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最近、スポーツ施設や文化施設などの公共施設で、社名や商品名など

のプランド名に名称変更されるケースが1曽えてきた。いわゆる「ネーミ

ングライツ」と呼ばれる手法であり、新しい広告の概念だ。

厳しい財政状況の中、自治体にとつては、ネーミングライツ導入を施

設の維持 `運営費を賄うための新たな財源確保策の=環として検討する

狙いがある。

しかし、実際にはスポンサー企業を募集したものの、まつたく応募が

ないケースがあったり、長く慣れ親しんだ施設の名前が、急に企業名の

入つた新しい名前になってしまうことに戸惑いを覚える市民もいるな

ど、PoO題点もあるようだ。

ネーミングライツは、地1或 にどんな影響を与える可能性があるのだろ

うか。

今回は、公共施設へのネーミングライツ導入をめぐる動きにつしヽてみ

てみよう。

1_ネーミングライツとは

2.公共施設への導入状況

3.ネーミングライツのメリット

ネーミングライツとは、スポーツ施設や文化ホールなどの施設の名称

に、スポンサー企業の社名や商品ブランド名を付与する権利のことで、

「命名権」あるいは 噛 設命名権」とも呼ばれる。

1970年代にアメリカのプロスポーツ界で生まれた新しい広告概念

で、初期の事例としては、バッファロービルズの本拠地をリッチ・フー

ズ社が「リッチ・スタジアム」と命名したものなどが挙げられる。

1980年代以降、北米のプロスポーッ施設を中心に市場が拡大し、

現在では施設の建設・運営資金調達のための手法として定着している。

イチローの所属するシフトル・マリナーズの本拠地「セーフィコ・フィ

ールド」もネーミングライツを導入しており、地元の保険会社のセーフ

コ社が球場名を自社名とする代わりに、1999年から20年間で総額

48億円を球場倶」に支払う契約となつている。
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ネーミングライツ先進地・アメリカでは、施設への命名権だけではな

く、自社商品の納入権や特別席の利用権、チケット優先購入権など、さ

きざまな付帯的なメリットも含めて考えられている。

これらの権利は、ネーミングライツの一部としてそれぞれが販売対象

とされる場合もあり、複数の企業がスポンサー企業として名を連ねる場

合もある。

自治体職員の目からは、公共施設へのネーミングライツ導入というと、

「設置管理条例の改正はどうなつているんだろうか ?」 という点が気に

なることも多しヽらししヽ。

日本にでは、正式名称は変更せず、施設の「通称・愛称」を変更し、

対外白勺に「通称・愛称」を使用するというケースが多いようだ。

わが国の公共施設に初めてネーミングライツが取り入れられたのは、

2003年 から導入された「味の素スタジアム」である。サッカーの FC

東京と東京ヴェルディ1969の本拠地「東京スタジアムJは、東京都

の第三セクターが運営するものだが、味の素株式会社がネーミングライ

ツを獲得し、03年 3月 1日から「∧J NOMOTO STADI∪ M」 0□文

表記 :「味の素スタジアム」)に変更された。

このほか、「スカイマークスタジアム (2005年より:2003～2004
年 :YahoolBBスタジアム)」 (旧称 :グリーンスタジアム神戸)、「日産

スタジアム」(日称 :横浜国際総合競技場)、 「フクダ電子アリーナ」(1日

称 :千葉市蘇我球技場)、「京セラドーム大阪」(1曰称 :大阪ドーム)、「渋

谷 C C Lemonホ ール」(1日称 :渋谷公会堂、「 ∧LSOK(ア ルソック)

ホール」(1日称 :広島県立文化芸術ホール)など、各地でネーミングラ

イツの導入が進んでいる。

なお、公共施設へのネーミングライツ導入の主な事例を表 1に整理し

た。

最近では各地の自治体でネーミングライツの導入が活発化しており、

この秋も来春からの導入をめざして、スポンサー募集中の自治体がいく

つかある。

それらをみると、宮城県の「県民会館」や福岡市の「都久志会館」、
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愛媛県の「県総合運動公園陸上競技場」、鳥取市の「市営サッカー場バ

ードスタジアム」など、比較的規模の小さいコミュニティ施設がネーミ

ングライツを導入する事例が増えてきているようだ。

また、神戸市交通局では、2005年 度からバス停に社名や店舗名を

併記する形で新しいバス停名を命名する「バス停ネーミングライツ制度」

を試験的に導入している。

これはバス停の標柱や車内放送等で新しいバス停名を使用し、スポン

サーからスポンサー料を受け取る仕組みだ。利用者や周辺住民からは

「親しみがわくJ、 「バス停がわかりやすい」などの好評を得ているとい

う。

神戸市交通局では、2007年 2月 にもバス停ネーミングライツ第2

弾のスポンサー募集を行つており、その成果を全市的な展開にいかして

いくとしている。

道路のネーミングライツもある。神奈川県にある私道の有料道路「箱

根ターンパイク」が、2007年 2月に「TttYO TIRESタ ーンパイク」

として、国内初のネーミングライツを導入している。

公共道路ではまだ導入事lS」がないようだが、新潟県が道路管理課内に

「ネーミングライツ研究会」を立ち上げ、県民及び企業へのアンケート

を実施するなど、道路の通称名へのネーミングライツ導入の可否につい

て検討を行なつている。

表1 公共施設へのネーミングライツ導入の主な事例 **ED刷用**

(1)「官」にとつてのメリット

施設所有者側である自治体にとつては、やはり、施設の維持・運営費

を賄うための「新たな財源確保」が主な狙いであるようだ。

国内初の公共施設へのネーミングライツ導入事例である「味の素スタ

ジアム」の契約料は5年で12億円 (年平均2億 4千万円)であるが、

同施設のネーミングライツ導入前年の年FB5売上が約9億円であつたこと

を考えると、ネーミングライツによるスポンサー料は貴重な収入源であ

つただろう。
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また、「渋谷 C C Lemonホール」のように、新たな収入源を確保し、

文化芸術施策の拡充にあてようとする考え方もある。

財源確保以外のメリットとしては、「スポンサー企業との協働による

地域活性イヒヘの寄与」、「スポンサー企業による社会貢献事業実施の可

能性」、「スポンサー企業の社員の利用による施設稼働率アップの可能

性」などが考えられる。

(2)「民」にとつてのメリット

ネーミングライツのスポンサー企業にとっては、施設がもつ媒体価値

に着目したマーケティング方法であり、施設名称に自社名や商品名をつ

けることで、主に次のようなメリットがあると考えられている。

■施設来場者への告矢D、 PR
■企業・商品の認知度向上

■ブランドイメージの向上

■地1或住民の好感度向上

■最終顧客との接点の確保

■社員のモチベーション向上

ロスポーツや文化振興等の自治体施策に協力しているというイメージの

形成

■地域に貢献するという企業姿勢の明示 (CSR活動、メセナ活動)

だが、このようなメリットがある一方、「公の施設」である公共施設を、

特定企業の広報・宣伝ツールとすることへの抵抗感もあり、またいくつ

かの問題点・課題が指摘されている。

次回は、公共施設へのネーミングライツ導入の課題と、導入の際に重要

だと考えられる事項について考えてみたい。

一次回予告一

ネーミングライツが地域にもたらすもの
/AN共施設への導入の課題と可能性 ―その2-

1.公共施設へのネーミングライツ導入の問題点・課題

2.まとめ・考察 一公共施設にネーミングライツを導入する際に重要

なこと一
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公共施設へのネーミングライツ導入の問題点・課題

●短期間で施設名が変わってしまう可能性がある

アメリカのネーミングライツ導入事例では20年、30年という長期

契約力ヽまとんどだが、日本では契約期間が短かく、3年～5年としヽうと

ころが多い。

アメリカでは
″
企業がスポーツ・文化を支える

″
という意識が高いこと

がこの違いを生んでいるといわれている。

わずか数年で施設名が変わつてしまうというのは、市民にとっては『わ

かりにくい』、『親しみにくい』、『コロコロ名前が変わると不便』と

いう声もある。

●「公の施設」の広告媒体イじ・・・特に歴史ある施設の場合、市民感情

を害する可能性がある

自治体が建設した、つまり税金が投入された公共施設を、特定企業の

広告に不」用することを快しとしない見方もある。

特に、対象となる施設が古く歴史あるものである場合、市民は施設ま

たは施設名に強い愛着を持っている人が多く、市民感情は複雑のようだ。

●企業名ばかりが目立ってしまい、施設の場所や機能がわかりづらくな

る

従来は「○○芸術文化会館」、「○○市総合競技場Jのように、施設

のある場所や、どのような種類の施設なのかが間けばすぐにわかったが、

「企業名+ホール」、「企業名+ドーム」のようになると、わかりづらく

なるという指摘がある。

『いくら企業名を入れても、何をする施設なのかがはつきりわからな

かつたら利用しにくいし、広告効果も半減するのではないか』という声

も間かれる。

●他の企業の冠が付くイベントが実施しにくい

いうまでもなく、企業には同業他社 。その他ライバルメーカーが存在

する。

契約の内容によるが、ネーミングライツ導入施設では、他の企業の冠

が付く大会やイベントが実施しにくいという指摘がある。
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●契約企業が不祥事を起こすリスク

ネーミングライツ契約企業が不祥事を起こした際には、その施設イメ

ージヘの影響が懸念される。

県営宮城球場のネーミングライツを導入していた宮城県では、人材派

遣会社のフルキャストが労働派遣法違反で事業停止したことを受け、契

約を解消している。

●大都市圏以外の地域では、スポンサー企業を探すのが難しい

地方では、大都市圏に比較して人□及び施設利用者数が少ないため、

企業からみた場合、施設の広告媒体としての価値を疑PoD視する向きもあ

る。

ネーミングライツを公募したのに『 1件も応募がない』という自治体

もあり、大都市圏以外の地1或では、スポンサー企業を探すのに苦慮して

いるケースも目立つ。

まとめとして、公共施設にネーミングライツを導入する際に重要だと

考えられる事項を以下に整理した。

●広告媒体としての施設の価値を的確に把握すること

ネーミングライツを導入する際には、お金を出す側である企業の視点

に立って考えることが重要だ。

企業倶」の視点とは、「広告媒体として、その施設がどれほどの価値を

有しているか」ということである。

それは、非営利・公共性・平等性を意識して仕事をしている「宮」に

は最も認識しにくしヽ、あるいは「官」と「民」のすれ違いが発生する事

柄のようだ。

企業といってもさまざまであり参入の意図は異なるが、一般的には、

企業側はネーミングライツ購入に際し、「施設の立地条件」、「マーケ

ット人□」、「イベント内容とその注目度」、「メディアヘの露出度」、

「付帯メリット条件」等を重視しているところが多い。

このあたりの価値判断をPoO違えると、応募ゼロという状況になりかね

ない。あ<まで広告媒体としての施設価値を的確に把握することが重要

だ。
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●事前準備を念入りに・・・アンケート調査など

前項のように、公共施設へのネーミングライツ導入には否定的な意見

もあることから、導入前lc、 住民の意識調査を行うことが望ましい。

また、導入の可能性浸」定及び適正な条件設定を行うためには、文」象施

設の広告主となり得そうな企業に対する事前調査を行い、ニニズを確認

しておくことも重要である。

●選定基準・・・法令順守システムは整つているか

ネーミングライツは文J象施設及び地域のイメージにも大きな影響を与

える可能性があるので、契約企業の選定には十分な検討が必要だ。

最近は各種偽装事件など民間企業における不祥事が相次いでいること

から、管理規定や社員教育、監査制度など、企業における法令順守の取

り組み状況をチェックすることが重要だと考えられる。

●利用者にわかりやすいネーミングと安心感を

ネーミングライツ導入後も、公共施設の使命として、「イコの施設なの

か」、「どこにあるのか (地名)」 が利用者にわかりやすくなければな

らない。

公募する際に「地名を入れること」を条件にするなど、利用者の視点

に立った十分な配慮が求められる。

また、導入後は、行政自らが新しい施設名称を積極的に住民に告知し、

安心感を持ってもらうことが大切だ。

●できれば長期的な契約へ・・・地元密着企業とのノ1-トナーシップの

形成

日本ではネーミングライツの契約年数が短い事例が多いが、数年でコ

ロコロ名前が変わってしまうのは決して好ましいことではない。

長期的に安定した財源を得るという目的からも、本来は、地元に密着

しようと考えている企業と長期的なパートナーシップを育てていくこと

が望ましい。
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●地域の活性イじにつなげる仕組みづくり・・・企業が文イヒ・スポーッ振

興等に寄与

ネーミングライツは企業にとつて宣伝広告手段の 1つであることは事

実だが、「文化・スポーツ等を支える一手段である」という側面がある

ことは、企業倶」も認識しているようだ。

lp」 えば、不□歌山県有田市の市民球場のネーミングライツを購入した「ス

ーパー松源」 (本音3・ 不□歌山市)は、本件の他にも県立高校野球部OB
でつくるクラブチームを財政面で支援するなど、スポーッ振興に力を注

い¬【『いそζ5。

有田市市民球場の命名権料は年間60万円で、施設の改1,費などに使

われるといい、契約期間も10年間となつている。これは地元企業によ

る地1或貢献という意識に基づいたネーミングライツとして注目される事

例だ。

また、ネーミングライツ購入企業の社員に施設を利用してもらうこと

や、地元住民とイベントや交流事業を行うなど、ネーミングライツを地

域の活性化につなげる仕組みづくりにつなげていける可能性もある。

以上のように、公共施設へのネーミングライツの導入は、いくつかの

課題を有しながらも、厳しい財政状況にある自治体にとっては、新たな

財源確保策の一つとして検討に値する手法であるだろう。

また、契約企業とのパートナーシップを構築することで、地域の活性

化につなげる可能性も有している。

ただし、わが国においてネーミングライツが定着していくためには、

官民双方において、ネーミングライツを
″
単なる財源確保策

″
、
″
単なる宣

伝広告ツール
″
として考えるのではなく、「スポーツや文化を支える一つ

の手段である」という意識を持つこと、そして、そのような認識を社会

に浸透させていくことが重要ではないかと思う。

今後のより効果的な優良事例の登場を期待したい。
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住民の理解と合意が不可欠

ネーミングライツ導入時の留意点

施設運営者にとっては安定的な収入が得られる点で有効なネーミング

ライツだが、Po9題点や課題がないわけではない。最近の事例等を含めて

次のような留意点があげられる。

1 大都市圏以外では応募企業が少ない。大企業は地方圏の施設に応募し

ない

大都市圏の施設ほど利用者やビッグゲームが多く、企業は広告効果を

見込んで応募しやすい。

一方、地方の施設は広告効果が低いと評価されている。また体力のあ

る地元企業も限られる。

2企業や商品名が目立ち、施設の機能などが分かりにくくなる恐れがあ

る

「文化会館」や「野球場」としヽつた名称が削られることが多くなり、

どのような施設か分からなくなる恐れがある。

また「大阪ドーム」が「京セラドーム」に変わった際に大阪にあるこ

と く場所)が分からなくなると論議を呼んだ。 (現在は「京セラドーム

大阪」)

3短期間で施設名が変わる可能性があり混舌しを招く

アメリカでは 20～30年という長期契約が一般的だが、日本の場合に

は 3～5年の契約が多い。

施設名が頻繁に変わると利用者の混舌しを招き地元の施設として定着し

づらい。

4地元に根ざした施設ほど、企業名をつけることに住民の理解、合意が

得られに<い

広島市民球場がネーミングライツの導入を検討したが、「市民球場」

という名称に愛着を持つ市民が多く反対多数で断念した事例があった。

5契約した企業が社会的なFo5題を起こす場合がある (施設のイメ…ジダ

ウン)

県営宮城球場は、平成 17年に人材派遣業のフルキャストと3年契約

を結び、「フルキャストスタジアム宮城」と名前を変えたが、平成 19
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年に発覚した不祥事で契約を解除。新たに日本製紙と契約を結び「日本

製紙クリネックススタジアム宮城」とすることとなつたが、平成 20年

の古紙配含率Po3題で企業名をつけず「クリネックススタジアム宮城 (K

スタ宮城)」 とすることになつた。

このように契約した企業によつて施設のイメージが大きく揺れるケー

スがある。

以上のほか、冠のついたスタジアムでは同業他社や異業種企業の主

催・後援・協賛するイベントは敬遠されることが多いといつた問題点も

ある。
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