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要旨 

本研究は、地元密着型スポーツ雑誌がインターネットテレビと連携することによって、

その関係が雑誌のスポーツ・ジャーナリズムに何らかの影響を与えているのではないだ

ろうかという問題意識のもと、本発表では、地元密着型スポーツ雑誌とインターネット

テレビとの間で構築された連携関係を明らかにするため、作り手へのインタビュー調査

を行い、その調査結果から得られた知見を手がかりにして、地元密着型スポーツ雑誌の

地域社会における役割を考察することを目的とする。そこで『いばらきスポーツニュー

ス MOVE』（以下、雑誌『MOVE』とする）に注目した。 

 雑誌『MOVE』は、その報道を通じて、地域スポーツの魅力再発見や地域スポーツの発

展、競技環境の改善を目指している。雑誌『MOVE』とインターネットテレビが連携した

報道は、地域のアマチュアスポーツやマイナースポーツがこれらを知らなかった人たち

に知られる一つのきっかけになり、このようなスポーツ報道の蓄積は、地域スポーツの

魅力再発見や地域スポーツの発展、競技環境の改善に貢献すると推察できる。 
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1. 背景と研究目的 
 

「出版不況」という言葉がささやかれるようになってからずいぶん経つ。雑誌の発行部

数の減少による休刊や廃刊、老舗出版社の倒産など出版業界は苦境に立たされている。と

ころが、このような業界事情に逆行するかのように、近年、全国各地で地元密着型スポー

ツ雑誌の創刊が相次いでいる。この雑誌の特徴は、地元出身者・地元在住者のスポーツを

専門に報じていることである。【図表 1】 

 

【図表１】2014年‐2015年に創刊した地元密着型スポーツ雑誌一覧（2015年 9月 30日現在） 

創刊年月 タイトル 都道府県 

2014 年 1 月1 いばらきスポーツニュースMOVE 茨城県 

2014 年 6 月 山梨スピリッツ 山梨県 

2014 年 6 月 Standard 愛知 愛知県 

2014 年 7 月 Standard 宮城 宮城県 

2014 年 7 月 BQ ベースボール九州 福岡県 

2014 年 8 月 D-sports SHIZUOKA 静岡県 

2014 年 10 月 Standard 神奈川 神奈川県 

2015 年 2 月 MIYAGI ONE DREAM 宮城県 

2015 年 2 月 Hyogo Nine 兵庫県 

2015 年 4 月 yellsports 青森 青森県 

2015 年 4 月 yellsports 千葉 千葉県 

2015 年 8 月 yellsports 奈良 奈良県 

2015 年 8 月 yellsports 福岡 福岡県 

 

地元密着型スポーツ雑誌の出版元、発行間隔、発行形態などは多様であるが、これらの

多くに共通する特徴は、スポーツが地域活性化と関連づけられていることである。たとえ

ば、季刊誌『Gsports』（2007 年創刊）「スポーツで群馬を元気に!」や隔月誌『Standard』（2010

年創刊）「岩手をひとつにするのは、スポーツだ」などがある。 

これまでにもスポーツ雑誌に関する研究は、数多くされてきたが、研究対象を地元密着

型スポーツ雑誌に限定すれば、その歴史がごく浅いため、地元密着型スポーツ雑誌に関す

る先行研究は、その数においても、成果においても十分とは言い難い状況であるといえる。 

従来、地域のスポーツ情報は、新聞・県域ラジオ/テレビ局の自社制作番組・CATV のコ

ミュニティチャンネル等で報道されてきた。しかし 2000年‐2010年に、ブロードバンド時

代が到来し、インターネット上で高速・大容量の情報送受信が可能になり、これまで一方

                                                   
1 リニューアル創刊。 
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的な情報の受け手であった大衆が自らの興味・関心に応じてスポーツ情報を得ることがで

きるようになった。2010 年代からは、SNS の広がりをもとに、これまでスポーツコンテン

ツ提供の中心的存在だった大手マスメディアの地位が脅かされるようになった2。こうして

近年では、インターネット上のスポーツ情報も無視できない存在になった。本研究が取り

上げた「いばキラ TV」『MOVE ONLINE』もその一つの事例であると考える。 

ところで、茨城県には県域の民放テレビ局がない。茨城県のように地上波テレビが東京

キー局の番組を受信している茨城県を除く 6 都県3には、いずれも自社で制作したローカル

番組を放送する独立局が開局している。また全国的に見ても茨城県は、県域の民放テレビ

局がない日本唯一の都道府県である。そのため、茨城県民は、地域情報をテレビで見る機

会が少ないと推察できる。 

そのようなメディア環境のもと、茨城県が運営するインターネットテレビ「いばキラTV」

が 2012 年 10 月に開局した。「いばキラ TV」は、さまざまな地域情報をパソコン・スマー

トフォン・タブレットなどに無料配信している。そのコンテンツには、ニュース番組や地

元の食材・観光地の紹介番組、スポーツ番組など情報番組からバラエティー番組まで幅広

くある。 

地元密着型スポーツ雑誌について、筆者が行う一連の研究では、スポーツを取り巻く情

報環境が発展して私たちとスポーツの関係が変化する過程で、新聞・ラジオ・テレビ・イ

ンターネット等のスポーツ報道に生じた変化が、地元密着型スポーツ雑誌の創刊や編集方

針に与える影響を検討してきた4。本発表は、数多くあるスポーツ情報を報道するインター

ネット上のサービスのうち、インターネットテレビに注目した。なおインターネットテレ

ビのスポーツ報道については、今後の研究課題とする。 

本研究は、地元密着型スポーツ雑誌がインターネットテレビと連携することによって、

そのことが雑誌のスポーツ・ジャーナリズムに何らかの影響を与えているのではないだろ

うかという問題意識のもと、地元密着型スポーツ雑誌とインターネットテレビとの間に構

築された連携関係を明らかにして、インターネットテレビと連携した地元密着型スポーツ

雑誌の地域社会における役割を考察することを目的とする。そこで、数ある地元密着型ス

ポーツ雑誌のなかから、スポーツ雑誌とインターネットテレビのメディアミックスが行わ

れている『いばらきスポーツニュース MOVE』（2012 年 3 月フリーペーパーとして創刊し、

同年 10 月発行の第 6 号から有料誌化。2014 年 1 月リニューアル創刊）に注目した。『いば

らきスポーツニュース MOVE』（以下、雑誌『MOVE』とする）には、「いばキラ TV」が配

信するスポーツ番組のひとつである『MOVE ONLINE』と連動するページがある。『MOVE 

                                                   
2 金山勉「スポーツとインターネット」中村・髙橋・寒川・友添（編）『21世紀スポーツ大

辞典』（2014年、大修館書店）、pp.768－771。 
3 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県。 

4 松実明『地元密着型スポーツ雑誌の創刊要因に関する一考察‐『山梨スピリッツ』を例に

して‐』日本マスコミュニケーション学会発表（平成 27年 10月 31日・文教大学）。 
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ONLINE』に初めて動画が配信されたのは 2014 年 4 月 25 日であり、これまでに 104 本の

動画コンテンツが配信されている（2015 年 10 月 10 日現在）。 

なお本研究は、雑誌『MOVE』に関する事例研究であるから、地元密着型スポーツ雑誌と

インターネットテレビの関係や、インターネットテレビが地元密着型スポーツ雑誌に与え

る影響を一般化するには十分とは言えないと考えている。 

 

2 メディアとスポーツの関係 
2.1. 地域スポーツの現状 

 

 茨城県は、プロスポーツとアマチュアスポーツを問わず、スポーツの盛んな土地柄をも

つ。まず代表的なプロスポーツには、サッカーJ リーグの鹿島アントラーズと水戸ホーリー

ホックがある。両チームは、県内に本拠地を置くとともに地域に密着したクラブ運営を行

っている。次に代表的なアマチュアスポーツの一つには高校野球がある。過去、春の甲子

園大会（2001年）と夏の甲子園大会（2003年）で優勝した常総学院が筆頭に、毎年の高校

野球大会では、約 100校の野球部が熱戦を繰り広げる。サッカーJリーグや高校野球は、競

技人口も多くメジャーなスポーツと考えられるが、この他にもさまざまなマイナースポー

ツが県内で楽しまれている。 

まずプロスポーツには、NBL 所属プロバスケットボールチーム「つくばロボッツ」や J

リーグ参入を目指す「つくば FC」、バレーボールプレミアリーグ昇格を目指す「つくばユナ

イテッド SunGAIA」がある。次にアマチュアスポーツは、多種多様でそれぞれの競技が固

有の魅力を有しているけれども、たとえばドッジボールやオセロがある。茨城県では、小

学生のドッジボールが盛んで、特に水戸市を中心に、いくつものドッジボールチームが活

動しており、大小問わず数多くのドッジボール大会が開催されている。またオセロは、水

戸市が発祥で、世界中で楽しまれている。 

 

2.2. スポーツ報道の現状 

 

茨城県の主なメディアには、NHK 水戸放送局、地方新聞社『茨城新聞』『常陽新聞』、茨

城放送がある。これらは、いずれも地域のスポーツ情報を扱うスポーツ報道を行っている。

このほかに「いばキラ TV」やケーブルテレビ（JWAY、ACCSTV）の自主制作番組にも地

域のスポーツ情報を扱ったものがある。 

茨城県には、民放の県域テレビ局がなく、テレビが伝える地域のスポーツ情報は、NHK

水戸放送局が制作する総合テレビ「いばっチャオ！」（毎週月曜日～金曜日・午前 11時 40

分～正午）内のコーナーで毎月最終水曜日放送の「月刊いばスポ」と、同じく総合テレビ

「茨城ニュース いば 6」（毎週月曜日～金曜日・午後 6時 10分～午後 7時）内のコーナー

で毎週火曜日放送の「いばスポ」がある。両コーナーは、大相撲の大関・稀勢の里やオリ
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ンピック（アテネ・北京・ロンドン）に出場したトライアスロンの田山寛豪選手など地元

出身者のスポーツニュースも扱うが、県内に本拠地を置いている鹿島アントラーズと水戸

ホーリーホックの情報に力を入れているという特徴がある。 

つぎに地方紙『茨城新聞』『常陽新聞』のスポーツ報道は、地方紙として地域のスポーツ

情報を数多く扱っている。特に『茨城新聞』は、県内各地に支局等を開設しているため、

その取材力は強みになっている。その報道は、マイナースポーツに関する情報も扱ってい

るが、鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホックや高校野球など人気スポーツに重点を置く

傾向がある。 

このほかに全国紙には地方版が毎日掲載され、またスポーツ新聞のうち『日刊スポーツ』

『スポーツニッポン』は、県内で大きなスポーツニュースがあった場合には 1面を地方版

に差し替える。これらの地方版は、地域のスポーツ情報を報道するが、その情報量は多い

とは言えず、特にマイナースポーツに関する情報が乏しい。 

茨城放送には「football いばらき」（毎週月曜日午後 7時～午後 7時 30分）がある。この

番組は、鹿島アントラーズと水戸ホーリーホックの動向を伝えることを目的としている。 

このように、地域のスポーツ情報を扱ったスポーツ報道は、鹿島アントラーズと水戸ホ

ーリーホックといったプロスポーツに重点を置く。たしかに一部のメディアは、高校野球

などの学生スポーツやその他のスポーツに関する情報も扱っているが、茨城県は、プロ/ア

マやメジャー/マイナーを問わず、さまざまなスポーツ競技が盛んな土地柄でありながら、

スポーツ報道の対象となるスポーツ競技には偏りがあると言えよう。 

 

3. 研究方法 

 

 本研究は、スポーツ雑誌とインターネットテレビのメディアミックスの先駆けになった

隔月誌『いばらきスポーツニュース MOVE』（以下、雑誌『MOVE』とする）を対象にした。 

 雑誌『MOVE』が発行されている茨城県には、スポーツの盛んな土地柄がある一方で、地

域スポーツ振興の重要な担い手である民放県域テレビ局がないという特徴的なメディア環

境がある。また、さまざまなスポーツが県内で楽しまれているにも関わらず、報道される

スポーツ競技には偏りがある。これらの事情は、地元密着型スポーツ雑誌に何らかの影響

を与えているのではないだろうかという問題意識のもと、雑誌『MOVE』は、どのような特

徴を有しているのか、また地域社会やそこで暮らす人々に対してどのような役割を担って

いるのかを明らかにするため、雑誌『MOVE』編集長（当時）である檜山徹氏に対してイン

タビュー調査を行った。 

 なお、本研究は、地元密着型スポーツ雑誌の役割を考察することを目的としているため、

雑誌『MOVE』と連携するインターネットテレビの特徴や役割については今後の研究課題

とする。 
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4. 調査結果 

4.1. 創刊の経緯 

  

隔月誌『いばらきスポーツニュース MOVE』（以下、雑誌『MOVE』とする）は、2012

年 3 月にフリーペーパーとして創刊し、同年 10 月 25 日発売の 2012 年 11 月 1 日号（第 6

号）から有料誌化した。地元密着型スポーツ雑誌の経営は難題に向き合っている。当初の

出版元は株式会社 コーケン（以下、コーケン）であったが、コーケンは、経営難により出

版事業の継続が困難ににった。その後、雑誌の発行は、株式会社 常創（以下、常創）に引

き継がれたが、現在も雑誌単体の収支は赤字である。このように地元密着型スポーツ雑誌

の経営は難題と向き合っている。 

 それにもかかわらず、地域密着型スポーツ雑誌が創刊した背景には、茨城県のメディア

環境が基因した地域のスポーツ情報不足がある。特にマイナースポーツに関する情報が乏

しい。常創が出版部門を承継した当時も、マイナースポーツに関する報道量が優れたメデ

ィアは県内では皆無だったため、地元の出版社として地域のマイナースポーツ情報に注目

した雑誌を発行することになった。 

 

4.2. 特徴的な取り組み 

 

4.2.1. 編集方針‐アマチュア/マイナースポーツ重視‐ 

雑誌『MOVE』の編集方針が、鹿島アントラーズや水戸ホーリーホックよりもアマチュ

アスポーツに注目している理由は、新聞・ラジオ・NHK がこれらのプロスポーツに関する

報道を得意としているからである。特に『茨城新聞』は、県内各地に支局等を開設して、

きめ細かな取材網を張り巡らさており、その取材力は抜きん出ている。しかし、アマチュ

アスポーツやプロスポーツでもマイナー競技のなかには、地方紙が取り上げてないけれど

も魅力を有するスポーツがある。そのため、地方紙が行う日々のスポーツ報道に目を配り、

その新聞報道が扱わない地域のスポーツ情報を取り上げるようにしている。そうすること

により、地方紙のスポーツ報道とは一線を画した独自路線を打ち出して雑誌の存在意義を

見出している。 

このほか、近年ではスポーツ団体等が SNS を利用して、自ら競技に関する情報を発信す

るようになった。この傾向は、マスメディアに取り上げられる機会が少ないアマチュアス

ポーツやマイナー競技のプロスポーツにみられるので、そのような SNS 上のスポーツ情報

にも目を配っている。 

取材の際には、可能な限り取材対象者に直接会って話を聞いて記事を書くことを重視し

ている。そうすることによって取材先との信頼関係が構築されると、問題の核心に迫るこ

とが出来て上質なスポーツ・ジャーナリズムを行うことが可能になる。2015 年夏の高校野

球報道では、強豪校/弱小校を問わず県内 100校以上を訪問して取材した。その甲斐があっ
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て、その企画記事には、読者から大きな反響があった。 

 

4.2.2. スポーツ雑誌とインターネットテレビの連携関係 

雑誌『MOVE』には、「MOVE tournament report」というページがある。このページに掲載

される記事のなかには、茨城県が運営するインターネットテレビ「いばキラ TV」の『MOVE 

ONLINE』と連動しているものがある。これは、記事中に印字された QR コードをスマート

フォンやタブレット端末で読み取ることにより、『MOVE ONLINE』に配信されている動画

を無料で視聴できる仕組みになっている。 

「MOVE tournament report」は、県内で行われたさまざまな競技大会の模様を文章と多数

の写真によって伝えている。同様に『MOVE ONLINE』も各種大会を録画した映像や選手の

インタビュー映像を配信している。 

しかし「MOVE tournament report」の記事と『MOVE ONLINE』の動画コンテンツは、必

ずしも連動しているわけではない。「MOVE tournament report」だけが報道したスポーツ情報

もあれば、『MOVE ONLINE』だけが報道したものもある。なぜならば『MOVE ONLINE』

は、その商標の一部が雑誌タイトル（MOVE）と共有しているけれども、その動画制作には、

常創の関与が小さく、その制作は、いばキラ TV に委ねられているからである。 

『MOVE ONLINE』の動画制作について、まず常創は、取材予定の大会リストをメール等

で、いばキラ TV に伝える。それを受けて、いばキラ TV は、その大会リストを参考にしつ

つ、独自の判断に基づいて取材する大会等を最終的に決定する。また取材対象が一致した

場合でも、取材活動は双方のメディアが独立して行っている。 

このように両メディアは、独立してスポーツ報道を行っているけれども、他方で雑誌の

読者が、『MOVE ONLINE』の動画にアクセスできるような仕組みも構築されている。たと

えば上記した QR コードの他にも雑誌『MOVE』公式アカウントの facebook などの SNS か

ら、読者は『MOVE ONLINE』の動画にアクセスすることができる。 

このように雑誌『MOVE』と『MOVE ONLINE』の連携関係は、次の 3 つの形態に分類す

ることが出来る。まず 1 つ目は地域のスポーツ情報の共有、2 つ目が商標の共有、最後に 3

つ目は雑誌『MOVE』の読者が『MOVE ONLINE』の動画にアクセスできる仕組みである。 

 

4.2.3. コンセプト 

 雑誌『MOVE』は、アマチュアスポーツとマイナースポーツを重視する編集方針に基づき、

また『MOVE ONLINE』と連携して、多種多様な地域のスポーツ情報を報道している。その

コンセプトは、「魅力再発見！茨城のスポーツ発展とアスリートを応援する！」である。 

まず「魅力再発見！」と「スポーツの発展」について、これまで魅力を有するけれども

メディアに取り上げられない地域のアマチュアスポーツやマイナー競技のプロスポーツが

数多くあった。残念ながら、そのようなスポーツの盛り上がりは、一部の関係者たちの間

に限られている。この問題について、雑誌『MOVE』は、他のメディアに取り上げられる機
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会が少ないアマチュアスポーツやマイナー競技のプロスポーツを重点的に取り上げて、そ

の報道が一つのきっかけになって、その魅力が読者に伝わり、その盛り上がりが拡大する

ことや、そのスポーツへの関心が高まって競技人口が増えることを目指している。 

 たとえば水戸市では、小学生のドッジボールが盛んであり、市内で活動するチームが全

国大会で優勝するなどドッジボールは、人気と実力を兼ね備えている。しかし、茨城県民

や水戸市民の多くは、ドッジボールのそのような盛り上がりを知らない。『いばらきスポー

ツニュース MOVE』は、ドッジボールに関する情報を積極的に報道すると共に、将来的に

ドッジボール大会を主催することも検討している。 

 次に「アスリートを応援する！」について、雑誌『MOVE』は、アスリートが多額の競技

費用を自己負担している県内のスポーツ環境に問題意識を持っている。この問題に対して、

雑誌『MOVE』は、報道によってスポーツに対する関心が高まることで、県内のスポーツ界

に公的/私的な資金援助がされることによって、そのようなスポーツ環境が少しでも改善さ

れることを目指している。実際、広告主のなかには、このコンセプトに賛同して地域スポ

ーツに対して物的支援を行っている企業もある。 

 

5. 考察と結論 

 

これまで地域のスポーツ情報は、新聞・ラジオ・テレビなどマスメディアによって報道

されてきた。これらのスポーツ報道は、プロスポーツ（鹿島アントラーズと水戸ホーリー

ホック）や高校野球などに重点を置いており、スポーツ報道の対象となるスポーツ競技に

は偏りがあった。これに対して『いばらきスポーツニュース MOVE』（以下、雑誌『MOVE』

とする）は、新聞・ラジオ・テレビのスポーツ報道が大きく取り上げないアマチュアスポ

ーツとマイナースポーツに注目して、これらのスポーツ情報に関する報道に力を入れて存

在意義を見出している。このことから、第一に、雑誌『MOVE』には、新聞・ラジオ・テレ

ビのスポーツ報道を補完するメディアとしての役割があると考えられる。 

このほかにマスメディアのスポーツ報道を補完するものには、インターネット上のスポ

ーツ情報がある。2000 年以降、インターネットの普及が起因したスポーツを取り巻く情報

環境の発展により、インターネット上のスポーツ情報が無視できない存在になった。イン

ターネットテレビ「いばキラ TV」のスポーツ番組もそのような存在感が高まったインター

ネット上のスポーツ情報の一つであると考えられる。 

これまでインターネット上のスポーツ情報の存在感が高まることは、総じて既存メディ

アのスポーツ報道にとってネガティブな現象として受け止められてきた。しかし、既存メ

ディアのスポーツ報道が、インターネット上のスポーツ情報と連動することで新たな可能

性も生まれたと考える。 

雑誌『MOVE』と『MOVE ONLINE』が連動して報道する「MOVE tournament report」で

は、読者は、一つの出来事について多元的なスポーツ情報を得られる。まず雑誌の活字と



9 

 

写真によって大会の様子が分かり、その後、記事のなかに印字された QR コードをスマート

フォンやタブレット端末で読み取ることにより、『MOVE ONLINE』に配信されている動画

を見て、雑誌が伝えきれない映像や音によるスポーツ情報も得られる。また『MOVE ONLINE』

の制作は、常創から独立して、いばキラ TV に委ねられているから、読者は少なくても 2 つ

の視点からその出来事について知ることができる。 

また雑誌『MOVE』には、地域スポーツの魅力再発見や地域スポーツの発展、競技環境

の改善という役割があると考えられる。しかし雑誌『MOVE』は、隔月誌であるからタイム

リーな話題を避けなければならず、またその報道量には限度もある。これに対して『MOVE 

ONLINE』には、そのような制約が小さい。たしかに両メディアは、独立してスポーツ報道

を行っているけれども、『MOVE ONLINE』は、商標の一部に雑誌タイトル（MOVE）を用

いており、また雑誌の読者が『MOVE ONLINE』の動画にアクセスできる仕組みも構築され

ている。そのため雑誌の読者は、『MOVE ONLINE』の動画にアクセスすることによって雑

誌に載っていない地域のスポーツ情報も知ることができる。 

両メディアが連携した報道は、地域のアマチュアスポーツやマイナースポーツへの関心

を高め、競技人口を増やすきっかけになると考えられる。また、このようなスポーツ報道

の蓄積は、地域スポーツの魅力再発見や地域スポーツの発展、競技環境の改善に貢献する

と推察できる。つまり雑誌『MOVE』と『MOVE ONLINE』の連携関係からメリットが得ら

れるのは、両メディアが連動した報道だけに限られないと考えられる。 
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