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1. 緒言 

現在世界中で、マイナースポーツからメジャー

なスポーツまで数多くのプロスポーツが存在し

ている。プロのスポーツ選手はスポーツを職業と

して収入を得て生計を立てている。プロのスポー

ツ界で活躍している人達にとって、年収はその選

手の価値を示す 1つの目安になる、調べてみると

トップクラスのプロボクシングの選手が破格の

収入を得ていることがわかった。 

ボクシングは、オリンピック競技にはなってプロ

ボクサーはいるものの、野球やサッカーに比べる

とかなりマイナーなスポーツである。それにも関

わらず野球やサッカーのトップクラスの選手よ

りもはるかに多い年収を得ている。それだけ多く

の年収を得ているのであるならばもっとメジャ

ーなスポーツになってもおかしくないのでは

ないか。 

本研究は、わが国におけるプロボクシング

の歴史をたどり、現状を分析すると同時に、

プロ野球やプロサッカーの歴史、経済等との

比較を通して、日本のプロボクシング界のプ

ロモーションにおける課題を明らかにするこ

とを目的としている。今後どのようにすれば

プロボクシングがプロ野球やプロサッカーに

並ぶメジャーなスポーツになれるか考えてい

きたい。 

 

2. 研究の枠組み 

2-1 プロスポーツ 

 プロスポーツとは、スポーツをすることを

職業とし、それにより報酬を得ているプロ選

手やその指導者などで構成されたスポーツ組

織のことであり、プロである選手らはスポー

ツをすることで報酬を得る。アマチュアのよ

うにスポーツ自体を楽しむことというよりは

むしろ、スポーツを見せることによって生活

の糧を得ることを目的としている。つまりプ

ロスポーツとはスポーツによって収入を得、

それを生業とすることである。報酬を決める

基準となる評価対象は競技成績や、その選手

の人気を支えるファンの存在などがある。 

2-2 プロスポーツの経済基盤 

・入場料収入・・・観客が試合を観るため

に買う観戦チケットによる収入（席の場所や曜日

によって料金が異なる）。年によって、観客数の

数は増減する。その観客数の増減がプロスポーツ

クラブの経営に直結していると言っても過言で

はない。 

・放映権収入・・・放映権とは主にテレビ局で

のテレビ放送において、他社から借り受けたり、

配給されたニュース素材、放送番組、スポーツイ

ベント等を独占的に放映できる権利である。各ス

ポーツクラブとも、全収入におけるこの放映権は

大きな割合を占めており、今や、テレビ中継で生

じる巨額の放映権料なしではプロスポーツ競技

が成り立たないと言われている。 

・グッズ販売による収入・・・観客が買うグッ

ズによる収入。代表的なものとしては選手のレプ

リカユニフォームが挙げられる。 

・スクールの収入・・・主に子供たちに向けた

スクールでの収入であるが、子供たちだけでなく

地域住民誰もが参加することができるものまで

ある。   

・スポンサー収入・・・クラブ運営など資金を

出してくれるスポンサーから得る収入。スポーツ

メーカーの会社は人気のある球団や知名度の高

い選手と契約を結ぶ。 

2-3 わが国におけるメジャーなプロスポーツの

経済基盤 （表 1） 

 

（表 1） 

 
 

Jリーグ、プロ野球共に似たような仕組みとな

っており、特に放映権料による収入の割合が多く、

これによる収入が各クラブを支えていると言っ

ても過言ではないが、Jリーグでは放映権を一括

して保持しており、プロ野球では各球団が保持し

ているという違いがあり、これによって、プロ野

球の場合人気が偏りがちになる。 

 Jリーグ(博報堂

のマネージメン

ト) 

プロ野球(新聞

社のマネージメ

ント) 

 

 

 経 

 済 

 

 

スポンサー料、テレビ

の放映料、入場料収

入、グッズなどの物品

販売による事業収入、

後援会からの収入。 

放映権は Jリーグが

一括して保持。 

 

スポンサー料、テレ

ビ放映料、事業収入、

後援会からの収入

（ファンクラブの会

費）で成り立ってい

るが、Jリーグと異

なり、放映権は各球

団が保持。 

 

 

 

 

 

 

 

 給 

 料 

基本給、出場給、特

別給の 3種類からなっ

ており、基本給は出場

試合数や成績に関係

なく支給される。出場

給は出場試合数に応

じて支払われる。特別

給は勝利試合数、最終

順位、個人タイトルの

獲得に応じて支給さ

れる。他にも人気のあ

る選手はコマーシャ

ルによる出演料が収

入として入ってくる

のである。 

基本給の他に出来

高という制度があ

り、球団が選手に対

してノルマを課して

そのノルマをクリア

すれば貰える報酬で

ある。年俸が決まる

基準であるが、チー

ムへの貢献度が評価

される。その他にも

Jリーグと同様に人

気のある選手に関し

てはコマーシャルに

よる出演料が収入と

して入ってくるので

ある。 



 

 

3.考察 

3-1 ファイトマネーの仕組み 

入場料、広告料、放映権料などの収入から公式

戦認定料、会場使用料及び諸経費を差し引いたも

のより、主催するプロモーターが取り分を決める。 

ファイトマネーの下限は最低 6 万円と決めら

れており、C 級選手はごく一部の例外を除いてそ

の 6 万円で固定されている。しかし、ファイトマ

ネーは全額選手がそのまま受け取れる訳ではな

く、日本ではファイトマネーの 33 パーセントを

上限とするマネージメント料を所属するジム、す

なわち選手本人が所属するジムに支払い、試合報

酬全額の 3パーセントを健康管理基金として JBC

に支払うなどの決まりがある。 

3-2 チャンピオン 

ボクシングは1人あたり年間4試合程しか行わ

れず、世界タイトルマッチ以外はほとんど放送さ

れず、世界タイトルマッチでさえ、亀田 3 兄弟の

ように知名度のある選手しかゴールデンタイム

で放送されないというのが現状である。その他の

試合は深夜の時間帯に放送されている。試合会場

を見ても世界タイトルマッチにも関わらず、チケ

ットが売れ残り、空席が目立っているのである。

現在日本には現役の世界チャンピオンが 10 人い

るが、知名度は少ないであろう。これだけの数の

世界チャンピオンがいるのにも関わらず、日本で

ボクシングがあまり人気がない原因としては明

らかに力量差があるマッチメイク、選手自身のリ

スクを冒さない無難な戦い方、不当判定の頻発な

どが考えられる。また、世界チャンピオンが同じ

階級に 4 人もいることが原因のひとつとして考

えられる。約 50 年程前は 1 つの階級に世界チャ

ンピオンが 1 人しかおらず、視聴率６３、７％と

いう驚異的な数字を記録したこともあった。 

3-3組織の乱立 

表 2はわが国におけるプロボクシング組織の

発展を歴史的に見たものである。 

自らのジムや組織のみを考える不統一、秩序の

乱れが見てとれる。 

(表 2) 

1931年 全日本プロフェッショナル拳闘会 

1932年 脱退、分裂 

1937年 全日本拳闘連盟 解散 

1940年 東京拳闘連合会 

1944年 大日本拳闘協会 解散 

1948年 日本拳闘協会 分裂 

1949年 全日本ボクシング協会 

1952年 解散 

1972年 日本ボクシング協会 分裂 

1997年 収束 

2000年 日本プロボクシング協会 

 

 

4.結論 

・1 階級に世界チャンピオンは 1 人であるべき

だが、現在は、4 つの団体のそれぞれの階級に 4

人の世界チャンピオンがいることになり、チャン

ピオンの価値が低下して、ファンが魅力を感じな

くなってきている。また、各団体によって試合に

関するルールが異なっているため、ルールの調整

が課題となっている。<団体の乱立による魅力の

低下→組織的統一＞ 

 ・プロ野球や J リーグと 1 番異なるところとし

て、放映権料があり、ボクシングは世界戦でさえ

ゴールデンタイムで放送されない、または全く放

送されないという場合もある。＜放映権料の問題。

＞ 

・また、選手によって、放送するテレビ局が異

なるため、どちらのテレビ局が放送するかとい問

題が生じ、ファンが望むような試合を簡単に組め

ないため、ボクシングから離れていくファンがい

る。＜選手と TV 局との個別の関係性の改善・統

合＞ 

・プロモーター、マネージャー、トレーナーと

いった各分野が完全に独立しておらず、ジムの会

長がプロモーターを兼任することが多く、1 つの

分野に対してそれぞれのプロフェッショナルが

存在しない。＜マネージメントの各分野における

専門化＞ 

・破格のファイトマネーを稼いでる選手のほとん

どが主戦場をラスベガスとしているが、アメリカ

では日本で導入されていない PPV 収入（ペイパ

ービュー収入）による収入が大きな割合を占めて

おり、この収入が破格のファイトマネーを支えて

いる。＜PPV システムの導入＞ 

・プロスポーツは多くの観客に観てもらい、楽し

んでもらうことが 1 番だと考えるので、日本のプ

ロボクシング界にスター（人気と人間性の両方を

兼ね備えたプロ選手）と呼ばれる選手が誕生する

ことが、喫緊の課題である。＜スター選手の育成

による観客の増大＞ 

総じて、＜プロボクシング界の合理的なマネー

ジメント＞が最大の課題である。 
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