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コンフェデレーションズカップから 

２００２ＦＩＦＡワールドカップへ 
 
 
「サロン２００２」では、コンフェデレーションズカップで得た知識と経験を２００２

ＦＩＦＡワールドカップに生かすため、シンポジウムを開催し、運営側、ボランティア、

市民を中心としたさまざまな意見を本報告書にまとめた。 
シンポジウムの内容は別項に譲るが、本項では、コンフェデレーションズカップのト

ーナメント本部で中心的役割を担われ、来るワールドカップ開催に向けて奔走されてい

る鈴木徳昭さん（ハンス・オフト時代の日本代表スタッフ・通訳として活躍されたこと

をご記憶の方も多いと思う）にお話を伺い、シンポジウムで出た疑問点等にお答えいた

だいた。（聞き手＝中塚義実・サロン２００２代表） 

 
 
■ ふだんは知ることの少ないファンの視点、ボランティアの視点  
 

中塚 コンフェデレーションズカップ、お疲れさまでした。現在も国際サッカ

ー連盟（ＦＩＦＡ）のあるチューリッヒをはじめ、いろいろと飛び回られてい

るなか、きょうは貴重な時間を割いていただきました。まず、コンフェデレー

ションズカップ（以下、コンフェデ杯）についてわれわれが実施したシンポジ

ウムの内容を、どのように捉えていらっしゃいますか。 
 

鈴木 大きく分けて二つあります。一つは、われわれが２００２年ＦＩＦＡワ

ールドカップ日本組織委員会（ＪＡＷＯＣ）のなかで仕事をしていると、今回

実施されたシンポジウムのような内容を知る機会がとても少ないということ

です。もちろん、われわれもコンフェデ杯のレポートを作成し、ワールドカッ

プに向けて生かそうとしていますが、それはすべて「働いている側」からの報

告です。もう少し細かくいうと、コンフェデ杯のそれぞれの組織のリーダー格

の人たちが書いたものです。サロン２００２で実施されたシンポジウムの報告

からは、ＪＡＷＯＣ茨城支部の長岡さんは別として、ボランティアであったり、



会場地域のサポーターの代表であったり、そういう方たちの考え方、感覚、活

動内容をよく知ることができます。そういう意味でとても貴重な報告だと思い

ました。たとえば、ボランティアの方々が経験されたことを来年に生かせるよ

うに考えていかねばならないにもかかわらず、現状ではそういうことをフォロ

ーできていません。皆さん熱意とかやろうとしていること、感想の一つひとつ

が非常にためになりました。 
 もう一つは、いろんな角度からコンフェデ杯を検証しようとするとき、運営

側というのは一つの要素に過ぎなくて、ボランティアや、それぞれの開催地自

治体はもちろん、一般の観客、メディア、参加チーム、ＦＩＦＡなど、実にさ

まざまな人々がかかわっています。それらの、もっと幅広い意見を吸い上げる

ことができればより充実した内容になるのではないかと思いました。 
 私の仕事からいうと、参加チームにいかに試合に集中してもらうかとか、Ｆ

ＩＦＡとの間で解決すべき問題などについては、コンフェデ杯の経験などをも

とに、それこそ一生懸命やっています。しかし、それと同じくらい大切なのは、

一般のサッカーファンがコンフェデ杯をどう見たかだと思うんです。今回のシ

ンポジウムでもそうした意見をもっと深く知ることができれば、と率直に感じ

ました。 
 
 

■ コンフェデ杯でできたこと、できなかったこと  
 

中塚 コンフェデ杯は、日本では３つの会場で試合が行われました。ご存知の

とおり来年のワールドカップでは 10 会場で試合が行われるので、コンフェデ

杯がワールドカップのリハーサル大会として行われたとすると、あとの７会場

にコンフェデ杯での経験がどのように伝わるのか。それ以外にも、多くの関係

者や一般のファンの方々にコンフェデ杯の経験を広めることが 2002 年の成功

につながるのではないか。そんな発想がシンポジウムをやろうとしたきっかけ

でした。 
 そこで、ワールドカップのリハーサル大会としてのコンフェデ杯を総括して、

何ができて、何ができなかったのか、課題として何が残ったか、という点につ

いて伺います。 
 

鈴木 まず、コンフェデ杯はＦＩＦＡ主催の国際大会なので、開催地組織委員

会（ＬＯＣ）としてＦＩＦＡの要求に従って大会を運営するという意味では、

現状でできうることに関しては、ほぼ 100 パーセントに近くＦＩＦＡの期待に

応えることができたと思っています。 
 しかし、現状でできえない問題もたくさんありました。「明日までにこうい

うことを解決せよ」と言われたときに、能力とか環境上の制約から、どうして



もできないということがあります。 
 例えば、明日までに警察にエスコートを頼むとか、ＦＩＦＡスタッフの泊ま

るホテルの施設そのものをすぐさま改善するとか、そういう民間だけですぐに

解決できなかったり、物理的に不可能な問題があるわけです。特に公的機関や

政府がらみの問題は、ＦＩＦＡが要求しているからすぐに対応、というわけに

はいきません。空港でのＦＩＦＡ要人の対応方法を変えてほしいと要求されて

も、われわれがどうしても入っていけないエリアがあって無理だったり、道路

渋滞を避けてもっと早く通してくれと要求されてもそう簡単には交通規制が

できるものではないとか、不可能なことは多いわけで、「何ができなかったか」

と問われれば、いちばん大きいのはそういう部分です。 
 

中塚 そういうことは事前に想定できなかったのか、あるいはわかっていても

間に合わなかったのですか。 
 

鈴木 いろいろです。第一に、そうなることはわかっていたけれども、ある意

味で日本で大きな国際大会を運営する意味での弱点とは認識していて、なんと

か繕えるかなと思っていたけれど、やはり繕えないものがあった。前もって認

識していた弱点が、やはり暴露されてしまったような…。しかし、それが明確

になったことは、今後関係機関と調整していくためのいい経験になりました。 
 第二に、先ほどＦＩＦＡの要求によく応えることができたと申し上げました

が、逆に運営側の内部で「ひずみ」が大きくなってしまった部分がありました。

というのは、例えば、ＦＩＦＡの要求を受けたある担当者は、精一杯努力して

それに応えていくわけですが、それが現場の人間がもともと地道に用意してい

たものを覆す結果になってしまった、いわばＪＡＷＯＣ内部の指示・命令系統

を度外視してしまった面があったのです。ＦＩＦＡの要求に応える担当者にと

っては、「俺はやれって言われたから、いままでのことは無しにしてやるんだ」

という意識が強く働いて、内部の人間同士にひずみが生まれてしまったんです。

いろんな意味で準備不足だったことも原因でしたが…。 
 シンポジウムでも、ボランティアの方々から誰がどう指示しているのかがわ

からなかったりする場面があったと報告されていますが、その通りで、現場で

働いている人は不満を持っていて、「なんでそんなことをいきなり言われなく

ちゃいけないんだ」とか「もともと事前に準備して言ってくれればそんな苦労

しなかったのに」などといったことがたくさんあったと思います。 
 ＦＩＦＡにとっては、そういう運営内部の細かな問題は見えない部分がある

ので、ＪＡＷＯＣとしてＦＩＦＡに対しては 100 点満点に近い成果を残した反

面、内部の業務遂行面では大いに反省すべき点が残りました。 
 
 



■ コンフェデ杯はもともと、ワールドカップのプレ大会ではない  
 

中塚 コンフェデ杯はもともとあるＦＩＦＡの公式大会ですね。それとはまっ

たく別に、ワールドカップの開催国が前年の同時期にプレ大会を開催してリハ

ーサルをする。今回、その２つの大会が一緒になった経緯を教えてください。 
 

鈴木 おっしゃるように、コンフェデ杯は本来、ワールドカップのプレ大会と

は関係ありません。ＦＩＦＡの位置づけにおいては、コンフェデ杯はワールド

カップの次くらいに規模の大きな大会です。今回はたまたま、ワールドカップ

が史上初めて２カ国の共同開催になるので、いろんな意味でリハーサルが必要

だとするＦＩＦＡの強い思いがあり、プレ大会を開催する時期に日韓両国にプ

ランをぶつけてきたというのが実状です。 
 

中塚 それでは日本としては、別のプレ大会を考えていたわけですか。 
 

鈴木 そうです。日本はキリンカップ以外に、この時期に他の国際試合をやる

ことを計画していました。ですから、去年の夏にＦＩＦＡがコンフェデ杯を日

韓でやらないかとリクエストしてきたときも、日本は「やりません」と答えて

いました。日本の主張は首尾一貫していて、ＦＩＦＡの度重なるリクエストに

対して、コンフェデ杯をやるとは一切言いませんでした。韓国は大規模なイベ

ントをやる機会がなかったのか、どちらかというとＦＩＦＡの提案に対して乗

り気でした。 
 日本としては、もともとやるつもりがないのにやれと言われるはおかしな話

なので、断わり続けてきたのですが、年が変わって 2001 年になり、もうここ

まできた以上、ＦＩＦＡの言うことをしっかり受け止めなければいけないみた

いな話になってきました。 
 

中塚 そこにはターニングポイントとなる出来事とか交渉があったのですか。 
 

鈴木 なぜ日本がプレ大会を独自にやろうとしてたかっていうと、やはり財政

的な基盤があるというのが大きくて、また、例えばフランス、ドイツのような

強豪国を単独で呼ぶことができるからでした。そこでＦＩＦＡは、コンフェデ

杯を日本が受け入れるなら、例えばそのような「よいチーム」をＦＩＦＡが保

証するとか、収支に関してもＦＩＦＡがある程度目安を整えるとか、キリンカ

ップの時期をはずしてもできるようなスケジュールを可能にしようとか、その

ような具体的な条件が整ってきたことがコンフェデ杯を開催することになっ

たいちばん大きな理由だと思います。 
 



 
■ コンフェデ杯の実行組織とは  
 

中塚 組織について伺います。ＪＡＷＯＣとはワールドカップを実行する組織

ですよね。すると、ＪＡＷＯＣはコンフェデ杯に直接関係していないのですか。 
 

鈴木 直接的には関係ありません。 
 

中塚 コンフェデ杯は、その国のサッカー協会がＦＩＦＡからの依頼に基づい

て開催するのですね。 
 

鈴木 そういう意味だと、ワールドカップも日本サッカー協会（ＪＦＡ）が主

管するのですが、実務にあたってはＬＯＣをつくってやるということになって

いるので、ＪＡＷＯＣが別に組織されたのです。コンフェデ杯もＪＦＡがＦＩ

ＦＡから依頼を受け、そのまま実務を担当してもいいのですが、ＬＯＣを組織

してやったほうがいいということでＪＦＡ内に「2001 年ＦＩＦＡコンフェデ

レーションズカップ日本組織委員会」をつくりました。このなかの「トーナメ

ント本部」が中心になってさまざまな運営実務をコントロールする形をとるこ

とになったのです。（図参照） 
 

中塚 実際に活動している人は、ＪＦＡのメンバーと各都道府県のＪＡＷＯＣ

のメンバーが両方いると聞きましたが。 
 

鈴木 都道府県のサッカー協会のメンバーがベースなのですが、ＪＡＷＯＣの

メンバーも入っています。というのも、ＪＡＷＯＣは業務計画のなかで、今年

いろいろなリハーサルを実施することを決めていました。そこにコンフェデ杯

の開催がきまったので、いいリハーサルの機会として捉え、コンフェデ杯の運

営主体が協会であったとしてもＪＡＷＯＣも加わった方がいいのではないか、

ということになったのです。 
 

中塚 開催自治体の職員の方も入っているのですか。 
 

鈴木 はい。自治体職員の方々のなかにはＪＡＷＯＣに出向している方も多く、

都道府県協会のメンバーはそれほど多いとはいえないので、実際にはＪＡＷＯ

Ｃの支部のメンバーがその地域で働いているケースが多いのです。そしてその

人たちも、もともと自治体から来ている人が多く、自治体所有のスタジアムを

使用するとか、その他のさまざまな施設も使うとか、いろんなことがかかわっ

ているので、そういう入り組んだメンバー構成になっています。基本的にコン



フェデ杯はサッカー協会の仕事なのですが、その実務・オペレーションはＪＡ

ＷＯＣにある部分は委託しているようなイメージを持っていただいていいと

思います。 
 
 

■ 共同開催――韓国との心理的な距離はだいぶ縮まってきた  
 

中塚 コンフェデ杯をワールドカップのリハーサル大会と捉えるとき、欠くこ

とのできない視点は、韓国との共同開催という点です。ＦＩＦＡはコンフェデ

杯も co-hosting（共催）でやると規定していますね。そこで、ＪＡＷＯＣとし

て韓国あるいは韓国組織委員会（ＫＯＷＯＣ）と、具体的に何をしなくてはな

らなかったのでしょうか。 
 

鈴木 共同開催の意味という点で、いちばん大切なのは、参加チームにとって、

観客にとって、メディアにとって、ＦＩＦＡにとって、それらすべての対象者

に、日本であっても韓国であっても同じような条件で運営が行われるというこ

とです。もちろん２つの国の言葉や習慣の独自性はありますが、原則として同

じ条件・環境で大会が行われることが前提です。 
 具体的には、ＡＤ（アクレディテーション）カードは日韓共通でした。そう

いう意味でいうと、共同開催のなかで同じものを用意するというとＡＤカード

くらいでしょうか。チケットも別々だし、プログラムも別々でしたから。実際

には、韓国は韓国、日本は日本でやるというところが残ってしまいました。 
 

中塚 それはワールドカップ本大会と比べて、だいぶ違いますよね。その部分

ではコンフェデ杯はリハーサルにならなかったということですね。 
 

鈴木 そういう部分ではおっしゃるとおりです。ただ、共同開催という面に特

化したリハーサルにはならないけれども、ポイントとなるいくつかの業務、例

えばチケット販売を取り上げてみれば十分にリハーサルになったと思います。

準備期間が短かったことが最大の原因ですが、韓国とフェーズ合わせをした方

がよかった部分をどんどん放棄せざるを得なかったというのが本当のところ

です。例えば、ＡＤカードは一緒にやれたけれども、「あと２カ月」という時

点でチケットを揃えるというのは物理的に不可能でした。とにかく、共同でや

るというのはいろいろと時間かかるものなのです。だからそれはもう別々にや

るしかない、というふうになってしまいました。実行段階に入って、日韓共同

で作業できるものとできにくいものがあることが明確になりました。ただし、

お互い何をやっているのかということは認識するよう双方で努力しました。 
 



中塚 例えば韓国でやっていた試合のテレビ放送も、日本で見ることができな

かったし…。見ようと思えば見ることができたのかな。 
 

鈴木 ＴＶ放映については直接ＬＯＣの取り扱う問題ではありませんが、確か

に韓国では、韓国代表の試合以外は放送されていませんでしたね。 
 

中塚 韓国でどんなことが起きてるのかっていうことがよく分からないまま

進行していったな、という感じもしましたね。 
 

鈴木 そういう意味では、ワールドカップと比べて共同開催というものの意味

がかなり削ぎ落とされたと言えると思います。しかし、そこには短期間の準備

での共同開催の根本的な難しさもあったと思うんです。ビザも違うし、税金の

扱いも違うし、物価も言葉も違うしということで、削ぎ落とさざるをえなかっ

たという感じですね。 
 

中塚 そのあたりのことで、あと 290 日のあいだにクリアできるところはやっ

ていこうと…。 
 

鈴木 韓国との話し合いのなかで、いろんな共同の仕方があるということが話

題になります。例えば、ドロー（抽選会）には予選ドローとファイナル（本大

会）ドローの２回があるわけですが、それを両方とも両国が共同して運営する

という考え方もありましたし、予選ドローは日本で運営し、ファイナルドロー

は韓国で運営して、それにある程度の共通線があればいいんじゃないかとか、

役割分担の方法についていろいろな議論がありました。また、メディア向けの

パンフレットは制作コストの安い韓国でつくり、メディアに対しての連絡など

は日本でやるというような役割分担によって共同作業していこうという考え

方もあります。 
 この２年半くらい韓国と話し合うなかで、そういう考え方を交換することが

できてきました。必ずしも全部を共同して行うこともありませんし、お互いの

利益になる点を探していこうという考え方です。 
 

中塚 双方の距離は縮まってきたと感じますか。 
 

鈴木 具体的な場面では難しいこともありますが、基本的な交流する姿勢には、

随分大きな変化があったと実感しています。 
韓国との共同開催が決まった後の 96 年の秋に、第１回の日韓実務会議が韓国

で開かれ、当時の国際部長だった浜口さんと私でソウルに行きました。そこで

大会マスコットなどの議題で話し合ったのですが、意見が合わなくなると、両



国の歴史的経緯に話が及び、日本の譲歩を促されることがよくありました。韓

国との会議は、最初の頃はずっとそうだったんです。しかし何回も打ち合わせ

を重ねているうちに、そういうことを言う人はだんだん少なくなって、いまは

誰も言わなくなりました。もちろんいまでも意見が食い違うことはありますが、

精神的に「日本が譲るべき」といった主張は一切なくなりました。それはこの

３～４年の間に双方で築き上げてきた成果です。これが 2002 年の大会時にさ

らにどこまで歩み寄れるかどうかは別として、少なくとも共同開催によってそ

ういう歩み寄りが見られるということは、大きな変化だと思います。 
 

中塚 サポーター同士がお互いの国を応援しているといったニュースが取り

上げられたりするけれど、運営の裏方の世界でもそういうことが起きているわ

けですね。 
 

鈴木 共同開催を機会に、お互いの理解は驚くほど進んでいると思います。 
 
 

■ ボランティアをめぐるさまざまな問題  
 

中塚 ワールドカップのボランティアはＪＡＷＯＣが募集したわけですが、先

日締め切られましたね。今後、募集はしないのですか。 
 

鈴木 基本的には募集は終わっています。ただ、個人に対して募集をかけるの

と、団体に対して募集をかける２通りがあるので、地域によってはまだ団体登

録に余地がある場合があるかも知れません。 
 

中塚 ボランティアには、「ＪＡＷＯＣボランティア」と「開催地ボランティ

ア」があるらしいのですが、どのように違うのですか。 
 

鈴木 基本的にＪＡＷＯＣボランティアは、「アクセス管理エリア」と呼ばれ

ているＦＩＦＡ本部のホテルとか、トレーニング場とか、スタジアムに向かっ

て最初にチケットをチェックする「第一チェックポイント」の内側などのエリ

アを担当します。その他の、例えば駅とか、駅から第一チェックポイントまで

の公共の道路とか、そういう部分が開催地のボランティアの担当になります。 
 

中塚 なるほど。その区分けは、スポンサーの影響力の及ぶ範囲とも一致して

いるのですか。 
 

鈴木 ほぼ一致しています。アクセス管理エリアのなかがスポンサーの独占的



な影響力が及ぶ場所だと考えていいでしょう。セキュリティーの基準も同じよ

うな考え方が適用されます。いわゆる「運営の責任範囲」の考え方です。 
 

中塚 ボランティアと委託業者の関係という面で、わからないことが多いとい

う意見がシンポジウムのなかで出てきました。つまり、同じ仕事をしていても

有給の人とボランティアが混在しているようなのです。私がコンフェデ杯の準

決勝と決勝を横浜に見に行ったとき、会場の係の人たちはみんな同じ黄色のジ

ャケットを着ているんです。そのうちの一人に「あなたはボランティアですか」

って聞いたら「私はアルバイトです」って答えました。その人は業者に雇われ

たアルバイト。しかし、近くのゲートでチケットのもぎりをしていたのは横浜

国際競技場のボランティアでした。こういうことについて、どうお考えですか。 
 

鈴木 私はボランティアの募集や配置について直接かかわっていないので、答

えられない部分があることを前提にしていただきたいのですが、これは運営全

般にかかわる問題であると思っています。例えば、チームにフルタイムで同行

していろいろと世話をする人間はボランティアじゃなくてお金を払って雇う

人なんです。ところが、そのチームがある試合会場に入ったとき、その場で細々

したことをチームに同行しながらサポートするのは地元サッカー協会の人た

ちで、その方々はみんなボランティアなんです。一方はお金もらっていて、も

う一方はボランティア、という現象が起きるわけですが、かといって仕事内容

にものすごい違いがあるかというと、それほどの違いはなかったりする場合も

ある。しかし、どこかで明確な線を引くことは難しいと思います。ある程度整

理される必要はありますが、すべてを明確にすることはできません。ですから、

セキュリティーのチェックなどは、ここまではボランティアが担当、ここから

は要員、ここからはスタッフ、みたいに決めています。 
 

中塚 その３つはどういう区分なのですか。 
 

鈴木 スタッフは、ＪＡＷＯＣあるいはＪＦＡの職員。要員は、大会期間中に

お金を払って業務を依頼する人。そしてボランティアです。 
 

中塚 ワールドカップのボランティア募集要項の中にいろいろな条件がある

わけですが、そのなかに、ボランティアにとっては「拘束時間が長い」と感じ

る項目が含まれているようです。運営サイドとしても「まる１日仕事できなく

ても、２時間でも手伝ってもらえれば」という意見があります。そういう柔軟

な運用が必要なのではないでしょうか。 
 

鈴木 細かい業務の範囲や、業務の時間帯などは開催地ごとの判断に委ねると



いうのも一つの考え方だと思います。例えば、ボランティアのなかでも優れた

リーダーがいる地域とそうでない地域では、ボランティアが担当する業務の質

に違いが出てきますね。ＪＡＷＯＣ本部が全体として示すガイドラインは統一

されたものですが、集まったボランティアに対する実際の仕事の割り振りは、

それぞれの開催地の事情で判断されてもいいのではないかと思います。ボラン

ティアの働く時間帯も、開催地ごとの事情に合わせるのがいいのではないでし

ょうか。 
 

中塚 いまの日本で企業で働いている人が、フルタイムで１日なり一定期間な

りボランティアとして時間をとることは、現実的に難しいと思います。しかし、

ワールドカップという公共性の高いイベントであれば、「ボランティア休暇」

のようなものを認めてもらうような働きかけをＪＡＷＯＣから関係当局に対

してできないものなのでしょうか。 
 

鈴木 政府への働きかけは結構前からやっています。われわれとしては、ワー

ルドカップを運営するうえでボランティアの活動がいかに重要であるかとい

う認識をしていますから。しかし、法律に基づいた制度として実現しようとす

るには、まだまだ難しそうです。ボランティア休暇の実現が今回は不可能でも、

ワールドカップという機会に日本人のボランティアに対する意識が変われば

と思っています。 
 私は、ＪＡＷＯＣで総務担当だったとき、ＪＡＷＯＣの規定のなかに年間休

暇以外にボランティア活動のための休暇を年間３～４日までは認めるという

項目を入れることにしました。関係各所にアピールする以上、少なくとも自ら

がそういう制度でやっていかなければおかしいだろうという発想で。ですから、

そういう意識はもともと強いのですが、現実にはなかなか動かないものです。 
 

中塚 学生の場合はどうでしょうか。学生がボランティア活動をした分、学校

が履修単位としてそれを認定するということは、学校の判断でできないもので

しょうか。学生の側からも学校に対して積極的に働きかければ、学校がこうし

た大きな国際的なスポーツイベントとかかわる土壌ができると思うのですが。 
 

鈴木 そういうことは大切ですね。以前、ワールドカップ開催前のアメリカに

行ったとき、小学校の教科書にワールドカップとかアメリカ代表チームのこと

が載っているのを見たことがあります。つまりワールドカップの基礎情報を教

科として授業の一環に取り入れるようなことをやっていたんですね。アメリカ

の場合、一般にサッカーのことがよく知られていなかったからかも知れません

が、大きなスポーツ大会と学校との結びつきを示すよい例だと思いました。ま

た、ヨーロッパでは学校と地域が結びついていて、学校の体育はないけれど地



域のスポーツクラブで運動すればそれで体育の授業をとったことになるよう

な仕組みを、結構やっているんですね。これは、政府レベルまで要望して認め

られることなのかどうかはその国の事情にもよると思いますが、学校が社会と

の関わりを持った好例だと思います。 
 
 

■ 開催地を「祭空間」にする試み  
 

中塚 ワールドカップとは、世界中からサッカーファンを招いて、競技場だけ

ではなくて、街全体がある種の「祭空間」として盛り上がるのが大きな特徴だ

と思います。ワールドカップを知る人なら、その雰囲気の素晴らしさを実感し

ているでしょう。今回のシンポジウムで紹介された、新潟のサポーターグルー

プやボランティアグループなどは、そういう空間づくりを一生懸命仕掛けて行

こうとしています。なかなかうまくいかないことも多いようですが…。そのあ

たりのことを、どのようにお考えですか。 
 

鈴木 それは、現在の私の担当業務の範囲外のことなので個人的な意見になり

ますけれど、すごく重要なことだと思っています。ワールドカップやヨーロッ

パ選手権などを見て感じるのですが、「ホストシティプログラム」または「シ

ティセールス」と呼ばれる活動で、自治体がその大会に際してどんなふうに取

り組めるかとか、その街のアピール、セールスができるかっていうことが盛ん

に議論され、実行されています。 
 日本がワールドカップの招致活動をしていたとき、もちろんＪＦＡとしてワ

ールドカップがやりたかったのですが、開催地に手を挙げた自治体も自らワー

ルドカップをやりたいと要望しました。それはすなわち、ワールドカップを通

じて世界に向けて情報発信をしたり、いろいろな外国のお客さんを受け入れた

いという思いだったわけです。ただ具体的な段階になると、ワールドカップの

ビジネス上の諸権利に厳しいものがあり、それとぶつからない範囲で何ができ

るか、ということがポイントになっています。 
 

中塚 その話の主導権は誰が握るんでしょうか。つまり、開催地のＪＡＷＯＣ

が持ち出すのもあれば、自治体職員の側、または市民の側からと、いろいろあ

っていいのですよね。 
 

鈴木 そう思います。実際には、いろんなところから出てきた案について、や

っていいかどうかということを、ＪＡＷＯＣの事業部と、ワールドカップに関

するビジネスの権利をコントロールしている「ＦＩＦＡマーケティングＡＧ」

と調整することになると思います。 



 

中塚 シンポジウムでは、日本ビクターの方が「クローズド・サーキット」と

いう、広場のようなところに大スクリーンを設置して、チケットを持たない人

にも試合が見られるようにしようというアイデアを披露されました。しかし、

それは入場料をとるっていうことなんです。やはりサポーターの立場からは、

それは絶対無料でなければならないという意見がありました。放映権のことも

あって簡単ではないと思いますが、こういう発想で企業や自治体で何かしよう

とするとき、ＪＡＷＯＣとしてどういうふうにコントロールしていくのか、と

いうことが気になるんですが。 
 

鈴木 「クローズド・サーキット」は放映権の問題で、権利の所在がまだ明

確になっていないんです。それがテレビだけの権利かどうかということも含

めて。それがひとつと、あとはお金をとるとらないっていう商業権の問題と、

それからセキュリティーの観点からそういう試みをどう考えるか。98 年フラ

ンス大会のときは、街中にスクリーンを積極的に置くことによって、チケッ

トを持たない人たちがお酒を飲んだりしてスタジアムの周りにあふれたり

することがないようにしたんです。ただ、それが日本でもセキュリティー上、

正しい選択かどうかはまだ議論が十分でない状況です。 
 

中塚 例えば、サービスとして、チケットを持たない人たちが試合に近い形で

臨場感を持てるという観点の議論はないのですか。 
 

鈴木 それはありました。日本が招致活動のなかで「ヴァーチャル・スタジア

ム」という構想を提案書に盛り込んだのも、そういう発想からでした。スタジ

アムで試合を見ることができるのは、一国開催でも延べ約 150 万人しかいない。

でも日本には選手登録人口だけでも約 100 万人いるわけですから、いろんな人

たちに試合を見てもらうためには、なるべく本物に近い形で試合を見てもらい

たいという考えがあったからです。結局「ヴァーチャル・スタジアム」は資金

や放映権の問題などによって、現状では実現するかどうかまだわかりませんが、

根底はそういう発想なんです。 
 こういう発想をもとにいろいろな工夫が考案されて、世界中の人がこの大会

を楽しめるようになることが私たちの仕事の目的なのですが、ワールドカップ

があまりに巨大化して、マーケティングがらみの制約が多くなり過ぎています。

これはＦＩＦＡ内部でも問題視している人がいるほどです。ＦＩＦＡの主催大

会なのだから、独自の判断で選手、メディア、さまざまな人びとに対して働き

かけるべきなのに、テレビの放映権やマーケティングの権利が巨大になったた

めに、自分たち自身が逆に不自由になってしまった。そういう感覚を持ってい

るんです。 



 

中塚 ワールドカップは私たちファンにとってまさに「夢の大会」なのですが、

その反面、このような巨大イベントを運営していくためには解決すべき問題が

たくさんあることがよくわかりました。いろいろとご苦労が多いと思いますが、

ワールドカップの成功を心からお祈りしています。「サロン 2002」としても、

これからワールドカップに向けてできることからやっていこうと思っていま

す。今日は、長時間ありがとうございました。 
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