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1. 緒言 

金栗四三の「オリンピックで日本を強くするに

はマラソン選手を育成すること。一度にたくさん

の選手を作るには、駅伝競走が最適だ」1）という思

いから大正 9(1920)年に創設された東京箱根間往

復大学駅伝競走。通称、箱根駅伝。昭和 62(1987)

年第 67回大会から日本テレビによる中継が開始さ

れると、多くの視聴者を獲得し｢お正月の風物詩｣

とも呼ばれる一大イベントになっている。 

瀬戸（2013）は｢テレビという最新のメディアが

齋したバーチャルな伝統空間で共有されるスポー

ツ・身体文化である｢箱根駅伝｣は、国際スポーツと

は異なる価値体系を醸成し、独自の文化文脈に存

在するエスニック・スポーツともいえよう。｣2）と

指摘しており、大会創設者である金栗四三が唱え

た本来の目的である世界に通用するランナーを育

成するための大会から，箱根駅伝自体に出場する

ことを目指し、出場が目的となる大会になり、1 つ

の影響力を持ったメディアイベントになっている。 

そこで本研究では、箱根駅伝がメディアの進化

と共にどのような過程を経て今のようなメディア

イベントになっていったかを明らかにする。また

箱根駅伝がメディアイベント化したことによる意

義の変遷を明らかにしたいと思う。それによって、

箱根駅伝がメディアイベント化したことによって

もたらした事柄を考察したい。 

 

2. 研究方法 

2-1 資料について  

主に箱根駅伝を関東学生陸上競技連盟と共催す

る読売新聞社の読売新聞、箱根駅伝に関して開催

から 70 年間をまとめた『箱根駅伝 70 年史』、1987

年から始まった日本テレビによって始まったテレ

ビ中継を調査する。これに加えて、箱根駅伝ミュー

ジアムにて箱根駅伝の歴史に関する情報を収集し、

時代ごとに分類し、変化を明らかにしていく。 

また、情報伝達メディアについてどのような経

緯から変化していったのかを明らかにしていくと

共に箱根駅伝とメディアの関係性についてメディ

アイベント概念（メディアの大会運営への関与、マ

スメディアによる中継報道、メディアによる社会

的事件のドラマ化）3)に沿って調査する。 

2-2 メディアイベント概念について 

 「メディアイベント」という概念はメディア論で

提唱されたものである。本論では、吉見俊哉が『近

代日本のメディアイベント』の中で定義づけたメ

ディアイベント概念に基づく。吉見（1996）はメデ

ィアイベントを「メディアの大会運営への関与、マ

スメディアによる中継報道、メディアによる社会

的事件のドラマ化に分類されるイベント」4)と 3 つ

に分けて説明した。以下各項目を説明する。 

｢メディアの大会運営への関与｣とは、新聞社など

の企業としてのマスメディアによって企画され、

演出されていくイベントである。例を挙げると、大

阪毎日新聞社と大阪朝日新聞社が開催し、日本の

スポーツに多大の影響を及ぼした高校野球全国大

会である。 

｢マスメディアによる中継報道｣とは媒体として

のマスメディアによって大規模に中継され、報道

されるイベントのことである。例を挙げるとオリ

ンピックや、アメリカの大統領選挙などに見られ

るように、開催の主体が新聞社や放送局でなく、国

家や国際機関による場合でもメディアが役割を果

たす。 

｢メディアによる社会事件のドラマ化｣とはメデ

ィアによってイベント化された社会的事件である。

前二者が最初からあるシナリオをもとに報道する

のに対し、この場合はメディアの演出によって偶

発的な出来事がドラマ化されることである。例を

挙げると米国ケネディ大統領の暗殺が挙がる。偶

然起きた事件をメディアが作ったシナリオをもと

に報道することでメディアイベント化する。5) 

 

3. 結果と考察 

3-1 新聞放送とメディア 

 箱根駅伝開催を考えた金栗四三は報知新聞を発

行する報知新聞社に開催を持ちかけ、大会の趣旨

を説明した上で開催にこぎ着けた。6)以来、報知新

聞は箱根駅伝の様子を読売新聞と合併するまでの

昭和 17(1942)年まで報道する。それからは読売新

聞で箱根駅伝の様子が報道されている。つまり、箱

根駅伝は期せずして金栗の手によってメディアイ

ベント化への道に入っていたともいえるのである。 

第 1 回大会は、学生は午前中の授業を受けなけ

ればならないため、スタートは午後 1 時だった。し

かし、箱根駅伝が回数を重ね人気を得ていく中で、

共催する読売新聞社は他社が出さない夕刊を出す

ために、午後 1 時から 2 時までにはゴールできる

チームのみを出場させるため予選会の開催を決め

た。7）戦後初の大会である昭和 22(1947)年第 23 回

大会から現在に至るまで開催されている。これは

メディアイベント概念の｢メディアによる大会運

営への関与｣にあたりこの頃から箱根駅伝のメデ

ィアイベント化が起きているといえる。 

 

3-2 ラジオ放送とメディア 

 昭和 20(1945)年の終戦から 8 年後の昭和

28(1953)年第 29回大会から箱根駅伝のラジオ放送

がＮＨＫによって開始される。ラジオ放送が開催

された当初、コースである品川から小田原までの

ノイズがひどかったため、その区間は車内でテー

プに録音し、放送を午後 1 時からにして、先送りし

た音声で放送が開始され後半を生中継された。8)中

継は選手に伴走するラジオカーからされた。 

これはメディアイベント概念の｢マスメディア

による中継報道｣にあたり、ラジオが放送媒体とし

ての役割を果たし、中継されている。 

 



3-3 テレビ放送とメディア 

 昭和 58 年第 59 回大会、東京 12 チャンネル

（現テレビ東京）が 1 月 3 日のゴールシーンを中

継したことが箱根駅伝のテレビ放送の始まりだ。

その後、昭和 62 年第 63 回大会から日本テレビに

よって生中継が開始され、現在に至るまで毎年放

送されている。第 59 回大会から第 62 回大会ま

で、東京 12 チャンネルでは箱根駅伝を全編生中

継するには箱根山中から映像を放送する技術や経

費の面で困難が伴い実現しなかった。9） 

 一方で日本テレビは箱根山中に中継基地を作る

ことによって、放送技術の向上を図り、中継実績

を積み上げていった。箱根駅伝は生中継放送開始

当初から平均視聴率が 20％付近を記録するコンテ

ンツであったが、近年は 30％越えを記録し、沿道

にも多くの人が集まる人気コンテンツになってい

る。10） 

 テレビ放送が開始されてからさらに人気は年々

増加しており、各大学に密着し、選手の私生活や

取り巻く人間関係を報道する関連番組もあるほど

である。 これはメディアイベント概念の｢マス

メディアによる中継報道｣と｢メディアによる社会

事件のドラマ化｣にあたる。ラジオ放送で行われ

た音声による報道に加え、テレビ放送では映像に

よる中継が開始された。表１は日本テレビによっ

て放送された箱根駅伝の平均視聴率のグラフであ

る。毎年高い視聴率を記録しており、平成 5

（1993）年第 69 回大会以降は毎年 25％以上を記

録している。 

表１ 箱根駅伝の平均視聴率 

 
(ビデオリサーチより作成) 

また箱根駅伝は開催される 1月 2，3 日以外の

日に放送される箱根駅伝の関連番組が 10 番組近

くある。同時期（元旦）に開催される全日本実業

団対抗駅伝競走大会の関連番組がほとんどなく、

コマーシャルや SNS が主な宣伝方法であることを

考慮すると注目度の高さがうかがえる。 

またその番組内容に着目すると各校注目選手や

練習風景に関する報道に加えて、選手の趣味や私

生活の様子、さらには各校の監督の人柄について

も報道されているのは注目すべき点である。本来

駅伝競技に関係の無いプライベートの部分を一つ

のドラマのように報道することによって、視聴者

は親近感を感じたり、より大学や選手に対し感情

移入をすることが増える。これはメディアイベン

ト概念のメディアによる社会的事件のドラマ化に

当たる。 

このようにして、箱根駅伝は当日だけでなく関

連番組を多く放送することによって、より人々を

引きつけるメディアイベントへとなっていく。 

 

4 まとめ 

 本研究で箱根駅伝がメディアイベント化したこ

とによる意義の変化としてあげられるのは、見る

スポーツとしての価値を得ることができるように

なったという点である。本来、駅伝、マラソンな

どのロードスポーツは公道を使用するため観戦料

を取ることが難しい。しかしメディアを通じて、

報道することで利益を得ることができるようにな

った。 

 今日のスポーツにおけるメディアとの結びつき

は非常に大きなものとなっており、大会の規模が

大規模なものであればあるほど一つの大会を継続

して開催していくためには、利益を上げるという

ことが必要不可欠である。 

 一方で箱根駅伝のメディアイベント化は瀬戸

（2013）のいうエスニック・スポーツとしての価

値を高めた結果、世界で活躍するマラソン選手を

育てる当初の目的から離れていってしまった。つ

まり、金栗が考えるマラソン競技の通過点、強化

策としての箱根駅伝から競技の終着点としての箱

根駅伝になっている。 

箱根駅伝は金栗自身の手によって期せずしてメ

ディアイベント化の道に入っていったが、メディ

アの発達と共に大会の規模は年々大きなものとな

り、今日のような他の競技と比べても引けを取ら

ない人気を誇るコンテンツになった。 

ただし箱根駅伝が金栗の思惑から完全に逸脱し

たとは言い切れない。今日の箱根駅伝は日本の男

子中長距離選手の競技人口の増加をもたらしてい

る。マラソンを含め、国際大会で活躍する選手の

強化に貢献しているのであれば金栗の思いをいく

らか継承できているといえないだろうか。そうい

った側面から、箱根駅伝がメディアイベント化し

たことの意義は評価されるだろう。 
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