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はじめに eスポーツは、目立たないながらも、世界で
最も急成長を遂げているスポーツの1つです。
従来はハードコアなファン層が中心でしたが、
それがここ数年で、多様な国や世代で構成
される数千万人のオーディエンス⸺それと
ほぼ同じ数の参加者⸺に置き換わりつつ
あります。

メディア・エンターテインメント業界のあら
ゆる分野の企業が続々と参入し、ますます
増え続ける、テクノロジーに詳しく裕福な
eスポーツファン⸺世界的なパンデミックの
ような逆境の中でも、極めてアクセスしやすく、
高いレジリエンス（適応力）を持つオーディ
エンス⸺を獲得しようとしています。

eスポーツ市場の成長の初期段階では、PC
ハードウェアとソフトウェア、周辺機器、ゲー
ミング機器などeスポーツに密接に関連した
セクター内の企業やブランド⸺エンデミック
な企業やブランド⸺が業界を占有していま
した。

しかし、eスポーツの機会はエンデミックな
企業に限定されたものではありません。この

レポートでは、どうしてeスポーツが⸺「非
エンデミック」な企業やブランドにとっても⸺ 
従来のスポーツ業界やゲーム業界の次の進化
形態であるのか、その理由について考察し
ます。つまり、eスポーツを新しい市場と見る
のではなく、自社の主力事業の隣接セクター
と捉えるべきなのです。

メディア企業や、従来型のスポーツブランド
企業、通信企業は、正しい戦略と知見を
もって、どのようにeスポーツの機会を活用
することができるのか、また、概略的な視点
から、規制当局の役割と先見的なアプローチ
が、成長初期特有の困難への対処にいかに
役立つかについて考えます。

Alfonso Marone 
Partner 
UK Head of Deal Advisory & Strategy 
Technology, Media & Telecoms 
KPMG英国
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 “盛り上がる 
市場

eスポーツは、オーディエンスの規模、セク
ターによる収益額ともに急激に拡大してい
ます。

eスポーツ業界は急激な成長を遂げており、
すでにかなりの市場規模に達しています。
League of Legends、Dota 2、Counter 
Strike: Global Offensive、Call of Duty、
Fortnite、Overwatchなど世界的に人気の高い
eスポーツゲームに加えて、FIFA、NBA2Kなど 
のスポーツ関連ゲームに牽引され、2023年の 
世界のeスポーツ収益は、2018年の7億7,600万
米ドルのほぼ2倍の16億米ドルに達すると予想
されます1。

eスポーツのオーディエンスは、2023年
には世界で6億4,600万人に達する見込み
です。

（百万米ドル）

出典：Newzoo 2020 Global eSports Market Report, July 2020 Update 

1  Newzoo 2020 Global eSports Market Report, July 2020 Update 

eスポーツ収益の成長予測
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eスポーツのトップトーナメントのオーディエ
ンスは、米国の主要スポーツトーナメントに
匹敵します。2019年のLeague of Legends
ワールド・チャンピオンシップ・ファイナルは、
約1億人のユニーク視聴者数を集めました2。
これに対し、同年のスーパーボウル（NFL優勝
決定戦）の視聴者数は9,800万人でした。

実際、eスポーツの視聴者数は2019年の時点
において世界で4億4,300万人と、アメリカン 
フットボールとラグビーを合わせた数字を
上回っており、なおも急速に拡大しています。
eスポーツのオーディエンスは、2023年には
世界で6億4,600万人に達すると見込まれ、
このオーディエンス数の増加は、特に、イン
ターネットアクセスとITインフラの向上が進む
東南アジア、中南米、中東・アフリカの新興
市場の成長に牽引されています。

ゴルフ

アメリカンフットボール・ラグビー

eスポーツ

野球

卓球

バレーボール

テニス

アイスホッケー

バスケットボール

クリケット

サッカー

出典：GreenManGaming 2019 Esport Report

2  https://www.cnbc.com/2019/04/14/league-of-legends-gets-more-viewers-than-super-bowlwhats-coming-next.html

スポーツの種目別視聴者数の比較 
（単位：十億人／ 2019年）
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 “eスポーツで拡大しているのはオーディエンス
の規模だけではありません。賞金総額も増加
しています。

最大級のeスポーツトーナメントの賞金は、
確立された従来型のスポーツトーナメントの
優勝賞金に匹敵する額になっています。たと
えば、2019年のDota 2トーナメント、ザ・
インターナショナルのトップ5プレイヤーは、
それぞれ310万米ドルを獲得しています。他方、
全米オープンテニスのシングルス優勝者はそれ
ぞれ390万米ドル、ウィンブルドンのシングルス
優勝者は300万米ドル、インディ500の優勝
者は260万米ドルの賞金を獲得しています。

eスポーツの人気は過去10年以上に
わたり急激な盛り上がりを見せています
が、2020年は新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）によるパンデミックが
従来型スポーツに影響を与えたことから、
その成長の勢いが増しています。

6,000万米ドル
フェデックスカップ（ゴルフ）

1,250万米ドル
全米オープンゴルフ

5,720万米ドル
全米オープンテニス

4,940万米ドル
ウィンブルドンテニス

1,310万米ドル
インディ500（モータースポーツ）

3,430万米ドル
Dota2 ザ・インターナショナル2019

1,530万米ドル
Fortniteワールドカップ・ファイナルズ ― ソロ

1,510万米ドル
Fortniteワールドカップ・ファイナルズ ― デュオ

伝統的なトーナメントと比較した 
eスポーツの賞金総額（2019年）
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 League of Legends  Fortnite  CS:GO  Dota 2  Apex Legends

レジリエンスは相対的に高く、リスクは相対
的に低い

eスポーツ業界は、従来型スポーツよりも外部
の影響に対するレジリエンスが高く、した
がって、ステークホルダーが被るリスクは相対
的に低くなっています。

eスポーツの人気は過去10年以上にわたり
急激な盛り上がりを見せていますが、2020年
はCOVID-19によるパンデミックが従来型
スポーツに影響を与えたことから、成長の勢い

が増しています。eスポーツは、そのバーチャル
の特性により、パンデミックの影響から逃れ
られたばかりか、従来型ライブスポーツイベ
ントが減少したのを機に、新たな参加者と
視聴者を惹きつけることができました。多くの
従来型スポーツが生き残りを模索している間
に、オンラインスポーツコンテンツの消費は
史上最高に達しています。経済の先行きが
不透明な中で、こうした状況がスポンサー
企業にとってのeスポーツの魅力度を一層高め
ているのです。

主要eスポーツの視聴者数に対するCOVID-19の影響 
（総視聴時間／単位：百万時間／ 2020年上半期）
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出典：Newzoo

当然ながら、従来型のスポーツリーグやクラブ
は、スポーツファンとのオンラインエンゲージ
メントによる収益増やブランド強化の可能性
にいち早く目を付けています。多くのリーグや
クラブは、スポンサー企業と共同で、舞台裏
やライフスタイルコンテンツなど独自の対話型
コンテンツをソーシャルメディアで公開する
取組みをすでに行っています。

2004年には、サッカーの世界運営組織である
FIFAが、FIFAインタラクティブワールドカップ
を立ち上げました。これは2018年にFIFA e
ワールドカップと改名され、例年200万人以上
がエントリーし、さらに全世界で数百万人の
視聴者を惹きつけています。同様に、北米で
はメジャーリーグサッカー（MLS）が2018年に
eMLSを発足させてMLSの通常のコンペティ

ションと並行運営をしているほか、英国のe
プレミアリーグは2020年にライブストリーミ
ングとソーシャルプラットフォームで合計1億
5,000万人の視聴者を集めました。

2017年に開始されたフォーミュラ1（F1） e
スポーツシリーズは、世界123ヵ国で視聴され、
ソーシャルメディアで2,000万回以上のインプ
レッションが発生しています。2020年はパン
デミックの中でこれが一段階進化し、中止や
延期となったレースに代わるバーチャルグラン
プリシリーズが始まりました。初戦の「バー
チャルバーレーングランプリ」は、320万人
以上のオンライン視聴者を集めたほか、英国
のSky Sportsなどのテレビでも放映され、
約120万人の視聴者を誘引しました3。

3  https://www.sportspromedia.com/news/f1-virtual-bahrain-grand-prix-online-viewers-streaming-esports-julian-tan © 2021 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the 
Japan Companies Act and a member firm of the KPMG global organization 
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必ずしも
新しい業界
ではない

eスポーツのバリューチェーンは従来のスポーツ
業界のバリューチェーンを反映しているため、
シナジー効果を活かしやすくなっています。

eスポーツ業界が成熟するにつれ、主要な 
バリューチェーンは従来型スポーツのバリュー
チェーンに似た形を取るようになり、非エンデ
ミックな企業やブランドにとって機会を活かし
やすく、なじみ深い状況が生まれています。

―  独立運営かゲームパブリッシャー運営の
eスポーツリーグが、独自のトーナメントを
主催する

―  従来型スポーツチームと同様に、チーム
やプレイヤーの代表がトーナメントに出場
する

―  放送局や会場運営企業が、会場ライブ、
従来型メディアチャネル、オンラインスト
リーミングプラットフォーム（例：Twitch、
YouTube）などの各種メディアチャネルを
使用してトーナメントの興行を行う

―  オーディエンスは、プラットフォームや
シーズンチケットの申込み、好きなチーム
への寄付、グッズ購入を通じてeスポーツ
コンテンツにかかわる

eスポーツと従来型スポーツのエコシステムの
重要な違い⸺そして、非エンデミックな
ブランドにとって大きな魅力の1つ⸺は、e
スポーツプレイヤーとオーディエンスの間に
高い双方向性があることです。

ストリーミングプラットフォームに組み込ま
れたソーシャル要素によって、ファンは好きな
チーム、プロのプレイヤー、他のファンと関係
を持つ機会が得られます。この相互関係に
より、eスポーツは従来型スポーツよりもはる
かにファンとの距離が近いものとなっています。

このように、オーディエンスのエンゲージメント
水準はeスポーツの方が常に高く、それゆえ、
企業やブランドにとって、eスポーツはスポン
サーシップや広告という手段を通じてファン
にリーチするための、またとない機会になって
いるのです。
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賞金

賭金

グッズ・サービス売上

外部企業 プラットフォーム 消費者コンテンツ
クリエイター

会場運営企業

放送局

ベッティング
企業

広告

広告

チケット販売

スポンサーシップ

給与

賞金

ライセンス料

エントリー料

eスポーツ
プレイヤー

eスポーツ
チーム

リーグ運営企業

寄付

商品販売

eスポーツコンテンツ（例：リーグスキン）

サブスクリプション

ブ
ラ
ン
ド
パ
ー
ト
ナ
ー
と
広
告
主

オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
フ
ァ
ン

スポンサーシップ

スポンサーシップ

ゲーム内広告 ゲーム
パブリッシャー

メディア権利料

インフラ提供者

規制当局と労働組合

eスポーツのバリューチェーンはかなり細分化されていますが、従来型スポーツのバリューチェーンと多くの共通点があります。
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4  https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/062515/how-nfl-makes-money.asp#:~:text=Although%2C%20
due%20to%20its%20private,and%20%2413.3%20billion%20in%202016.

5  https://www.statista.com/topics/1595/soccer/#:~:text=Today%2C%20soccer%20is%20watched%20and,of%2028.9%20
billion%20U.S.%20dollars.

機会を開く
-1-

ほとんどの非エンデミックな企業やブランド
にとって、eスポーツは既存の収益を強化し
つつ潜在的な新しい収入源を探る機会です。

現在、eスポーツから純粋に生み出される 
新しい収益はそれほど大きなものではありま 
せん。2020年のeスポーツ業界の評価額は 
10億米ドル弱でした。これに対し、Bloomberg
の推定によると、NFLは2018年に約150億
米ドルの収益を上げ4、プロサッカー市場は
ヨーロッパだけで2018/2019年に350億米
ドルの価値があったと推定されています5。

ほとんどの非エンデミックな企業やブランド
にとって、eスポーツは既存の収益源を守り、
考え方や嗜好が変化しつつあるコアオーディ
エンスとの関係づくりを続けることに加えて、
新しい収入源を開拓する機会でもあります。
eスポーツのオーディエンスは、従来型スポーツ
とは異なるマーケティングや消費体験に影響
を受けやすい傾向にあります。このため、非
エンデミックな企業やブランドはスポーツ中心
のビジネスモデルを修正し、新しいeスポーツ
時代に合わせて自社のマーケティング戦略を
調整する必要があります。

メディア企業
メディア企業にとってeスポーツとは、コア
オーディエンスを守るとともに、変化するオー
ディエンスの期待に応え続けるための手段と
考えるべきです。

eスポーツでは、放送局やイベント主催者を
含むメディア企業は、従来型スポーツのように
特定のイベントや期間が限られたシーズンに
縛られることはありません。確かに、フラッグ
シップイベントやトーナメントが中心であること
には変わりなく、ほとんどのeスポーツには
決まったシーズンやリーグがありますが、人々
が1年を通して自宅から参加し、継続的なエン
ゲージメントが期待できるeスポーツイベント
には、莫大な機会もあるのです。

放送局にとって、eスポーツのもう1つの魅力
は、リアルなスポーツイベントをたびたび中止
に追い込む、世界的なパンデミックやセキュリ
ティアラートが発出されるような事態、そして
当然ながら悪天候にも強いことです。リアル
なイベントが中止された場合、放映権の保有
者は多額の収益機会を失うことになります。
一方、今回のパンデミックで鮮明になった
ように、eスポーツが同程度の影響を受ける
リスクは比較的わずかです。
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従来型スポーツはパンデミックの犠牲に

2 0 2 0年10月、スペインの放送局
Mediaproは、パンデミックによって
損害を受けたことを理由に7億8,000万 
ユーロのテレビ放映権契約について再
交渉を求めていると報道されている中、
フランスのリーグ・アンに対する1億
7,200万ユーロの支払いを留保しました6。

ESPNを所有するDisneyと、Turnerを
所有するWarnerMediaは、2024～25
シーズンまでのNBA放映権に240億米
ドルを支払いました7。2020年はポスト
シーズンのプレーオフが延期（後に、
まったく異なるフォーマットで開催）
されたことにより、両社は広告収入の
大幅減に見舞われたと見られます。

より多くのスポーツファンが、社会全体の幅広
いトレンドを反映する形でリアルなイベントから
デジタルエンゲージメントに移行していく中で、
eスポーツは、メディア企業がコアオーディ
エンスを拡大させながら、共に成長・発展を
遂げていくための極めて有効な手段です。
若い世代が中心のeスポーツでは、オーディ
エンスが若いうちから関係を築き始めること
で、顧客生涯価値を最大化することができ
ます。また、オンラインコミュニケーションの
性質上、特定のイベントに縛られることなく、
定期的かつ一貫性のあるエンゲージメントが
可能になります。

スケールは小さくなるものの、収益を創出する
機会はほかにもあります。とりわけイベント
主催者は、既存資産の利用を強化することで
利益を得ることができます。eスポーツでは、
ゲーマーとファンの両方がイマーシブ（没入型）
な体験を求めるようになり、大規模会場への
需要はますます拡大すると予想されます。中古
物件の利用や他者と提携して確保した市街地
の施設を、従来型スポーツにとっての「スポー
ツバー」のように、ライトなゲーマー層をター
ゲットとする施設として活用することも可能
です。

消費者ブランド
eスポーツによって消費者ブランドは、より
若く裕福なオーディエンスとの間で、より
深く、データに基づいた関係を築くことが
可能となります。

消費者ブランドにとっても同様の利点があり
ます。高級品であれ高級車であれ、オーディ
エンスとより効果的に関係づくりを行える機会
は、同じように強力です。

eスポーツのスポンサー収入は、2020年には
世界収益全体の60%を占める約5億8,400万
米ドルに達すると予想され、2023年まで年
平均成長率17%程度で成長すると見られます。

ここ数年、非エンデミックの主要企業が、この
市場でより活動的になっています。2019～
20年には、eスポーツのスポンサー契約の 
およそ63%が、日用品、自動車メーカー、
通信企業など、テクノロジー系ではない非エン
デミックな企業によるものでした。エンデ
ミックな企業による契約はわずか20%にとど
まっています。

eスポーツへの参入を加速する自動車
メーカー

自動車購入を考える若い世代のファースト 
チョイスになりたいと望む自動車メー
カーは、いち早くeスポーツの可能性に
気づいています。

ホンダは2014年にはすでにeスポーツと
ビデオゲームのスポンサーシップ戦略を
開始し、以降、業界での存在感を高め
ています。

2020年に、ホンダはRiot Gamesの
League of Legendsチャンピオンシップ
シリーズ（LCS）サマースプリットトーナ
メントの自動車メーカーの独占パートナー
となったほか、強豪プロeスポーツチーム 
の1つ、Team Liquidの自動車メーカー
唯一の独占スポンサーでもあります。
また、ホンダはLCS放映時（Twitch、
YouTube、Trovoで配信）のアリーナ内
デジタルバナーの最初の広告主となり、
リーグのMVP賞のスポンサーにもなり
ました。

自動車メーカーでは、BMWもeスポーツ 
でブランド認知を高めています。2020年
春に、BMWは5つのトップeスポーツ 
チーム、Cloud9、Fnatic、FunPlus 
P h o e n i x、G 2  e S p o r t s、T 1  
Entertainment & Sportsとのグロー
バルパートナーシップ契約を発表しま
した。契約には、チームカラーに彩色
されたイベント会場往復用車両、ソー
シャルメディアへの大きな関与、チーム
ユニフォームへのBMWロゴの掲示、
共同コンテンツ制作などが含まれてい
ます。

高級品であれ高級車であれ、オーディ
エンスとより効果的に関係づくりを行える
機会は、同じように強力です。

6  https://www.ft.com/content/6494e014-3ae1-4352-a7dd-0e0e5b816729

7  https://www.ft.com/content/f5f5e870-6541-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
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eスポーツセクターでは、プロスポーツに比べ
てオーディエンスが若い傾向にあります。北米
では、eスポーツファンの65%がミレニアル
世代（18～34歳）です。eスポーツファンの
平均年齢は28歳と、サッカーファンの平均
年齢である39歳よりも10歳以上、野球視聴
者の平均年齢57歳よりも約20歳若いことに
なります8 9。ジェンダー構成にも興味深い
特徴があり、eスポーツのファン層は男性が
多いものの、2019年の時点で視聴者の31%
は女性でした。

また、eスポーツのオーディエンス層は若者
が多いだけでなく、比較的裕福で購買力が
高いことも特徴です。2019年には、米国の
eスポーツファンのうち30%が年収10万米ドル
以上でした10。

こうした好ましい人口統計と比較的高い購買
力の組み合わせが、ブランドオーナーにとって
eスポーツをますます魅力的なセクターにして
います。つまり、ステークホルダーとの（そし 
て、ステークホルダー同士の）関係づくりの
ための新しいモデルとチャネルを用いて、従来
型スポーツのセクターをデジタルで拡張できる
ということです。

eスポーツと高級ファッションの出会い

2020年にルイ・ヴィトン（LV）がLeague 
of LegendsのパブリッシャーであるRiot 
Gamesとコラボレートし、初めてグロー
バルeスポーツパブリッシャーと高級
ファッションハウスのコラボレーション
が生まれました。LV×LOLコラボレー
ションでは、LVの店舗で高級小売コレク
ションを70～ 5,600米ドルで販売する
ほか、League of Legendsのキャラク
ター用限定ゲーム内プレミアムスキンを
10米ドルで販売します。この二面からの
アプローチは、ブランドの認知度とエン
ゲージメントを高めるだけでなく、収益
増加にもつながります。

8  https://www.prnewswire.com/news-releases/game-on-what-marketers-should-know-about-esports-fans-300284390.html

9  https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2017/06/05/Research-and-Ratings/Viewership-trends.aspx

10  New Media Measure: A Quarterly Survey of 9,000 US Consumers since 2014
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 2018 2019 2020 2023

時々視聴 222 245 272 351

頻繁に視聴 173 198 223 295

頻繁／時々 44% 45% 45% 46%

 “

特定のタイプのオーディエンスにリーチしたい
消費者ブランドは、より少数の人しか見ない
リアルの広告看板や線路脇の広告にメッセージ
を掲示するより、eスポーツのプラットフォーム
を使う方が効果的です。

また、ブランドはeスポーツの動的なデジタル
要素を活用して、オーディエンスの行動と態度
に関する貴重なデータや知見を収集すること
ができます。これを広告予算やキャンペーン
に反映させることにより、メッセージが常に
更新され、ターゲットオーディエンスに効果的
にリーチすることが可能となります。

通信企業とインフラ提供者
エッジコンピューティングと5Gは、通信企業
とインフラ提供者に、eスポーツで新しい収入
源を模索する機会を開きます。

eスポーツ業界は、それを支えるデジタル通信
インフラがなければ存在し得ません。その
積極的な拡大⸺頻繁に視聴する人は2018
～2023年に70%増加する見込み⸺と底堅
い需要を支えるため、通信容量を増やし続け
る必要があります。

通信企業は、これまでNetflixやSpotifyなど
の機敏なテクノロジー企業に比べて、自社の
インフラ資産を収益の創出にうまく活かすこと
ができずにいたものの、eスポーツ人口の増加
により、特にエッジコンピューティング技術
や5Gの到来とともに、この状況を転換させる
大きな機会を得る可能性があります。

専用ハードウェアへの依存度が高い従来の
ネットワークインフラとは異なり、5Gとエッジ
コンピューティングでは、高価な専用機器を
設置せずとも、仮想化されたソフトウェア
ベースのインフラ上でネットワーク機能を実行
できるようになります。

共通の物理インフラを使用しながらも、5Gと
仮想化が「ネットワークスライス（仮想的分割）」
の作成を可能にします。各スライスは完全な
ネットワーク機能を有し、特定のユースケース、
目的、あるいは個々の顧客にさえ対応する
よう指定することもできます。これにより通信
企業は顧客との関係を深め、より豊かな体験
を生み出し、ユーザー1人当たりの平均収益
を最大化することが可能になります。

イベントレベルでは、eスポーツ会場に設置
された5Gのスモールセルにより、サービス
プロバイダーはイベントの期間にわたって専用
ネットワークスライスの提供が可能になること
から、既存資産を活かして最小限の新規投資
で新しい収入源を確保する道が開かれます。

また、通信インフラプロバイダーは、「ダーク
ファイバー」と呼ばれる既存の余剰通信容量
を利用して需要増に対応し、追加収益を生む
ことができます。それには特定のイベントに
連携するか、またはゲームデベロッパーやスタ
ジオとのパートナーシップを通じて、帯域幅の
一定量を特定のイベントまたは主催者に割り
当てます。

世界のダークファイバー市場は、2019年には
約48億9,000万米ドルの規模となり、2020～
2027年は12%以上の年平均成長率で拡大 
すると予想されています。ほかにも、携帯
端末の帯域幅需要が増え続けていることや、
ケーブル事業者にHD画質への転換が義務づけ
られるなどの要因が、今後10年間のダーク
ファイバー市場の拡大に寄与すると予想され
ます。

世界のeスポーツオーディエンスの伸び 
（単位：百万人／％／ 2018～2023年）

出典：Newzoo 2020 Global eSports Market Report, 
July 2020 Update

Excel EsportsがBTをリードパートナー
に指定

British Telecommunications（BT）
は、2020年1月に、初めてeスポーツ
業界への本格的な投資となる、Excel 
Esportsチームとの複数年のスポンサー
契約を発表しました。

BTは、チームのトレーニングを支援する
ため、本部向けに接続環境とインフラを
提供します。このパートナーシップでは、 
チームのプレイヤーが着用するユニ
フォームにBTのロゴも配置されます。 
また、ExcelのUK League of Legends 
Championship（UKLC）チームはBT 
Excelに改称されます。

BTは、チームのトレーニングを支援する
ため、本部向けに接続環境とインフラを
提供します。このパートナーシップでは、 
チームのプレイヤーが着用するユニ
フォームにBTのロゴも配置されます。
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規制当局
eスポーツの拡大によって生じる新たなリスク
と課題に対応するため、急速に新しい規制
アプローチと法的枠組みが必要になってい
ます。

従来のスポーツ業界とは異なり、eスポーツ
への参加やかかわりには量的にも地理的にも
ほぼ事実上制限がありません。中国の10代の
ゲーマーからヨーロッパの一流プロスポーツ
チームまで、誰でも同じプラットフォームに
アクセスできます。さらに、ギャンブルやプレ 
イヤー個人に対するスポンサーシップなど、
検討すべき付随的な活動が多数あります。世界
全体のeスポーツに対する賭金は、2016年の
55億米ドルから2020年には130億米ドルに
増加しています11。

ほとんどの市場には、すでにギャンブルと
スポーツに関する厳しい法的枠組みがあり
ますが、これらの枠組みは、グローバルな
eスポーツ業界の複雑さやニュアンスを踏ま
えずに、一般にライブスポーツを想定して策定
されています。

eスポーツは英国では正式に認められた
スポーツではなく、eスポーツ固有の法的
枠組みはありませんが、同国は2016年
に英国賭博協会の管轄のもと、いち早く
eスポーツを賭博規制の対象としました。

11  https://gamblingcompliance.com/premium-content/insights_analysis/esports-betting-growth-tied-television-exposure© 2021 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the 
Japan Companies Act and a member firm of the KPMG global organization 
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リスクに対する規制

eスポーツに対する監督が十分に行われ 
ないリスクが現実的に顕在化しています。 
2016年にStarcraft 2の韓国人プロプレ 
イヤー2名が八百長の罪に問われました。
グローバルStarcraftリーグチャンピオン
のLee Seung Hyunが、意図的に2試合
に負けて6万2,000米ドル（7,000万ウォン）
を受け取った罪で起訴されました。もう
1人のプレイヤーは、八百長で負けて2万
6,000米ドル（3,000万ウォン）を受け
取った罪で起訴されました。韓国当局は、
この事件に関連してさらに8人を訴追しま
した。

2019年、Fortniteの人気プレイヤーの
1人であるTfueは、代理人や弁護士を
使わずに自身でサインした契約を巡って
チームを訴えました。この契約は、時に 
は収入の80%の放棄を求める内容に
なっていたほか、手当も雇用保護の対象
とはならない請負業者の扱いにされて
おり、2021年まで月2,000米ドルの報酬
しか支払われていませんでした。

同じく2019年、中国チームのDragon 
Gateと1人のプレイヤーが八百長と賭博
の罪でLeague of Legends Masters 
Seriesから永久追放され、ほかに3人の
プレイヤーが1年から2年の資格停止処分
を受けました。

スポーツとギャンブルに使われている既存の
枠組みを適用することで、eスポーツの透明性
を促進できます。

eスポーツは英国では正式に認められた
スポーツではなく、eスポーツ固有の法的枠
組みはありませんが、同国は2016年に英国
賭博協会の管轄のもと、いち早くeスポーツを
賭博規制の対象としました。現在のeスポーツ
固有の賭博ルールでは、八百長、ハッキング、
不正ソフトウェアの使用などが規制の対象と
なっています。

eスポーツエコシステムは、適用される既存
および新たな形態の規制を認識する必要も
あります。

たとえば、米国と英国の競争規制当局は、
パブリッシャーと流通プラットフォーム（Apple
とGoogleを含む）との関係を検討してきま
した。eスポーツチーム、パブリッシャー、
イベント主催者、ストリーミングプラット
フォーム、および個々のプレイヤー間の関係は
ますます複雑になっており、特に垂直統合型
の成長戦略の場合には、潜在的な独占禁止法
への影響を慎重に検討する必要があります。

これとは別に、消費者規制も、特に広告と
オンラインインフルエンサー戦略に関してe
スポーツを考慮し始めています。

また、政府は「オンライン上の損害」という
概念に取り組み続けています。これは、パブ
リッシャー、プラットフォーム、および掲示板
を含むオンラインコミュニティ全体に関連する
ものと思われます。

市場の拡大に伴い、知的財産権保護、評判
管理、複雑化などの問題について懸念する
潜在的な商業パートナーから、規制の改善に
対する圧力が高まっていくでしょう。

この急速に変化する、急成長中の業界の長期
的な持続可能性と信頼性を確保するとともに、
すべてのステークホルダーにとって機会を最適
化するうえで、eスポーツのガバナンス強化は
不可欠なのです。

2019年、Fortniteの人気プレイヤーの
1人であるTfueは、代理人や弁護士を
使わずに自身でサインした契約を巡って
チームを訴えました。
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おわりに eスポーツは、まだ初期段階にありますが、
世界のエンターテインメント・レジャーセク
ターの数十億米ドルを占める規模にまで発展
するための必要な要素をすべて備えています。

eスポーツビジネスの成否は、確立された収益
源を守りながら、まったく新しいプロフィット 
プールを切り開くことができるか否かにか
かっています。そのため、① 適切な投資仮説
を明示し、② 「成功」とはどのようなものかを
示し、③ eスポーツの取組みから期待される
リターンの時期と形式に関する実際的な目標
を設定することに関して、慎重に検討する
必要があります。

スポンサーシップは、従来から、非エン
デミックな企業やブランドが特定のイベ 
ント、チーム、プレイヤーとのパートナー
シップを通じてeスポーツ業界に参入する
ための「安全な」手段となっています。
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eスポーツの価値創造ロードマップを確かな
ものにするには、以下のことが求められる
ようになるでしょう。

1.  投資仮説を明確にする。eスポーツの
機会が全体的な事業目標や戦略的目標
とどのように関係するかを正確に定義
します。自社が追求する目標は、オー
ディエンスとの関係づくりとその維持、
資産と知的財産権の再配置、ブランド
拡張、新しい収入源の開拓、あるいは
他にあるのか。目標により、参加モデル、
スキル構成、投資支出、収益プロ
フィールが異なります。

2.  できるだけ早くターゲットオーディ
エンスを明確にする。自社にとって最も
利益になるのはアクティブなゲーマー
集団か、たまに視聴する人か、それとも
その両方なのか。 eスポーツシーンの
どのエンドオーディエンスをターゲット
にするかを早期に決定すれば、資源の
節約につながり、それ以降のビジネス
戦略・戦術の形成に大いに役立ちます。
また、eスポーツの観客と従来型
スポーツのオーディエンスの違いにも
留意する必要があります。たとえば、
既存の従来型スポーツ向けサービスを
eスポーツ向けに転換する場合、人口
統計、ライフスタイル、通信チャネル、
購買特性、ファンのつながり、デジタル
スキルの違いをはじめ、さまざまな特徴
について検討する必要があります。

3.  自社の資産や能力がどのようにe
スポーツと関連するかを十分に理解
する。自社が何を提供し、どのような
貢献ができるかを正確に見積もること
が重要です。 直接的に関係する知的 
財産権、メディア配信チャネル、消費者
インサイト、マーケティング能力、不動
産、イベントマネジメントあるいはロジ
スティクスのノウハウなど、eスポーツの
バリューチェーンにおいて自社が重要な
位置を占めるためには、想像よりもはる
かに多くの要素が必要となります。

4.  適切なパートナーシップのエコシステム
を構築する。スポンサーシップは、従来
から、非エンデミックな企業やブランド
が特定のイベント、チーム、プレイヤー
とのパートナーシップを通じてeスポーツ
業界に参入するための「安全な」手段と
なっています。しかし、新規参入者に
よる本当の貢献を求めるオーディエンス
にとって、その魅力は薄れつつあります。
eスポーツに参加する企業にとって肝心
なことは、幅広いパートナーシップの 
一環として独自の資産を創造すること
です。それによって、「顧客に対するUSP
（独自の強み）」、「それをどのように自社
ブランドに関連づけるのか」、「ターゲット 
オーディエンスとの戦略的タッチポイ
ント」に関して、より確実にコントロール 
できるようになるからです。チームや
リーグはわかりやすい参加手段かも
しれませんが、自社所有ゲームの知的
財産権は、知的財産権のない従来型
スポーツでは不可能なゲーム内スポン
サーシップという形で、ユーザーとの
関係をつくる確かな手段を提供します。

5.  商業的な枠組みの中で選択肢を確保
する。上記のように、eスポーツでは 
パートナーシップが重要ですが、業界
は急速に進化しています。このため、
業界の成長に伴い、インセンティブと
柔軟性の確保の間の適切なバランスを
考慮しながら、新しい収益源、商業的
パートナーシップ、テクノロジー対応の
経営モデルを追求していく必要があり
ます。

6.  適応力のある組織体制を確立する。
組織内での適切な配置は、最初に定義
した戦略的目標と商業的目標によって
決まりますが、それは時間とともに進化 
する可能性があります。当面はスポン
サーシップによるブランド開発だけを

求めるのなら、最初はCMO（最高
マーケティング責任者）部門が担当する
のが適切かもしれません。しかし、
まったく新しい商品カテゴリーや独立
したプロフィットセンターを確立する
ことが目標である場合は、長期的に
成功するために必要なスキルや能力の
すべてをCMO部門が備えていると考え
るべきではないでしょう。

7.  高度なデータアナリティクスの力を借り
て適切なKPIを定義し定量化する。何を
追求すべきかが明確になれば、そのe
スポーツ戦略にどのような重要業績評価
指標（KPI）が適しているかも明らかに
なります。隠れた商業的シナジー効果
を正しく定量化し、業績スコアカードに 
組み込むことが重要です。なぜなら、
それは投資計画を実現性のあるもの 
へと近づけることができるからです。
データアナリティクスによって自社の
主力商品に対する顧客エンゲージメント
の変化を定量化すると、予想外の価値
の源泉が浮き彫りになり、それがeス
ポーツの投資計画を後押しすることに
なるかもしれません。

9ページの図に示したように、eスポーツの
バリューチェーンは極めて複雑であり、
参加者がうまく対応できるようになるまで
には学習曲線をたどらなければなりません。
新しいデジタルビジネスモデルにはよくある
ことですが、最初に取り組んだ企業こそが、
新しい市場セグメントが完全に開花する
まで傍観していた企業より利益を得られる
立場にあります。従来の放送局や巨大
メディア企業を差し置いてNetflixが成功
したことが、まさにこの現実を示してい
ます。
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