り、スポーツ

報道は１０年前の２倍、２０年前の３倍近くに増え

た。これは１月だけの特殊な傾向ではなく、全

体のアベレージ的数値とみられる。スポーツ最

盛期の春から夏、秋にかけてはもっと増えてい

るかもしれない。

そのことを感じさせるのは、オリンピック報

道の加熱ぶりである。

日本人は世界でも指折りの「オリンピック大

好き人間」といわれるが、そのことは報道のス

タンスにもよく現れている。

（図表２）は、「朝日新聞におけるオリンピッ

クの特設面」の推移である。２００４年アテネ五輪

は８ページ、９６段の特設面を設けた。特設面と

は五輪のことだけを扱う特別の紙面のことであ

る。その特設面が朝刊、夕刊合わせて１日に８

図表２ 朝日新聞におけるオリンピックの特設面

夏季五輪 面数・段数 冬季五輪 面数・段数

１９８４ ロサンゼルス ３ページ、３７段

１９８８ ソウル ４ページ、４２段 １９９２ アルベールビル スポ面、２０段相当

１９９２ バルセロナ ４ページ、５０段 １９９４ リレハンメル スポ面、３０段相当

１９９６ アトランタ ５ページ、５０段 １９９８ 長野 ７ページ、７３段

２０００ シドニー ６ページ、７０段 ２００２ ソルトレーク ７ページ、７１段

２００４ アテネ ８ページ、９６段 ２００６ トリノ ７ページ、７０段

（注）東京本社発行最終版
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ページあった。９６段の「段」とは新聞の段数の

ことである。新聞は通常１ページを１５段に区切

って作っている。全部記事の紙面は少なく、上

１０段が記事、下の５段が広告のように、広告と

紙面を分け合うケースが多い。８ページ、９６段

ということは、１ページ平均１２段の記事を意味

する。すなわち、１ページ１５段の新聞の５分の

４ぐらいがオリンピック記事を掲載した紙面が

８ページあったということである。それ以前の

五輪特設面の状況を見ればわかるとおり、過

去、これほど激しい展開をしたことはない。絶

後かどうかはわからないが空前のオリンピック

報道をしたといえる。

アテネ五輪は日本勢のメダルラッシュに沸い

た五輪だから新聞がハッスルするのもわからな

いわけではない。しかし、フィギュアースケー

トの荒川静香が一人気を吐いたものの、全体的

には惨敗ともいえる２００６年のトリノ五輪でさ

え、７ページ、７０段のスペースである。前述の

とおり、２００６年の１日のスポーツ面が計４ペー

ジ、１０年前は２ページ、２０年前は１・５ページだ

ったのである。それが、オリンピックだけで１

日に７ページを費やしているのである。

ものすごい大展開ぶりは、スポーツ特設面だ

けではない。近年、スポーツは、スポーツ面か

ら飛び出した。「アテネ五輪の朝日新聞紙面展

開」（図表３）は、１面、社会面がオリンピック

をどのように伝えたのかをまとめたものであ

る。

「見開き」とは紙面を開いたとき右面、左面

と両面にわたって展開していることを意味す

る。最大級の扱いである。トップとはその面の

トップ記事、通常紙面の右上方、右肩と呼ばれ

る部分に扱われる。肩とは準トップの記事で、

紙面の左肩に扱われる。中とは３番手の記事

で、紙面の真ん中部分に扱われる。Pとは写真

のことである。

一覧表のとおり、８月１４日の朝刊から２４日の

夕刊まで朝刊、夕刊あわせて２０回新聞を出し、

８割に当たる１６回も１面トップで扱った。その

１面トップに連動するかのごとく、社会面見開

きも２０回中１７回を数える。

通常、本文が１面トップ、関連原稿が社会面

見開きという扱いは、飛行機でも墜落したよう

な相当な大事件、大事故、大ニュースの場合で

ある。確かに平泳ぎ北島康介の金メダル、女子

図表３ アテネ五輪の朝日新聞紙面展開

１面 社会面 五輪特設面

１４日（土）朝刊 肩 P ２社肩 P ３

夕刊 トップ P 見開き P ３

１５日（日）朝刊 トップ P 見開き P ５

１６日（月）朝刊 トップ P 見開き P ４

夕刊 トップ P 見開き P ４

１７日（火）朝刊 中 P 見開き P ４

夕刊 トップ P 見開き P ４

１８日（水）朝刊 トップ P １社トップ P ３

夕刊 トップ P 見開き P ３

１９日（木）朝刊 トップ P 見開き P ３

夕刊 トップ P 見開き P ４

２０日（金）朝刊 トップ P 見開き P ３

夕刊 肩 P 見開き P ４

２１日（土）朝刊 トップ P 見開き P ４

夕刊 トップ P 見開き P ４

２２日（日）朝刊 肩 P 見開き P ３

２３日（月）朝刊 トップ P １社トップ P ４

夕刊 トップ P 見開き P ４

２４日（火）朝刊 トップ P 見開き P ４

夕刊 トップ P 見開き P ４

２５日（水）朝刊 中 P ２社肩 P ３

夕刊 中 P ２社肩 P ４

２６日（木）朝刊 中 P ２社肩 P ３

夕刊 肩 P １社トップ P ４

２７日（金）朝刊 中 P ２社トップ P ３

夕刊 中 P ２社肩 P ４

２８日（土）朝刊 中 P ２社中 P ３

夕刊 肩 P １社トップ P ４

２９日（日）朝刊 肩 P ２社肩 P ３

３０日（月）朝刊 トップ P 見開き P ４

夕刊 トップ P 見開き P ３

３１日（火）朝刊 × × ６ 記録特集

（注）東京本社発行最終版、五輪特設面の数字は面数
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マラソンの野口みずきの金メダルに感動した人

は多いだろう。しかし、８ページのスペースの

五輪特設面が設けられているのである。それに

加えて、さらに１面、社会面で毎日毎日これほ

ど激しく、大騒ぎしたということである。

第３節 サッカーW杯紙面の拡大

日本とオリンピックのつながりは、１９１２年の

ストックホルム五輪初参加以来１００年近い歳月

を数える。これまで夏季、冬季、個人、団体合

わせて１００個以上の金メダルを獲得し、数多く

のドラマが繰り広げられてきた。

その点、日本のサッカーが一般に注目されだ

したのはここ１０数年のことである。サッカーの

プロ化、すなわち９３年の Jリーグ発足が大きな

きっかけとなったことは間違いない。

サッカーのメインイベントであるW杯の紙

面展開を、朝日新聞で調べてみる（図表４）。１９９０

年イタリア大会決勝の紙面を見ると、朝刊はス

ポーツ面に１０段相当の分量、夕刊は社会面に４

段相当の分量である。この大会に日本は出場し

ていない。

１９９４年米国大会は、アジア最終予選で「ドー

ハの悲劇」と命名されたハプニングが起こり、

日本は悲願の初出場を逸した。しかし、前年に

Jリーグがスタートし、サッカー人気が盛り上

がっていた。日本が出場できなかったとはい

え、W杯への関心も高まっている。それを反

映してか、ブラジル－イタリアの決勝の扱いは

朝刊がスポーツ面１５段相当分量、夕刊が社会面

７段相当分量と９０年の大会より扱いがかなりよ

くなっている。

しかし、いずれもスポーツ面内のニュースで

あった。

サッカーW杯報道が爆発したのは、日本が

初出場を決めた１９９８年フランスW杯からであ

る。日本戦のときなどは朝刊２ページ、２０段、

夕刊４ページ、４０段の特設面を設け、展開し

た。合計６ページ、６０段というのは五輪の特設

面のスペースに匹敵する。五輪は陸上、水泳、

球技、格闘技などさまざまな競技・種目がある

が、W杯はサッカー１種目のみ、１日３試合

ぐらいしか行われない。それなのに五輪並みの

紙面展開をみせるのだからすごい。

２００２年のW杯は、日本・韓国共同開催、さ

らに朝日新聞はオフィシャルサプライヤーと呼

ばれるスポンサーになったため、空前の大展開

をみせた。朝刊６ページ、６３段、夕刊４ペー

ジ、４０段、合計１０ページ、１０３段。いくら地元

開催とはいえ五輪をしのぐ破格の扱い。これは

特設面だけの話で、１面、社会面も当然大騒ぎ

している。このほかに通常のスポーツ面もあ

る。「朝日新聞はいつからスポーツ新聞になっ

たのか」というお叱りの電話が新聞社に多数寄

せられたという。

２００６年のドイツ大会は、２００２年の日韓大会ほ

どではないが、それでも朝刊、夕刊合わせて８

ページ、８０段。これまでの冬季五輪の扱いを上

回り、アテネ五輪に匹敵する大きな扱いであ

る。日本の競技力はまだまだ世界から遠く、決

図表４ 朝日新聞におけるサッカーW杯の特設面

開催年・開催国 朝刊 夕刊 計

１９９０ イタリア スポーツ面１０段相当 社会面４段相当 １４段相当

１９９４ 米国 スポーツ面１５段相当 社会面７段相当 ２２段相当

１９９８ フランス ２ページ、２０段 ４ページ、４０段 ６ページ、６０段

２００２ 日本・韓国 ６ページ、６３段 ４ページ、４０段 １０ページ、１０３段

２００６ ドイツ ４ページ、４０段 ４ページ、４０段 ８ページ、８０段

（注）東京本社発行最終版
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勝トーナメントすら出られないというのに、新

聞の扱いだけは完全にオリンピックと同格にな

っているのである。

第２章 スポーツ報道拡大の背景

第１節 サッカー人気

それでは、どうしてこのようにスポーツ報道

が拡大したのだろうか。まず、「読者のニー

ズ」の視点で見てみたい。

最大の理由としては、サッカーの台頭があげ

られる。

１９９３年の Jリーグ発足をきっかけに、サッ

カー人気が一気に広がった。サッカー人気を示

すデータはいろいろあるが、ビデオリサーチが

調査している、テレビの視聴率をみてみよう。

２００６年の年間視聴率（図表５）のトップは、サッ

カーW杯ドイツ大会の日本－クロアチア戦で

５２・７％を数える。２位もW杯で、日本－オー

ストラリア戦４９・０％。年間ベスト８の中に、サ

ッカーが３つ入っている。

前年、２００５年のベスト１０（図表６）を見てみる

と、やはりトップはサッカーで、W杯アジア

最終予選の日本－北朝鮮戦４７・２％。トップばか

りか２位、４位、５位とサッカーが上位をしめ

ている。サッカーの日本代表戦はテレビにとっ

て「キラーコンテンツ」といわれるが、本大会

はもちろん予選でもこれだけの視聴率をマーク

しているのである。

W杯は世界最高大会だから特別なのかもし

れない。それでは、人々はどんなスポーツをテ

レビで楽しんでいるのか調べてみた。図表７

図表６ ２００５年年間高世帯視聴率番組

１ サッカーW杯アジア最終予選・日本－北朝鮮 ０２・０９ ４７・２

２ サッカーW杯アジア最終予選・北朝鮮－日本 ０６・０８ ４３・４

３ NHK紅白歌合戦２部 １２・３１ ４２・９

４ サッカーW杯アジア最終予選・日本－バーレーン ０３・３０ ４０・５

５ サッカーW杯アジア最終予選・日本－イラン ０３・２５ ３７・９

６ 首都圏ニュース８４５ １０・１９ ３５・５

７ NHK紅白歌合戦１部 １２・３１ ３５・４

８ 全日本フィギュアー女子フリー １２・２５ ３３・７

９ 「ごくせん」最終回 ０３・１９ ３２・５

１０ 行列のできる法律相談 ０８・２８ ３０・８

（いずれも関東地区、ビデオリサーチ調べ）

図表５ ２００６年年間高世帯視聴率番組

放送日 視聴率

１ サッカーW杯・日本－クロアチア ０６・１８ ５２・７

２ サッカーW杯・日本－豪州 ０６・１２ ４９・０

３ 野球WBC決勝・日本－キューバ ０３・２１ ４３・４

４ ボクシング世界戦・亀田興毅－ランダエタ ０８・０２ ４２・４

５ NHK紅白歌合戦 １２・３１ ３９・８

６ サッカーW杯・日本－ブラジル ０６・２３ ３７・２

７ 野球WBC準決勝・日本－韓国 ０３・１９ ３６・２

８ ボクシング亀田兄弟ダブルメイン ０５・０５ ３３・０
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は、「年代別にみるテレビによるスポーツ観

戦」である。細かくなるので観戦率は省略し、

順位だけ記載した。

プロ野球は若者からお年寄りまで、幅広く人

気がある。近年人気の凋落がいわれるが、依然

としてナンバー１のスポーツであることは間違

いない。

テレビで「キラーコンテンツ」になっている

サッカーの日本代表試合は、若い世代ではプロ

野球に匹敵する人気だが、年齢が上がるにつれ

て、落ち気味である。

逆に大相撲は、若い世代には今ひとつだが年

代が上がるにつれて人気も上がり、７０歳代では

プロ野球を追い抜く。

マラソンや駅伝も各年代幅広く人気がある。

Jリーグは年代的に日本代表とほぼ同じ傾向

だ。

年代別では人気に細かいばらつきがあるもの

の、トータルでみると、プロ野球が８２・７％と頭

ひとつ抜けてトップ、マラソン・駅伝６６・０％、

大相撲６４・２％、サッカー日本代表６０・３％が２番

手グループ、その後を Jリーグ４３・４％、K１な

どの格闘技４０・４％、メジャーリーグ４０・２％、プ

ロゴルフ３３・９％が追っているという構図であ

る。１１位に海外のプロサッカー１５・８％が入って

いて、日本代表、Jリーグ、海外サッカーを合

わせると、サッカーはかなりの人気があるとい

える。

それでは、調査対象を１０代の若者に下げると

どうなるか。「若者がテレビ中継で観戦したい

スポーツ」（図表８）によると、サッカーが躍り

出てくる。１位が日本代表戦、４位が Jリー

グ、５位が海外のプロサッカーと上位を占めて

いる。

１０代の若者が「過去１年間によく行ったス

ポーツ」（図表９）は、２００１年が１位バスケット

ボール１８・６％、２位サッカー１６・４％、３位野球

１５・０％。２００５年が１位サッカー２０・３％、２位バ

図表７ 年代別にみるテレビによるスポーツ観戦

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代

１ プロ野球 プロ野球 プロ野球 プロ野球 プロ野球 大相撲

２ サッカー代表戦 サッカー代表戦 マラソン・駅伝 マラソン・駅伝 大相撲 プロ野球

３ 格闘技 マラソン・駅伝 サッカー代表戦 大相撲 マラソン・駅伝 マラソン・駅伝

４ Jリーグ 格闘技 大相撲 サッカー代表戦 サッカー代表戦 サッカー代表戦

５ マラソン・駅伝 大相撲 Jリーグ Jリーグ 米大リーグ 米大リーグ

６ 大相撲 Jリーグ 米大リーグ 米大リーグ プロゴルフ プロゴルフ

７ 米大リーグ 米大リーグ 格闘技 プロゴルフ Jリーグ Jリーグ

８ 自動車レース 自動車レース プロゴルフ 格闘技 格闘技 格闘技

９ 海外サッカー プロゴルフ 自動車レース 自動車レース バレーボール バレーボール

１０ プロゴルフ バレーボール バレーボール バレーボール プロバスケ プロバスケ

（笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」２００４）

図表８ 若者がテレビ中継で観戦したいスポーツ

観戦種目 ％

１ サッカー日本代表試合 ３２・９

２ バレーボール ２３・９

３ プロ野球 ２３・２

４ Jリーグ １８・９

５ 海外のプロサッカー １４・４

６ 野球（高校、大学など） １４・１

７ 水泳 １３・３

８ 海外のプロバスケット １２・７

９ 米大リーグ １１・６

１０ 陸上 １０・５

（笹川スポーツ財団「１０代のスポーツライフに関する調査」
２００６）
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スケットボール１７・０％、３位野球１４・５％。

要するに、１０代の若者にとって、やるスポー

ツ、見るスポーツともサッカーが一番というこ

とがいえる。

単純にいってしまえば、新聞はここ１０余年に

巻き起こったサッカー人気を敏感に受け止め、

紙面を拡大してきめ細かい報道、読者サービス

につとめているということになろう。

しかし、裏の事情も潜んでいる。

新聞にとって大きな経営課題は若者の活字離

れ、新聞離れである。日本新聞協会の最新の調

査によると、２０歳代の４人に１人が新聞を購読

していない。

大学生は、もっと深刻な数値が出る。東京大

学で学生を調べたところ、１０人に９人は購読し

ていなかったというデータがある。帝京大学で

受講生３００人ほどを調べてみたが、同じような

結果だった。おそらく全国の大学共通の傾向で

はないかとみられる。インターネットの普及

で、ニュースを新聞以外の媒体から得る若者が

増えている。

「結婚して子供でもできれば購読する」とい

う見方もあるが、これは楽観的で、いったん読

まない習慣がつくと、その後も読まないといわ

れている。朝日新聞の読者調査でも、無購読層

は３０歳代にまで及んできている。すなわち、若

者の新聞離れは単なる若者の問題ではなく、日

本人の新聞離れに発展する可能性が大きいとい

うことである。そのことをどこの新聞社も恐れ

ている。新聞にとって重大な死活問題だからで

ある。

このような新聞社の経営事情を考えてみる

と、若者に高い人気のあるサッカーを手厚くし

ているのは「読者のニーズ」もさることなが

ら、ある種の経営判断が働いていることは容易

に想像がつく。すなわち、サッカー報道を通じ

て、若者の新聞離れに歯止めをかけようとして

いるのである。

第２節 スポーツの国際化

スポーツ報道が拡大した第２の理由として、

スポーツの国際化があげられる。換言すれば、

世界のヒノキ舞台で日本人が活躍しだしたとい

うことである。

典型的なのが日本人選手の米大リーグ挑戦で

ある。１９９５年、野茂英雄がロサンゼルス・ドジ

ャースに入団し、メジャーリーガーになった。

事実上、ここから日本人選手のメジャーリーグ

挑戦の道が始まる。

野茂を突破口に、その後続々と日本人選手が

海を渡った。

マック鈴木、長谷川滋利、伊良部秀輝、吉井

図表９ 過去１年間によく行った運動・スポーツ

２００１年 ２００５年

１ バスケットボール １８・６ サッカー ２０・３

２ サッカー １６・４ バスケットボール １７・０

３ 野球 １５・０ 野球 １４・５

４ バドミントン １２・９ バレーボール １３・７

５ 水泳 １１・５ バドミントン １２・６

６ バレーボール １１・４ 水泳 １０・９

７ ジョギング １０・０ 卓球 ９・２

８ 筋力トレーニング ９・８ ドッジボール ８・５

９ ボウリング ７・７ 筋力トレーニング ８・２

１０ 卓球 ７・７ ジョギング ７・８

（笹川スポーツ財団「１０代のスポーツライフに関する調査」２００６）
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理人、大家友和、佐々木主浩、イチロー、新庄

剛志、田口壮、石井一久、松井秀喜、松井稼頭

央、高津臣吾、大塚晶則、井口資仁、中村紀

洋、城島健司、斉藤隆、松坂大輔、井川慶。主

な選手だけでもこれだけいる。

その活躍ぶりも素晴らしい。先駆者の野茂は

１年目に１３勝をあげ新人王、奪三振王に輝い

た。野茂が投げる試合は観客が激増し、前年の

ストライキにより離れたファンを球場に呼び戻

し、「トルネード旋風」を巻き起こした。さら

にその後ノーヒット・ノーランを２度も記録、

日本のプロ野球に与えた影響は限りなく大き

い。

野茂に続いて大魔神の佐々木やイチローも新

人王を獲得した。イチローは１年目に新人王ば

かりか首位打者、盗塁王、MVPも獲得する大

活躍。２００４年には、８４年ぶりにシーズン最多安

打の大リーグ記録を更新し、全米、日本中をわ

かせた。

他にも存在感を見せている選手が数多くい

て、話題に事欠かない。

サッカーも世界への挑戦が進んだ。１９９８年

W杯フランス大会後、中田英寿がイタリア・

セリエAのペルージャに入団。これを皮切り

に２０００年あたりから日本代表選手の欧州リーグ

移籍が増えだした。

高原直泰、稲本潤一、中村俊輔、三都主アレ

サンドロ、宮本恒靖、松井大輔、森本貴幸、中

田浩二、小笠原満男、大黒将志らが現在活躍し

ている。

それ以外にも世界を舞台にがんばっている競

技は多い。女子テニス、ゴルフの海外ツアー、

陸上、水泳、柔道、モータースポーツなどであ

る。２００６年は競馬のディープインパクトも話題

になった。陸上、水泳、柔道は世界選手権がテ

レビ放映されるようになり、一段と身近になっ

た。

ウインタースポーツもいっとき大活躍だっ

た。ノルディックスキー複合の荻原健司、ジャ

ンプの原田雅彦や舟木和喜、葛西紀明、スピー

ドスケートの清水宏保や岡崎朋美等々である。

W杯など国際大会での優勝が当たり前だった

時代がある。フィギュアスケートも近年の活躍

はめざましい。

日本人選手の海外での活躍は、誰にとっても

気分がいい。夕刊スポーツ面が各紙に登場する

のはスポーツの国際化と関係がある。海外での

スポーツの結果は、時差の関係で夕刊の時間帯

に日本に届くためである。

また、テレビのBS放送や CS放送が海外ス

ポーツの放送に力をいれ、メジャーリーグや、

全米バスケットボール、全米アメリカンフット

ボール、欧州サッカーなどを活発に放送し始め

たことも、スポーツファンの関心を海外に向け

たといえる。

第３節 スポーツの大衆化

スポーツ報道が拡大した第３の理由として、

スポーツの大衆化があげられる。

２１世紀における日本のスポーツ振興策を体系

的、計画的に推進するため、文部省（現文部科

学省）は２０００年、スポーツ振興基本計画を策定

した。２００１年からおおむね１０年間の日本のス

ポーツビジョンである。

その政策目標として「国民の誰もがそれぞれ

の体力、技術、興味、目的に応じて、いつでも

どこでも、いつまでもスポーツを楽しむことが

できる生涯スポーツ社会を実現する」としてい

る。ここでいう生涯スポーツ社会の実現が、ス

ポーツの大衆化である。すなわち、一部のアス

リートだけでなく老若男女、だれもがスポーツ

を楽しめる状況とでもいおうか。

そうした状況が年々進んでいる。

図表１０は笹川スポーツ財団による「レベル別

スポーツ実施状況の推移」の結果である。過去

１年間まったく運動をしなかった人は、１９９２年

には４９．３％と半分近くいた。しかし、２００４年に

は２６．６％と４分の１近くに減っている。週２
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A、週２B、週２Cが、まずまずスポーツを実

施している人である。その合計が、１９９２年は

１６・１％だったのに、２００４年は４５・３％に増えてい

る。「週２回以上、１回３０分以上、ややきつい

運動」は、かなり本格的な運動実施レベルであ

る。笹川財団ではこのレベルを「アクティブ・

スポーツ人口」と呼んでいるが、この人口の割

合も着実に増加し、２０００年以降１５％前後で推移

している。

要するに、日本人をトータルで見た場合、こ

こ１０年で随分スポーツを楽しむようになったと

いえる。

この種の調査はほかにもいろいろあるが、内

閣府の「体力・スポーツに関する世論調査」を

見ても、スポーツ実施率は増加している。

なぜ、多くの人々がスポーツを楽しむように

なったのか。笹川財団では「生活習慣病予防」

「体形の維持」「健康・体力づくりへの関心の高

まり」を指摘する。

読売新聞のスポーツに関する全国世論調査

（２００７年３月２日朝刊）によると、日ごろしてい

る運動やスポーツはウオーキング・散歩が他を

断然引き離してトップ、次いでストレッチなど

軽い体操、ゴルフ、ジョギング・マラソン、水

泳・アクアエクサシズなどの順だった。

こういったスポーツを「やるスポーツ」と呼

ぶが、スポーツを体験すれば、当然「見るス

ポーツ」にも関心が出てくる。テニススクール

でテニスを楽しむ人は、世界のトップ選手の動

きに関心が移り、ウインブルドンや全仏、全

米、全豪テニスをテレビで見たりする。ジョギ

ングで汗をかいている人はマラソンや駅伝、陸

上競技の動向にも関心が出てくる。スイミング

スクールで泳ぎ出せば、世界や日本の水泳大会

も注目するようになるだろう。

換言すれば「やるスポーツ」の増加は「見る

スポーツ」の増加につながるのである。それは

テレビだけではない。新聞のスポーツ報道にも

関心が出てくるはずである。すなわち「読者の

ニーズ」である。スポーツ報道の拡大とスポー

ツ実施状況の増加は密接な関係がある。

第３章 スポーツ報道と新聞広告

第１節 スポーツ面対向全面広告の出現

新聞のスポーツ報道拡大の背景について、第

２章では「読者のニーズ」の視点で見てきた。

ひとことでいえば、ここ１０年間でスポーツ状況

がガラリと変わったということである。かつ

て、日本の人気スポーツといえば、野球と相撲

ぐらいだったのに、サッカーが割り込んでき

た。世界の舞台で日本選手か活躍するようにな

り、その様子がリアルタイムでテレビ放送され

るようになった。人々の健康志向の高まりとと

図表１０ スポーツ実施状況

１９９２ １９９４ １９９６ １９９８ ２０００ ２００２ ２００４

しない ４９．３ ５０．１ ３４．７ ３４．３ ２９．３ ３２．０ ２６．６

週１以下 ３４．６ ２８．３ ３５．１ ３０．４ ２９．８ ２７．９ ２８．１

週２A ６．８ ６．６ ８．３ ９．１ ７．８ ８．５ ９．２

週２B ２．８ ７．５ １２．３ １３．１ １５．４ １８．２ ２０．０

週２C ６．５ ７．６ ９．６ １３．０ １７．６ １３．３ １６．１

（笹川スポーツ財団「スポーツ白書２００６年版」から作成）

・しない ＝過去１年間にまったく運動・スポーツを実施しなかった
・週１以下＝年１回以上、週１回以下（１～１０３／年）
・週２A ＝週２回以上（１０４／年以上）
・週２B ＝週２回以上、１回３０分以上
・週２C ＝週２回以上、１回３０分以上、ややきつい運動
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１７ページ １６ページ

１９ページ １８ページ
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２１ページ ２０ページ

２３ページ ２２ページ
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もにスポーツの大衆化が進んだ。これらを受け

て新聞が手厚くスポーツを伝えるようになった

というわけである。この視点は、一面ではその

とおりである。

第３章以降では、スポーツ報道の拡大傾向を

新聞広告の視点で分析する。

スポーツ報道と新聞広告の関係を歴史的にた

どってみると、１９９６年から大きな特徴が出てき

た。それは、スポーツ面対向面の出現である。

スポーツ面対向面とは、スポーツ面の反対側

の面のことである。新聞を開く。右面か左面が

スポーツ面だったとする。その反対の面がス

ポーツ面対向面である。スポーツ面だけでな

く、政治面、経済面、文化面、生活面、科学面

などいろいろな面に対向面がある。政治面対向

面、経済面対向面などと呼ぶ。見開いて、記事

面が１ページなら当然反対側は対向面になるか

ら、この面は古くから存在していた。「スポー

ツ面対向面」と特筆されるようになったのは、

意図的にスポーツ面対向面を作り出すようにな

ったためである。

例えば、２ページのスポーツ面があったとす

る。通常は見開いて右面も左面もスポーツ面の

新聞を作る。ところが、見開かないで、記事、

全面広告、記事、全面広告というようにスポー

ツ面を割ってしまうのである。記事面は２ペー

ジだから前とかわらない。しかし、広告サイド

から見ると、前者の場合は、記事の下に小さな

広告しかつかない。後者だと、スポーツ面対向

面の全面広告を２ページ作れるわけだ。

典型的な例を見てみよう。２００６年１月１月付

け朝日新聞東京本社発行朝刊最終版である（写

真参照）。

１６ページからスポーツ面が始まり、１７ページ

全面広告、開いた１８ページも全面広告、１９ペー

ジスポーツ面、２０、２１ページは見開きの全面広

告、２２ページスポーツ面、２３ページ全面広告、

２４ページ全面広告、２５ページスポーツ面、２６

ページ全面広告、２７ページスポーツ面という作

り方である。

１６ページから２７ページまで１２ページのスペー

スの間に、スポーツ面５ページ、全面広告７

ページを振り分けている。

元旦にスポーツ面が５ページ必要だったとし

よう。スポーツ面・スポーツ面の見開き、ス

ポーツ面・スポーツ面の見開き、スポーツ面・

スポーツ面対向面という形でスポーツ面をかた

める形で新聞は作れる。ただし、スポーツ面対

向面は１ページしか取れない。スポーツ面を分

断することによって、多数のスポーツ面対向面

を確保できるのである。

第２節 スポーツ面対向面のメリット

いまから２０年前に、意図的なスポーツ面対向

面などなかった。１月の紙面を見る限り、初め

て登場してくるのは１９９６年のことである。以

後、１月のスポーツ面対向面は（図表１１）のとお

りである。あくまでも意図的なものをカウント

している。スポーツ面が１ページなら反対側が

スポーツ面対向面になるのは当たり前だし、３

ページの場合、２ページを見開きにすれば、残

り１ページの反対側がスポーツ面対向面になる

のも当然と考えて数に含めていない。意図的に

図表１１ 朝日新聞１月のスポーツ面対向面数

年 ページ数

９５ ０

９６ １１

９７ ８

９８ ２０

９９ ６

００ ２３

０１ ３５

０２ ２０

０３ ３６

０４ ２８

０５ ２６

０６ ３１

※東京本社最終版
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分断したと見られる場合のみを「スポーツ面対

向面」とした。

１９９６年から２００６年までの推移に大きな特徴が

あるわけではない。数年間は様子を見ていた

が、２０００年ごろから毎年２０～３０ページのスポー

ツ面対向面を作っているということである。

前述のとおり、１月はオフシーズンである。

本格的なスポーツシーズンに突入し、プロ野

球、Jリーグ、大相撲などが華々しく伝えられ

るようになると、スポーツ面対向面はもっと増

えてくる。

それでは、なぜスポーツ面対向面などつくる

のだろうか。それは広告を出稿するスポンサー

企業にとって、スポーツ面が超人気の紙面だか

らである。

朝日新聞社の広告局幹部は次のように語っ

た。

「広告は、暗い紙面の中で読まれるより、明

るい紙面で読まれるほうがいい。事件、事故、

悲惨な出来事を、広告は好まない。その点で、

明るくて、楽しくて、元気の出るスポーツ面は

人気が高い」

広告の中で、もっとも値段の張るのが全面広

告、それも北海道から沖縄までの全国通しであ

る。３０００万円ぐらいするとみられる。この全面

広告の１番人気がスポーツ面対向面なのであ

る。一番人気だから、当然ほかの全面広告より

値段は割高に設定されているのだが、「スポー

ツ面対向面は売り手市場」と同幹部はいってい

るので、もっと高いのだろう。

２００６年１月１日の紙面を振り返ってみる。ス

ポーツ面をかためるとスポーツ面対向面は１

ページ、分断すると７ページもスポーツ面対向

面や全面広告ができた。広告収入の差は、歴然

としている。億単位の違いが出るのだろうか。

朝日新聞社の調査によると、朝日の読者が平

日に朝刊を読む場合、午前７時台を中心とした

出社前に自宅で読むケースが多く、読み方は、

開いた２ページの状態で読んでいる人がもっと

も多い。

一方、日本経済新聞は、移動中や職場での閲

読が中心になっている。通勤電車の中で新聞を

見開くことはできないから、縦に二つ折り状態

で読まれているとみられる。こういう状態だ

と、対向面広告が意味をなさなくなる。広告サ

イドがスポーツ面に熱い視線を向けているはラ

イバル紙のこういう事情も関係している。

当然のことながら、スポーツ面対向面だけで

なく、スポーツ面下段の広告も人気が高い。人

気だけでなく、値段も高い。スポーツ面ばかり

か、スポーツがらみの特集もスポンサーがつき

やすい。要するに、広告にとって、スポーツ報

道は「ドル箱」なのである。

第３節 新聞広告の長期低落傾向

スポーツ面対向の全面広告が頻繁に登場する

につれ、新聞を作っている側、すなわち編集サ

イドには多少の違和感があったという。そのあ

らわれか、スポーツ面が分断されることを「泣

き別れ」と呼んだ。決して歓迎していたわけで

はない。

朝日新聞社の元編集局幹部は次のように語

る。

「本来、広告は記事についているもので、主

体は記事、広告は従だ。広告のために記事があ

るわけではない。そこらあたりに引っかかりを

感じる人が結構いた。社内で議論にもなった。

しかし、スポーツ面を見開きで作ったほうが一

覧性はあるものの、分断されたからといって、

１回めくる手間が増えただけで、とんでもない

新聞をつくっているというわけでもない。広告

サイドの苦しい事情も知っていたので、しょう

がないかなという感じで受け止めていた」

広告サイドの苦しい台所事情――これは、新

聞広告の長期低落傾向のことである。「広告費

に占めるマスコミ広告費の割合」（図表１２）が示

すとおり、かつて広告媒体の第１人者だった新

聞は、テレビの出現とともにその座を譲り、さ
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らに右肩下がりでどんどん落ちている。１９８０年

年代まではテレビといい勝負をしていたが、

１９９０年代になるとその差がどんどん広がり、

２００１年にはとうとう２０％を切った。２００６年は

１６・７％セントにまで下がり、テレビの半分にな

ってしまった。歯止めのきかない状態が延々と

続いており、広告収入の安定はどこの新聞社に

とっても最重要課題といえる。

いささか変則的な新聞の作り方ではあるが、

「やむをえない」が編集サイドのスタンスなの

であろう。

第４章 新聞広告の改革

第１節 面別接触率調査

こうした新聞広告の長期低落傾向に対して、

朝日新聞は思い切った手を打った。業界に先駆

けて１９９５年から始めた面別接触率調査と早期確

定制度の実施である。

面別接触率というのは、政治面、経済面、社

会面、文化面、科学面、スポーツ面など特定の

面がどの程度接触されているかを性別、年代

別、地域別に詳細に明らかにする調査データで

ある。裏を返せば、その面に広告を掲載した場

合、広告に接触する人が最大限でどの程度にな

るかの目安として利用できる数値である。

この科学的データが、これまでなかった。

ある広告局幹部が振り返る。

「かつて、広告主は、広告掲載面の希望を出

せなかった。一応出せるけど、どうなるかは新

聞社次第。新聞は読まれる面と読まれない面が

ある。それなのに新聞社側の都合で広告掲載の

面を決めるのはおかしいという議論が入社した

２０年前からあったが、そのままになっていた」

広告主が新聞に広告を掲載したいと思う。新

聞社に申し込む。この広告がいつ、どこの面に

掲載されるかは新聞社の都合次第。これではク

ライアントに広告を出稿していただくのではな

く、広告を掲載してやるという態度である。い

図表１２ 広告費に占めるマスコミ広告費の割合

新聞 雑誌 ラジオ テレビ
衛星

メディア
インター
ネット

１９４７ ７５．４ １０．９

１９５３ ６５．２ ５．１ ９．２ ０．２

１９６０ ３９．３ ５．７ １０．２ ２２．３

１９６５ ３５．８ ５．６ ４．７ ３２．２

１９７０ ３５．１ ５．５ ４．６ ３２．３

１９７５ ３３．１ ５．４ ４．８ ３４．０

１９７７ ３０．９ ５．３ ４．９ ３５．６

１９７８ ３０．９ ５．２ ４．９ ３５．４

１９７９ ３１．０ ５．３ ５．０ ３５．５

１９８０ ３１．１ ５．６ ５．２ ３４．６

１９８１ ３０．７ ５．９ ５．１ ３４．０

１９８２ ３０．２ ５．９ ５．１ ３４．５

１９８３ ３０．１ ６．２ ５．１ ３４．６

１９８４ ２９．０ ６．４ ５．１ ３５．４

１９８５ ２８．７ ６．６ ５．２ ３５．２ ０．１

１９８６ ２８．８ ６．９ ５．１ ３５．３ ０．１

１９８７ ２５．０ ６．５ ４．４ ２９．８ ０．２

１９８８ ２５．５ ６．７ ４．３ ２９．８ ０．２

１９８９ ２５．１ ６．６ ４．１ ２８．８ ０．２

１９９０ ２４．４ ６．７ ４．２ ２８．９ ０．２

１９９１ ２３．５ ６．８ ４．２ ２９．３ ０．２

１９９２ ２２．３ ６．７ ４．３ ３０．３ ０．２

１９９３ ２１．６ ６．７ ４．１ ３１．０ ０．２

１９９４ ２１．７ ６．７ ３．９ ３１．８ ０．３

１９９５ ２１．５ ６．９ ３．８ ３２．３ ０．３

１９９６ ２１．５ ７．０ ３．８ ３３．２ ０．３ ０．０

１９９７ ２１．１ ７．３ ３．７ ３３．５ ０．３ ０．１

１９９８ ２０．４ ７．４ ３．７ ３３．８ ０．４ ０．２

１９９９ ２０．２ ７．３ ３．６ ３３．６ ０．４ ０．４

２０００ ２０．４ ７．２ ３．４ ３４．０ ０．４ １．０

２００１ １９．９ ６．９ ３．３ ３４．１ ０．８ １．２

２００２ １８．８ ７．１ ３．２ ３３．９ ０．７ １．５

２００３ １８．５ ７．１ ３．２ ３４．３ ０．７ ２．１

２００４ １８．０ ６．８ ３．１ ３４．９ ０．７ ３．１

２００５ １７．４ ６．６ ３．０ ３４．２ ０．８ ４．７

２００６ １６．７ ６．５ ２．９ ３３．６ ０．９ ６．０

（電通「日本の広告費２００６」より作成）
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わゆる「殿様商売」が繰り広げられていた。そ

れでも成り立つ時代があったのだ。

面別接触率調査は、調査対象の朝日新聞購読

者が手元の新聞を見ながら回答する方法で行っ

ている。ページごとの接触について「確かに見

た・読んだ」「見た・読んだような気がする」

「見た・読んだ覚えがない」の３つの選択肢で

答えてもらう。「確かに見た・読んだ」「見た・

読んだような気がする」を有効回答者で割り、

１００をかけたものが面別接触率である。

それまでも「新聞のどの面を読むか」といっ

たおおざっぱな調査はあり、社会面、テレビ

欄、スポーツ面はよく読まれる御三家などとい

われていた。読まれる面、読まれない面は漠然

とわかっていたのだが、精密なデータが出さ

れ、それが公表されることになったわけであ

る。

調査は月２回程度行われ、最新のデータをイ

ンターネットで知ることができる。２００７年２月

１９日の速報では３５面が調査対象になっていて、

全体、男女別に接触率が示されている。

この面別接触率調査実施にともなって、それ

まで一律だった料金が、各面ごとに明確に決め

られた。料金体系に差がある根拠として面別接

触率が使われたのである。その意味で、この面

別接触率は、テレビにおける視聴率にあたると

もいえる。

このデータによって、スポーツ面の人気の高

さが明確になった。新聞を手に取って、１面や

テレビ面、社会面はまず目にするところであ

る。それを除く内側の紙面の中で、スポーツ面

の数値が際立っている。したがって、面別広告

料もスポーツ面は社会面に次いで高く設定され

ているのである。

第２節 早期確定制度

面別接触率調査と同時期に始まった早期確定

制度も画期的なものだった。これは、広告組み

込みの掲載日や掲載面を早期に固めてしまう制

度である。

前述の通り、新聞の広告とは、申し込みを受

けても間際まで掲載の日付や掲載面を明確に返

答しない、返答しても変更もありうるという、

新聞社にとって都合のいい、広告主にとっては

都合が悪いものだった。

しかし、これを広告主側から見ると、新聞広

告の掲載をテレビや雑誌の広告と同調させた

り、消費者との接点での販売促進と連動させた

りといった戦略性、企画性のある宣伝計画に新

聞を組み込むのは危険ということになる。早期

確定制度は、こうした問題に対する先進的な決

断として高く評価され、業界に広まった。

しかし、新聞の中で、この早期確定制度がな

じまない面があった。スポーツ面である。面別

接触率調査は別に問題がない。スポーツ面の人

気の高さが実証されただけである。しかし、そ

の人気にあやかって、早期に広告スペースを固

めてしまうのは、無理な注文なのである。

それはスポーツ記事の特殊性と関係がある。

通常、ニュースは相対的なものだ。ほかのニ

ュースとの比較でバリューが決まる。大きなニ

ュースでも、もっと大きなニュースが出現すれ

ば、小さい扱いになる。

ところが、スポーツニュースは絶対的な側面

がある。例えば、プロ野球は１試合につき２段

分の分量と相場が決まっている。６試合だと１２

段。新聞１ページが１５段だから、５分の４ほど

のスペースがいわば既得権のように保証されて

いるのである。同じように、Jリーグは何段、

大相撲は何段というように暗黙の了解がある。

仮に試合がつまらなくてもこのスペースを大き

く変えることはほとんどない。大きなニュース

が入ってきたとしても小さくなることはない。

このように扱いを変えようもない記事で紙面

が埋まっているときに、マラソンで日本選手が

世界新記録をマークしたとか、陸上の男子１００

mで日本人が初めて９秒台をマークしたとい

った大ニュースが飛び込んできたらどうする
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か。記事のスペースを増やす、すなわち広告の

スペースを減らすしかないのである。

ということは、スポーツ面に掲載予定の広告

は、予定はあくまでも未定で、いつ吹っ飛ぶか

わからないということである。

広告を減らすだけではない。広告を急きょ増

やすこともある。それはプロ野球の雨天中止で

ある。

前述の通り、プロ野球は６試合で１２段分のス

ペースが確保されている。ところが全国的に雨

天で、プロ野球が全滅になった。新聞のほぼ１

ページ分穴があいたのである。この穴をどのよ

うに埋めるか。中止が早くに決まっていれば、

記者が手分けして何らかの企画記事を書くこと

も可能だが、夕方遅くにこういうことになると

対応できない。すなわち、記事段数を広告に返

し、適当な広告で埋めてもらうしかないのであ

る。

このように、スポーツ面は常にスペースが流

動的だった。

記事段数と広告段数を確定してしまい、もは

や動かさないなどということになったら、ス

ポーツ面はできないといっても過言ではない。

早期確定制度がスポーツ面にはなじまないと

いったのはそういう意味である。

ところが、これを可能にする２つの出来事が

起きた。ひとつは夕刊スポーツ面のスタートで

ある。突発的な出来事は、世界のヒノキ舞台で

活躍している日本選手にからんで起こるケース

が多く、夕刊スポーツ面で収容してしまえばよ

いのである。

もうひとつは、ドーム球場の相次ぐ建設であ

る。東京ドーム（１９８８年）を皮切りに福岡ドーム

（１９９３年）、大阪ドーム（１９９７年）、ナゴヤドーム

（１９９７年）、西武ドーム（１９９９年）、札幌ドーム

（２００１年）と続々建設された。これによって、全

国的に雨天でも、全試合中止ということはな

く、最悪でも半分ぐらいはゲームが行われてい

る。それなら１２段のスペースはなんとか埋まる

のである。

早期確定制度が始まってから１０年もたつとい

うのに、朝日新聞のクライアント向けの広告料

金一覧表には「スポーツ面は、面数、段数とも

変更の可能性があります」という但し書きがつ

いている。流動的な部分は今日でもあるようだ

が、とにかく、スポーツ面も早期確定制度に組

み込まれたのである。

人気の高いスポーツ面の面数、記事段数（広

告段数）が早くからわかっていて、何日にス

ポーツ面、何段広告と予約できる。このこと

が、スポーツ報道と新聞広告の新たな関係を作

ったのである。

第３節 新たなビジネスチャンス

１９９５年からスタートを切った面別接触率調査

と早期確定制度の実施により、スポーツ報道は

ドル箱になった。それに伴って、スポーツ報道

がらみの新機軸が次々と出てくる。

１９９６年からはスポーツ面対向の全面広告が登

場する。このスポーツ面対向面が「売り手市

場」であることは、すでに述べた。

スポーツがらみの元旦特集が定着したのは

１９９７年からである。８ページか１２ページが一般

的だが、全面広告がいくつもついている。さり

げなくビジネスをしているのである。

五輪や、W杯の特設面に変化が出たのも、

面別接触率調査と早期確定制度実施以後のこと

である。１９９８年の長野五輪で冬季五輪としては

初めて特設面を設けた。それも１日７ページと

いう大スペースである。記事のスペースが大き

いということは、広告のスペースも大きいこと

を意味する。その流れは、２０００年シドニー五

輪、２００２年ソルトレーク冬季五輪、２００４年アテ

ネ五輪、２００６年トリノ冬季五輪と続く。２００８年

の北京五輪は隣国開催だし、これまで以上の大

展開になるかもしれない。

W杯サッカーで大騒ぎが始まったのは１９９８

年のフランスW杯から。以後、２００２年日韓共
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催大会、２００６年ドイツ大会と特設面の大展開は

続く。

新聞社がビジネスをするのは、五輪や、サッ

カーW杯の開催期間だけではない。事前の特

集も大きな収入になる。２００２年のサッカー日韓

W杯では１００回も特集を組んだといわれてい

る。アテネ五輪でも５０回ぐらい前触れの特集を

組んだ。特集には、当然広告がついているので

ある。

要するに、人気の高いスポーツ面に広告がセ

ットされやすいシステムが確立されたといえる

だろう。

そのことが、スポーツ報道を拡大している。

スポーツ面を拡大すれば、広告面も広がる。そ

れはクライアントにとって好都合だし、新聞社

は広告費の増収にもつながる。９８年長野五輪

は、こうした制度確立の直後であり、長野五輪

での広告戦略の成功が、以後の五輪・W杯に

つながっているのである。

朝日新聞社は、２００２年の日韓W杯の際、巨

額の契約料を払って「オフィシャルニューペー

パー」になった。報道機関がビッグスポーツイ

ベントのスポンサーになるのはおかしいとの批

判もあったが、権利ビジネスに参入したのであ

る。ほかのオフィシャルスポンサーとうまく連

携を持ち、大量の広告出稿を獲得した。権利ビ

ジネスを最大限に活用したのは広告といわれ

る。

W杯の「オフィシャルニューペーパー」に

続いて、「Jリーグ１００年構想パートナー」と称

するスポンサーになっている。この経営的狙い

は「サッカーは朝日」というブランド力の構築

である。他紙に先駆け、スポーツ面とは別にサ

ッカー面という固有面を新聞史上初めて新設し

たのもそのあらわれだろう。当然、新聞離れの

若者にターゲットを絞っている。サッカーで新

聞を購読してもらおうというわけである。そし

て、各種のサッカー報道には、当然広告も付随

しているのである。

スポーツ報道と広告がこのように連動してく

ると、クライアントとしても当然スポーツ面に

ぴったりの広告を目指すだろう。

「掲載タイミング」も考慮されるかもしれな

い。コピーのインパクトが高く、ビジュアル的

にも美しい、そして記事と広告がタイムリーに

つながっている。こういう記事にリンクした広

告が読者の関心を引くのではないか。

スポーツ報道と広告は新たなビジネスチャン

スを生みつつあると思うのである。

終章 おわりに

第１節 これまでの議論のまとめ

これまで議論してきたことをまとめると、以

下のようになる。

第１に、新聞のスポーツ報道が年々拡大して

いる。朝日新聞を例にすると、スポーツ面は１０

年前の２倍、２０年前の３倍に膨れ上がってい

る。１９９５年から夕刊にスポーツ面が創設され、

１９９７年からがはスポーツの元旦特集が定番にな

った。１９９８年の長野五輪から冬季五輪でも特設

面が設けられるようになり、夏季も冬季も五輪

報道は大きく展開される。W杯サッカーも１９９８

年フランス大会から特設面が設けられている。

第２に、こうしたスポーツ報道の拡大は、一

義的にはここ１０年のスポーツ状況の変化が原因

である。Jリーグが発足し、サッカーブームが

巻き起こり、W杯への参加を契機に日本代表

の動向が大きな関心ごとになった。また、メジ

ャーリーグや欧州サッカーリーグに日本人選手

が挑戦するようになり、世界のヒノキ舞台での

活躍も注目されている。さらに、健康志向を背

景に老若男女だれもがスポーツに親しむ時代と

なり、スポーツへの関心がより増している。

第３に、新聞社サイドの拡大状況を眺めた場

合、新聞広告のあり方ががらりと変わった。１９９５

年から面別接触率調査が導入され、新聞各面が

どのくらい読まれているか詳細にわかるように
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なった。これにともない、面別広告料が設定さ

れた。また、早期確定制度もスタートし、広告

組み込みの掲載面、掲載日が早期に確定するよ

うになった。

第４に、この結果、面別接触率の高いスポー

ツ報道に人気が集まり、スポーツ面対向全面広

告という新たな広告が誕生するなど、スポーツ

報道と広告をリンクさせる動きが活発になっ

た。このことが、スポーツ報道拡大の大きな要

因になった。その背景には新聞広告の長期低落

傾向があり、広告収入の安定は新聞社の最重要

課題なのである。

ひとことでいうならば、昨今のスポーツ報道

の過熱気味の扱いは、「読者のニーズ」ととも

に、新聞社側の台所事情が絡んでいるというこ

とである。

そのことは明らかにできたと思う。

第２節 スポーツジャーナリズムの行方

新たなビジネスチャンスを作るべく、スポー

ツ報道と新聞広告が連動するのは、斬新な試み

と見ることもできる。しかし、問題なのは、経

営とスポーツがからまることによって「報道」

「ジャーナリズム」はどうなるかということで

ある。

ジャーナリズムとは何かは難しい議論であ

る。いくつかの側面があり、西欧と日本では歴

史的背景の違いからその概念が異なるが、ここ

では、活動の本質である「真実の究明」「批判

精神」といった規範の問題にとどめておきた

い。

すなわち、スポーツ報道と広告がリンクする

ことによって、「真実の究明」「批判精神」とい

ったジャーナリズムの本質的問題は大丈夫なの

かということである。

新聞経営は主として販売収入と広告収入で成

り立っている。外部からの圧力をはね返し、独

自の報道姿勢を貫くためには、経営基盤が確立

されていることが大切で、そのためにも広告収

入は大きな役割を果たしているといえる。した

がって、スポーツと広告が密着するのは、経営

の安定という視点から見れば時代状況に見合っ

た発想ともみれる。しかし、あまりに広告収入

に依存すると、経営は安定するが広告主からの

圧力により報道の自由が侵されないかという懸

念が生じる。

これについて、新聞は明確なスタンスがあ

る。新聞の広告主は、あくまで広告を出稿する

主体であって、記事のスポンサーではないとい

うことである。その点がテレビとは大きく異な

る。テレビの場合、広告主は番組を買い取って

制作費まで負担する存在であるのに対し、新聞

の場合は、単に広告を掲載するだけで記事とは

なんの関係もない。したがって、テレビではス

ポンサーの意向で番組の手直しや修正がしばし

ば発生するが、新聞では考えられないのであ

る。

一般の報道ではそのとおりである。しかし、

スポーツの場合、編集は編集、広告は広告とは

っきり分離できるだろうか。例えば、スポーツ

面対向全面広告は、どこを向いたシステムなの

か。読者なのか、広告主か。読者にとって、記

事は固まっていたほうが読みやすいだろう。単

なるスポーツ面の対向ではなく、サッカー記事

が載っている面の対向、プロ野球報道の対向と

いうように場所が指定され、記事内容と広告内

容がリンクしているような状況が生じた場合、

記事に制約が出てこないだろうか。

また、スポーツ特集にしても広告の意向が入

りやすい。例えば、五輪の特集の場合、クライ

アントは五輪の歴史とか五輪の問題点といった

難しい話を好まない。明るくて元気の出る話題

を歓迎する。その方が読者を引きつけ広告効果

を期待できるからである。どんな特集をつくる

かは編集サイドの判断になるが、意向がわかっ

ている以上、すり合わせの問題も生じてくる。

さまざまな配慮も必要になる。編集権の侵害な

どというおおげさなものではないかもしれない
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が、微妙な問題が潜んでいるのである。

さらに、スポーツ面の拡大、特集などの増加

により、人手不足からどうしても水増し原稿が

増える。手っ取り早く作るには娯楽記事が楽

だ。ジャーナリズムに対して筆がなまらないの

かという問題もある。

ジャーナリズムは、ひとつの事実を確認する

ために地をはうような努力が要求される世界で

ある。スポーツ報道のスペースがどんどん広が

ることは、一線記者の取材能力を低下させ、本

来ジャーナリズムに内蔵されている、社会状況

を鋭敏に察知するセンサー機能、もしくはアン

テナ機能を衰弱化させないか。

面別接触率は、テレビにおける視聴率のよう

なものと前述した。スポーツ報道は、テレビで

いうところの「キラーコンテンツ」である。こ

のキラーコンテンツを、広告・宣伝に活用しよ

うクライアントが集中する。当然のことなが

ら、クライアントにとっては、都合のいいキ

ラーコンテンツであってほしい。スポーツ報道

と新聞広告の密着は、新聞のテレビ化の始まり

といえないか。

テレビにとって、スポーツとは何か。Whannel

は、「報道」「ドラマ」「娯楽」の正三角形の真

ん中に位置するといった。すなわち、３つの要

素が等距離に存在するということである。

「Whannel の三角形」と呼ばれ、有名なテレビ

スポーツ論であるが、今日の日本のテレビ状況

を見ると、果たしてそうだろうか。報道が著し

く後退し、娯楽が全面的に押し出されているよ

うにも見える。

では、新聞にとって、スポーツとは何か。正

三角形の真ん中に位置するかどうかはともかく

として、やはり、「報道」「ドラマ」「娯楽」

だ。ドラマも娯楽も新聞にとっては重要な要素

である。

テレビと新聞が決定的に違うのは、「報道」

に対するウエイトの差だ。報道とは、すなわち

ジャーナリズムのことである。

スポーツは、かつては一部の人のものだっ

た。しかし、健康志向を背景に大衆化が進み、

競技技術ばかりか、組織、制度も高度化しつつ

ある。政治、経済、ビジネスとも密接に絡んで

いる。こうしたスポーツ化社会ともいえる状況

の中で、単にスポーツはおもしろおかしければ

いいといった娯楽として見るだけでなく、ジ

ャーナリズムの視点でとらえることがますます

重要になっている。それが、新聞の役割ともい

えよう。

スポーツと広告の新しい関係は、政治、経

済、社会、文化、科学など、ほかの面では起こ

らない問題を内包しているのである。
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・朝日新聞社内報「エーダッシュ２００２年８月

号」

・朝日新聞広告局「朝日の読者 DATA BOOK

２００５年版」

・朝日新聞社広告局編「新版新聞広告読本」朝

日新聞社、１９９６年

・日経広告研究所編「広告に携わる人の総合講

座」日本経済新聞社、２００５年

・日本経済新聞社広告局編「新聞広告で企業戦

略を読む」日本経済新聞社、２０００年

・岸志津江、田中洋、嶋村和恵「現代広告論」

有斐閣アルマ、２００３年

・笹川スポーツ財団「スポーツライフデータ

２００４」２００４年

・笹川スポーツ財団「青少年のスポーツライフ

データ２００６」２００６年
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・笹川スポーツ財団「スポーツ白書」２００６年

・杉山茂「テレビスポーツ５０年」角川インタラ

クティブメディア、２００３年

・早川善治郎「概説 マスコミュニケーション

第３版」学文社、１９９８年

・原寿雄「ジャーナリズムの思想」岩波新書、

１９９７年

・天野勝文ら編「現代マスコミ論のポイント第

２版」学文社、１９９９年

・左近允輝一『メディアスポーツの生産過程メ

カニズム分析』「筑波大学体育研究科修士論

文」２００４年

・左近允輝一『W杯サッカー放送権料高騰の

背景』「朝日総研レポート」朝日新聞社、１９９９

年１２月号
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