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2023 年 3 月 17 日 
 

レポート 
 

スポーツベッティング市場の勃興と参入方法に関する考察 
戦略コンサルティング部 

 

 

昨今、経済産業省を中心とした「地域×スポーツクラブ産業研究会」や「スポーツコンテンツ・データビジネスの拡大に

向けた権利の在り方研究会」において、スポーツベッティングの解禁（民間への開放）に関する議論がなされている。スポ

ーツベッティングとは、野球やサッカー、バスケットボール、ラグビー、アメリカンフットボール、テニスなど、「スポーツを対

象としたベッティング（賭け）行為」を指す。日本では、サッカーの TOTO など既に合法の領域も一部あるが、スポーツベッ

ティングが解禁された場合の年間市場規模は 7 兆円程度と推計されているi。 

日本のスポーツベッティングはまだまだ不確定な部分が多いものの、早い段階から戦略を描き、適切な準備をしておく

ことで、新市場において有利なポジションを得ることが可能になるだろう。なお、スポーツベッティングが解禁された場合、

八百長やギャンブル依存症などへの懸念の広がりも予想される。本レポートの主題ではないが、国や政府だけではなくス

テークホルダーとして、このような社会的な問題への対応も同時に行う必要があるだろう。 

本レポートでは、日本におけるスポーツベッティング解禁を見据えた上で、発生するビジネスチャンスと参入方法につい

ての提案を行う。「1．日本におけるスポーツベッティングの現状整理」では、解禁後のスポーツベッティングにおけるプレイ

ヤーの整理を行った。「2．日本におけるスポーツベッティングの将来展望」では、日本のスポーツベッティングにおける課

題を「エンタメ性の高いベッティングコンテンツの創出」とし、データの利活用推進について取り上げた。そのうえで、主催

者となり得る公益法人を除き、日本のスポーツベッティングで大きなビジネスチャンスを得るポジションをデータプロバイダ

と結論付ける。「3．データプロバイダ化に向けたアクションプラン」では、データプロバイダの役割を担うために企業が行う

べき重要なアクションを「スポーツ事業者へのデータライツ整備のリクエスト」とし、スポーツ事業者と接点を持つ手段を検

討する。 

 

1. 日本におけるスポーツベッティングの現状整理 

(1) スポーツベッティングの概要 

スポーツベッティングとは、「スポーツ（Sports）」に賭けを意味する「ベッティング（Betting）」を組み合わせた言葉

であり、「スポーツを対象としたベッティング行為」を指す。スポーツベッティングの対象は「スポーツの種類」と「ベッテ

ィングの種類」の組み合わせで決まり（「J リーグ開幕戦・A チーム vs B チーム」の「勝敗」 等）、選択肢に賭け金に

対する払戻率である「オッズ」が割り振られている。実際にスポーツベッティングを行う際には、選択肢に対して賭け

金を投じ、正解した場合は設定されたオッズに沿った払戻金を受け取ることができる。 

一般的な「賭博行為」と「スポーツベッティング」の金銭の流れる仕組み自体は共通しており、現行の日本の刑法に

照らすといずれも「偶然の勝敗により勝者が財物を得て、敗者が財物を失う」ことにあたるため違法行為とされている

（刑法 185 条等により不法行為とされる）。しかし、「賭博行為」と「スポーツベッティング」には、同じ「賭け事」でも、何

のための賭け事なのか、その背景が異なる。「賭博行為」が純粋な賞金の獲得を目的として行われることに対し、既

に解禁されている欧米等の事例を見ると「スポーツベッティング」はあくまで観戦体験のエンターテインメント性向上や

スポーツチームへの応援を目的として行われる。つまり、賞金の獲得に主眼が置かれる「賭博行為」と、スポーツ観戦
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におけるコンテンツとしての意味合いが強い「スポーツベッティング」は、目的の異なる行為であるとみなす事ができる。

よって、個人や団体がいかに収益を上げるかに終始する賭博とは違い、スポーツベッティングは、スポーツ市場の発

展を促すための仕組みとして機能しているといえる。 

主要国 G7 の中では日本以外の 6 カ国で解禁されているが、中国や韓国では一部の公営競技へのベッティング

以外は原則禁止となっている。既に解禁されている国でもフランス・ドイツ・アメリカ・カナダの 4 カ国は 2010 年以降

の解禁となっており、近年スポーツベッティングの合法化が相次いでいる。背景には①インターネット・オンラインセキ

ュリティ技術の発達によるオンラインスポーツベッティングの拡大（市場規模の拡大）、②オンラインスポーツベッティ

ングの拡大に伴う国内のみでの規制難化、③金融リテラシーの成熟の 3 点があると考えられる。特に②について、自

国民が、他国で合法化したオンラインスポーツベッティングを利用する件数が増加し、1 件ごとの規制も難しいことか

ら、なし崩し的に解禁に至っていると推察される。 
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(2) 現状の日本におけるスポーツベッティング 

前述の通り、日本では一部を除きスポーツベッティングが法的に解禁されていない。例外的に、独立行政法人日

本スポーツ振興センター（文部科学省所管）が運営を行うスポーツ振興くじと認可を受けた公営競技のみが、特別法

に基づく合法のスポーツベッティングとして存在している（2023 年 1 月時点）。スポーツ振興くじには、賭けの選択肢

を機械がランダムに決めスポーツベッティング参加者が予想を行わない非予想型の商品（BIG 等）と、スポーツベッ

ティング参加者が自身の手で勝敗等の予想を行い賭けの選択肢を選ぶ予想型（toto 等）の商品が存在する。対象

のスポーツの種類にはサッカー（J リーグ等）とバスケットボール（B リーグ）があり、オンライン・オフラインの双方で購

入可能となっている。公営競技には競馬、競艇、競輪、オートレースの 4 種があり、予想型の商品がオンライン・オフ

ラインで購入可能となっている。 

日本では上記のスポーツ振興くじと公営競技の二つのみが合法だが、実態としては海外オンラインカジノを利用し

て広く他のスポーツのベッティングにも参加可能1である【図表 1】。そのため、日本国内にいながら、海外オンラインカ

ジノを利用したスポーツベッティングができてしまう点が問題視されている。 

 

 

【図表 1】日本におけるスポーツベッティングの種類

 
（出所） 「スポーツくじオフィシャルサイト」「公営競技ホームページ」を参考に当社作成（文字は図表左端揃え） 

 

 

 

 

 

 
1 海外のオンラインカジノ等の日本国内での利用は厳密には違法であるものの、実態把握が難しく摘発例は少ない 
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(3) スポーツベッティングが解禁された際の日本におけるスポーツ界の収益構造 

日本でスポーツベッティングが解禁された場合の収益構造を整理した【図表 2】。スポーツベッティングは無形コン

テンツ事業のひとつとして位置づけられ、スポーツ事業者からライセンスを得てスポーツベッティング参加者にベッテ

ィング商品を販売する。 

 

【図表 2】日本のスポーツ界の収益構造（スポーツベッティング解禁後） 

 

 

（出所） 当社作成（文字は図表左端揃え） 

 

スポーツベッティングの商流をよりくわしく見てみる【図表 3】と2、ベッティング事業者は、①スタッツ等スポーツデー

タの分析・販売を行うデータプロバイダと、②ベッティング商品の企画・販売を行い、スポーツベッティング参加者から

資金を集め賞金として分配するブックメーカーの二つの役割に大別できる。中には、ブックメーカーが自社で獲得可

能なデータに基づいて商品を作るなど、ベッティング事業者内でデータプロバイダ・ブックメーカーという明確な役割

分担を設けないケースもある。その他、施設・アリーナ運営者のベッティング用施設の建設や、ベッティング情報を届

けるメディアなど、ベッティングの周辺事業を狙うプレイヤーも存在する。 

 

  

 
2 厳密にはブックメーカーとスポーツベッティング参加者の間に商品の販売代行を担う「ベッティング販売代行者（楽天

toto 等）」も存在するが、ブックメーカー自体も販売機能を持っておりかつ海外等ではベッティング販売代行者のプレイヤ

ーも少ないことから本レポートでは主要プレイヤーではないとして取り扱わない 
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【図表 3】スポーツベッティングの商流 

 

（出所） 「スポーツ DX レポート」を参考に当社作成（文字は図表左端揃え） 

 

 

 

2. 日本におけるスポーツベッティングの将来展望  

(1) 日本におけるスポーツベッティングの課題 

海外オンラインカジノを利用した日本におけるスポーツベッティングへの参加が問題視されていることは前述の通

りである。この状況を言い換えると、海外のスポーツベッティング事業者が、実質的に日本に参入している状態ともい

えるであろう。 

海外でのベッティング事業者の成功企業の事例を見てみると、①エンタメ性の高いコンテンツ（①‐１オッズ設定に

おけるエンタメ性、①‐2 ベッティング対象におけるエンタメ性）、②運営会社の信頼性の 2 点が差別化要因として存

在していると考えられる【図表 4】。 
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【図表 4】海外の主要ベッティング事業者の概要と強み 

 

（出所） 「各社公式ホームページ」を参考に当社作成（文字は図表左端揃え） 

 

①エンタメ性には、①‐１オッズ設定におけるエンタメ性①‐2 ベッティング対象におけるエンタメ性の二つが存在す

る。①-1 オッズ設定におけるエンタメ性は、スポーツベッティング参加者から見た際の「旨味」を感じるオッズ許容範

囲と運営会社が儲けることのできるオッズ許容範囲を見くらべ、最適化させることで獲得できる。そのため、賭け手で

あるファンの情報や、過去結果等スポーツに関する情報を取得することが必要になる。①-2 ベッティング対象におけ

るエンタメ性は、ベッティング対象のスポーツの種類とベッティングの種類を増加させることで獲得できる。そのため、

複数スポーツのデータ取得や商品企画が必要になる。②運営会社の信頼性は、各国からのライセンスの取得やスポ

ーツ事業者からの公認で獲得できる。これらの要素を高度なレベルで具備したベッティング事業者が、日本でも大き

なビジネスチャンスをつかめるのではないだろうか。 

これら２点について、現在日本で公認されているスポーツ振興くじと海外オンラインカジノ（Winner や BeeBet な

ど）を比較した。海外オンラインカジノはスポーツ振興くじにくらべ、②運営会社の信頼性という点では劣るが①エンタ

メ性の高いコンテンツに関しては大きな優位性を持つ。①-１オッズ設定におけるエンタメ性については、海外オンラ

インカジノはファンの情報やスポーツのデータの蓄積量で先を行っている。①-2 ベッティング対象におけるエンタメ

性においても、海外オンラインカジノはスポーツベッティングの対象であるスポーツの種類、ベッティングの種類ともに

圧倒的に多い。スポーツの種類では、Winner は対象としている競技がサッカーとバスケットボールに限定される一

方で、BeeBet はサッカー、野球、バスケットボールなど 15 種類に上る。ベッティングの種類では、先日行われた W

杯の 1 試合のベッティング商品の充実度を見ると、Winner が 1 試合の勝敗のみの 1 種類（得失点によって 18 パ

ターン）に対し BeeBet は 10 種類以上を用意している。 

後発となる日本のスポーツベッティング事業者にとっても、どのようにして①エンタメ性の高いコンテンツを作り出す

かが課題となる。裏を返すと、①エンタメ性の高いコンテンツさえ作り出すことができれば、日本のスポーツベッティン

グ業界で優位性を築くことができると推察する。 
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(2) 非公開データの活用推進による、データプロバイダのビジネスチャンス 

では、日本のスポーツベッティング事業者がエンタメ性の高いコンテンツ開発を行うためには何が必要になるのだ

ろうか。そのためには非公開データ（取得に際し、専用の機器や高度な分析を伴うデータ）の活用推進【図表 5】がカ

ギを握ると考える。 

基本的にベッティング行為は公開データを基に行われるものの、非公開データを活用する事で、より適当なオッズ

を設定する事が可能となり得る。現状、海外オンラインカジノが日本のスポーツをベッティングの対象とする場合、ベ

ッティングの対象は誰でも入手可能な公開データ（例：チームの勝敗）になるケースがほとんどである。現在日本市場

に参入している海外オンラインカジノはスポーツ事業者との接点を持っていないため、映像等から入手可能な勝敗

や得失点をベッティング対象としている。そこで、海外オンラインカジノが取得困難な非公開データを活用すること

で、独自のエンタメ性の高いコンテンツの開発が可能になる。具体的には、ベッティングの対象を単純な勝ち負けの

みから試合中のワンプレーまで拡張できるようになり、ベッティング対象におけるエンタメ性の向上が期待される。ま

た、アクセス可能なデータ量の増加・蓄積はオッズ設定におけるエンタメ性の向上にも寄与すると考えられる。日本の

スポーツベッティング事業者が海外オンラインカジノに対し競争優位性を持つには非公開データの活用が有効であ

り、そのため非公開データの活用推進が進むのではないか。 

 

【図表 5】スポーツベッティングの関連データ（例：サッカー） 

 
（出所） 当社作成（文字は図表左端揃え） 

 

以上を踏まえると、日本のスポーツベッティング業界では非公開データの重要性が高まると考えられる。ベッティン

グ事業者の中でも非公開データの取得から販売に携わる事ができるのはデータプロバイダであり、つまり参入の方向

性としてデータプロバイダを目指すことが、ブックメーカーを除いて大きなビジネスチャンスにつながる可能性が高

い。たとえば米 NBA では、データプロバイダである Sportradar 社とデータに関する 8 年間の独占契約を締結し、

その後 Sportradar 社はブックメーカーFanDuel 社とデータに関する 8 年間の権利契約を締結するなど、データラ

イツ（データ利活用に関わる権利）を持ったデータプロバイダが長期の契約を結んでいる。また、長期的に安定した
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収益が期待できる以外にも、対象とするスポーツの拡大による事業拡大や下流ブックメーカーへの進出など取り得る

オプションが多いのも非公開データを持ったデータプロバイダの強みである。 

なお、データライツは海外でスポーツ事業者と独占契約が締結されるケースがあり、日本においてもスポーツ事業

者によるデータライツの独占契約の流れが生まれてくる可能性もある。そのため、一刻も早い動き出しが必要となる。 

 

3. データプロバイダ化に向けたアクションプラン 

(1) データプロバイダ化のためのアクションプランの検討 

本稿では日本のスポーツベッティング市場において、狙うべきポジションは「非公開データを活用できるデータプロ

バイダ」であると提案したが、実際に非公開データを得るにはスポーツ事業者へのデータライツ整備のリクエストが必

要になる。 

 

(2) スポーツ事業者へのデータライツ整備のリクエスト 

非公開データを得るには、非公開データのデータライツを持ったスポーツ事業者側との接点を持ち、データライツ

を獲得する必要がある。ただし、日本のスポーツ界においてはデータ確保のための機材や設備がそろっておらず

（取得面）、また、データライツに関する権利関係が未整備（権利面）という状況のため、データライツ整備が進んでい

ない可能性が高い。そのため、この二つの面において、スポーツ事業者に対し整備に向けた働きかけを行う必要が

ある。具体的には、①スポーツ事業者側への直接参入②スポンサーシップ・コンテンツ事業拡大③自治体連携の活

用の三つの方向性で接触を行うことが有効だと考えられる【図表 6】。また、データ取得にかかるソリューション提案も

含めたサービス提供を行うことで、スポーツ事業者側の整備ハードルを下げることも一案である。 

 

【図表 6】データライツ獲得への 3 つの方向性 

 

（出所）当社作成（文字は図表左端揃え） 
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① スポーツ事業者側への直接参入 

スポーツベッティング参入意向企業が、スポーツチームやプレイヤーを買収する形でスポーツ事業者側へ直接

参入する形で接点を持つことを目指す。即効性が高い反面、NPB や J リーグなどの人気スポーツチームの買収

の難易度は高く、かつ事業単体での黒字化に時間を要するため、投資が可能な財務面の体力が求められる。ま

た、日本スポーツ界においては新規参入者が敬遠される傾向にあり、リーグ内にデータライツを狙う企業サイドが存

在している場合は特に参入難易度が上がる可能性がある。 

② 他スポーツ関連事業からの進出 

スポーツ事業者側に対して、ベッティング以外のスポンサーシップ事業などを展開する事で接点を形成する事を

志向する。スポーツ事業者にとっての資金源となることで良好な関係を築き、円滑なデータライツ獲得を目指す。投

資体力が必要になるため、スポンサーシップ事業などで単なる資金の出し手ではなく、事業共創による収益化がで

きるような仕組みづくりを構築する必要がある。 

③ 自治体連携の活用 

自治体側とのコネクションを活かしながら、スポーツ事業者と接点を持つ事を企図する。日本のスポーツ事業者

は地域密着をビジョンとして掲げているチームが多く、地方に本拠地を置くチームを中心に自治体との結びつきが

強い。そのため、ケイパビリティとして自治体との接点を持っている企業は、自治体を通してスポーツ事業者と接点

を持ちえる可能性がある。また、参入検討時に地域住民を含めた自治体還元のスキームを盛り込むことで、補助金

や公的・社会的な理解の促進という副次効果も期待することができる。 

 

(3) データプロバイダとしての基盤構築 

自社でデータプロバイダの役割を担うことができるよう、データプロバイダとしての最低限の基盤構築を行う必要があ

る。ヒトという観点では、データサイエンティストを中心とした高度 IT 人材、モノという観点であれば、分析用の環境整

備やハッキングを防ぐセキュリティシステム、不正検知システムなどの機材が必要になってくる。各項目を自社のケイパ

ビリティで補えているのかのチェックと、補えていない場合には投資やアライアンスを検討していく必要がある。 
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4. 解禁までに考慮すべき問題 

日本においてスポーツベッティング解禁時期が不透明なため、考慮すべき問題がある。それは、スポーツベッティン

グの解禁までに時間がかかる場合、または解禁されない場合、データプロバイダとしての収益が見込めない点である。

そのため、スポーツデータを活用した新規事業を同時並行で進めることで、当面の運転資金を確保する必要がある。

スポーツアナリティクスの分野に加え、有望領域になるのはスポーツと結びつきの強いヘルスケアやフィットネスなどが

考えられる。このような新規事業整備を進めることは、ベッティング解禁に関するリスクヘッジができるという意味合いも

あり、検討すべき事項である。 

 

5. 最後に 

ここまで、「スポーツベッティングで大きなビジネスチャンスを得るのはデータプロバイダである」ことと、その「データプ

ロバイダ化に向けた道筋」を提案した上で、考慮すべき問題を述べた。日本においてスポーツベッティングが解禁され

るか否かは不透明な部分もあるが、解禁に至った場合、大きな市場ポテンシャルを持つことが予想される。 

来たるべき日に備え、どのポジションを目指すのか、そこに向けて不足している要素は何なのかを洗い出しておく事

は決して無駄にはならない。同時に、依存症の増加や風紀の乱れなど、解禁による社会的リスク拡大への対策も考慮

すべきであろう。試合開始の日は刻一刻と近付いている。 

 

※本レポートは、戦略コンサルティング部山本慶（～2023 年 2 月末） 、升本大輝を中心に執筆しました。 
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