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デロイトは2019年の北米のeスポーツ市場が、広告、放送権、フランチャ
イズリーグの拡大によって35%伸長すると予測している。北米では2018
年に初めてeスポーツのフランチャイズリーグが発足したことが影響し、
市場が大幅に拡大している。
フランチャイズリーグチームへの立ち上げには2,000万ドルを要するとい
われている1。2019年にはさらにオーバーウォッチ、NBA2K、リーグ・オ
ブ・レジェンドなど人気タイトルのフランチャイズリーグが、プロスポーツ
のモデルにならって米国の主要都市に拡大すると考えられる。

世界のeスポーツ市場は、アジアリーグが成熟段階にあることと、中国の
規制対応の不確定要素を背景に、成長がやや鈍化すると見込まれる。一
般的な予測値として、世界のeスポーツ市場規模は放映権、広告、フラン
チャイズリーグの拡大によって2019年には10億ドルに達するとみられて
いる2。

eスポーツ市場拡大の傾向
若年層を中心に特に人気があるタイトルとして、Epic Gamesのフォート
ナイト バトルロイヤルが挙げられる。同タイトルの2018年8月の月間プ
レイヤー数は7,830万人3、同月第1週のTwitchでのプレイ視聴時間は総
計2,850万時間4と発表されており、プレイヤー基盤と視聴者数が最大規
模となっている。

eスポーツ市場拡大の先行事例としては韓国が挙げられる。2014年時
点ですでに、ソウルで開催されたリーグ・オブ・レジェンドの世界大会で
は4万人の観客がスタジアムを埋め尽くし5、何百万人もの人々がテレビ
でeスポーツリーグやプロチームの試合を定期的に観戦している状況で
あった。若年層を中心に人気が広がる中で、韓国のビッグブランドがeス
ポーツのレギュラースポンサーになっている6。韓国でのeスポーツの人気
は未だ衰えず、インターネットカフェはゲーマーであふれかえっている。中
国がこの動きに追随し、市場規模が拡大しているところだ7。

2017年の米国のビデオゲーム産業の売上は360億ドルと推定され、前
年に比べ18%増加している8。ビデオゲーム産業全体と比較するとeス
ポーツの市場は未だ小規模だが、今後大きく伸びる可能性がある。

eスポーツとテレビ放送の関係性
eスポーツの視聴者は若年層を中心に拡大しており、Twitchなどのeス
ポーツを配信するソーシャルプラットフォームでは、人気タイトルを中心
に視聴時間が増加している。一方、米国における18-34歳のテレビ放送
視聴者数（週1度以上テレビ放送を視聴した人数）は減少傾向にあり、週
間リーチは77%になっている9。特に18～34歳の層のメディア消費は、デ
バイス、プラットフォーム、コンテンツサービスを通して細分化されている
10。コンテンツはウェブやスマートフォンアプリ、ソーシャルネットワークを
通じて視聴されることが増えている11。
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eスポーツ市場の拡大は従来型のテレビ放送局にとっても魅力的なビジ
ネスチャンスとして捉えられており、実際に複数の放送局がeスポーツの
試合の放映権を購入して放送を始めている12。だがTwitchやYouTube 
Gamingなどのソーシャルストリーミングサービスを通じて何百万人もの
人がeスポーツを視聴しているため、従来型の放送局がeスポーツをその
まま放送する形では、視聴者を大幅に増やすことは難しいかもしれない。
とはいえ、例えば「eスポーツリーグと優勝への道のり」といった内容の番
組であれば、テレビと親和性が高いようにも思える。放送局は、ストリー
ミングサービスとは異なる放送の特性を生かした形で、eスポーツを番組
に取り入れることに目を向けた方がよいだろう。

従来型スポーツとの連携
従来型のプロスポーツのチーム、プレイヤー、エグゼクティブによるeス
ポーツ投資はすでに実施されている13。特に成長期にあるヨーロッパお
よび北米の市場では、既存のプロスポーツのフランチャイズがeスポーツ
の拡大に寄与するようになるだろう。従来のスポーツビジネスで培われ
た、メディア、商品化、チケット発券、大会・会場運営、選手の発掘・育成
等におけるステークホルダー間の強力なエコシステムは、eスポーツにお
いても不可欠なものである。今後、既存のスポーツビジネスと連携した
形でeスポーツのエコシステムが組織化されていくことが想定される。そ
の意味で、米国のナショナル・バスケットボール・アソシエーションが主催
するeスポーツリーグのNBA2Kフランチャイズリーグは、欧米における先
行事例になるだろう。2019年は、「スポーツ」そのものの定義や視聴者層
がeスポーツを含む範囲に拡大する動きが活発化するに違いない。

ソーシャルエンゲージメントとデジタルプラットフォーム
eスポーツは、没入型、双方向型の高度なソーシャルエンターテインメン
トを支えるデジタルサービスとプラットフォームのエコシステムの中に位
置している。トップのゲーム会社は、大規模なユーザー基盤を支えるプ

ラットフォームを提供するために、デジタルトランスフォーメーションに資
本を投下してきた。大規模な多人数参加型のビデオゲームは、通信サー
ビス、ポイントオブセール（POS）ソリューション、拡張可能な設計、ソー
シャルストリーミングのエコシステム、エンゲージメント最大化のための
ゲーム内容評価・修正機能を備えており、ソーシャルネットワークを仮想
世界へと発展させたと位置付けることもできる。
eスポーツとオンラインビデオゲームでは、ユーザーは能動的に情報に接
触している。eスポーツ視聴者は自身がプレイヤーであることも多く、
Twitchなどのストリーミングプラットフォームを使ってゲームコンテンツ
を自ら配信する人も多い。eスポーツのトップチームやプレイヤーが、自
分のアカウントからコンテンツを配信し、ファンと直接チャットをして交流
することも一般的である。プラットフォームがプレイヤー同士の出会いの
場となることもあり、ソーシャルなコミュニケーション空間として機能して
いる。このようなゲーム関連のプラットフォームは急速にユーザー数を拡
大しており、代表的なサービスのDiscordだけで、2017年の4,500万人
から2018年には1億4,500万人までユーザーが増加した14。

また、eスポーツコンテンツを配信するデジタルプラットフォームでは、
チャンネル別の視聴者数や接触動向を正確に把握できるため、ユーザー
のエンゲージメントを把握し、分析することができる。これはまた広告料
金の設定にも役立つ。eスポーツに関してはさらに、プレイデータの収集
と分析のニーズがますます高まっている15。このようなデータを活用した
施策もeスポーツの拡大にさらに貢献する可能性が高い。

上記の通りeスポーツのソーシャルエンゲージメントやデジタル活用の傾
向は従来型のメディア接触行動とは異なるものである。放送局がeス
ポーツを生かした事業展開を考える際には、こういった要素を学び取り
入れながら、多様なポートフォリオを構築することを検討すべきだ。
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BOTTOM LINE
 • eスポーツ市場が急成長する中、従来型の放送局は、テレビやプロスポーツにあまり関心のない若いデジタルネイティブ層にアクセスする機会とし
てeスポーツを活用できるだろう。eスポーツ番組の放送が、広告収入の増加につながる可能性もある。

 • 放送局は、メディアミックスの手法をゲームにも活用することで、ゲームプラットフォームとより密接な関係を築くことができるかもしれない。人気の
あるeスポーツタイトルをメディアミックス的に展開することで、放送局とゲーム業界の双方にメリットがあるマーケティングの相乗効果を創出するこ
とができるのではないか。

 • メディアエンターテインメントは参加型のソーシャルエクスペリエンスになりつつあり、「消費する」ものが少なくなる一方で、「（消費者自らが）実践
する」ものが増えている。今こそ従来型メディア企業もeスポーツを一つの契機として、この変化の波に乗る時が訪れているようだ。
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