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V・ファーレン長崎が長崎に果たす役割

1977年生、長崎県佐世保市出身。2001年ソニー株式会社入社。秘書、人事の経
験を経て、2005年に人事コンサルティング会社、2010年に広告代理店を設立し、
ジャパネットグループのサポートを行う。2015年株式会社ジャパネットホール
ディングスと経営統合後、同社取締役となり、管理部門、広告部門などのグルー
プ会社の社長を歴任する。
株式会社V・ファーレン長崎においては2018年より上席執行役員として運営、
広報、プロモーションなどを担当し、2020年1月2日付で代表取締役社長に就任。
2001年国際基督教大学教養学部卒業、2008年東京大学経済学部卒業、2018年
東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。現在、同大学院博士課程に在籍中。

株式会社Ｖ・ファーレン長崎

代表取締役社長　　髙　田　春　奈

　2020年１月２日付でＶ・ファーレン長崎の

８代目の社長に就任いたしました。前任者で

ある父からの引継ぎは多くの方に注目してい

ただきましたが、実際には2005年の設立時か

ら多くの経営者によって受け継がれ、育てら

れてきたクラブです。今年15周年を迎えるに

あたり、これまでクラブ内外で支えてくだ

さったすべての皆様に、心より感謝申し上げ

ます。

　さて、Ｖ・ファーレン長崎は一つの株式会

社であり、私自身もジャパネットグループの

役員人事の１つとして着任いたしました。しか

し社会的にみるとＪリーグクラブは、単なる

利益を追求するだけの企業であってはならず、

その使命は公共的な側面を強く持っています。

Ｊリーグはその使命を、日本のフットボール

進化という競技的ミッション、その価値をマ

ネタイズする事業的ミッション、地域連携や

社会の課題解決といった社会的ミッションの

３つで説明しています。これはＪリーグクラ

ブにおいても同様であり、Ｖ・ファーレン長

崎が単なる一企業ではない意味とも繋がりま

す。この３つの使命で、現在のＶ・ファーレ

ン長崎のおかれている状況と、これから目指

すものを示してみたいと思います。

　Ｊリーグ３つの使命（ミッション）

社会的
ミッション

競技的
ミッション

事業的
ミッション

※Ｊリーグ提供資料を基に作成

理念
百年構想
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１．競技的ミッション

　まずフットボール／サッカーの競技的な領

域におけるミッションです。Ｖ・ファーレン

長崎が勝ったか負けたか、順位はどの位置か、

昇格できるのか、それが最も多くの人の関心

事であることからもその重要性がわかります。

Ｊリーグ全体の視点で言えば、世界に通用す

る選手をどれだけ輩出できるのか、Ｊリーグ

の地位が世界の他のリーグと比較してどの位

置にあるのかを考え、それを高めるための努

力をしています。

　私は「勝利」は最もみんなを笑顔にするも

のであり、選手の魅力を伝播するものであり、

より広い範囲で注目をされるために必要なも

のだと考えています。一生懸命頑張る姿は見

る人に勇気や希望を与えます。そして１試合

１試合、勝利が積み上がると、優勝や昇格に

たどり着く、非常にシンプルな構造だと思い

ます。しかし「勝利」という白黒つけられる

とても明確なものに対して、そこへ辿り着く

プロセスは、そんなにシンプルではありませ

んし、正解となる道筋があるわけではありま

せん。勝ち方、戦うスタイルはそのクラブの

個性や理念を体現しているとも言えます。そ

の上で、私が思うＶ・ファーレン長崎が競技

としてこだわるポイントは大きく３つあると

思います。

　一つはフェアであること。クラブのグラン

ドスローガンである「正々道々」は、単純に

堂々としたプレーというだけでなく、「正し

い道」を行くというこだわりがあります。そ

れが、長崎が大事にする「平和」ともつなが

ると考えているからです。相手を蹴落とすの

ではなく、フェアに公正に堂々と戦うことが

長崎らしさです。Ｊリーグ全体がフェアプ

レーを目指していく中で、長崎がその見本と

なれるようなチームになっていきたいと考え

ています。

　二つ目が一生懸命であること。例えば調子

が悪い時でも、劣勢であっても、最後まであ

きらめずに目の前のプレーに全力を尽くす。

ジャパネットグループの企業理念である『「今

を生きる楽しさ」を！』は、今、目の前のこ

とに全力投球することの大切さも合わせてう

たっていますが、Ｖ・ファーレン長崎でもそ

の姿勢は忘れずにいたいと思います。選手達

の一生懸命な姿は、必ずファンの方々からの

声援につながり、さらに選手達が目の前のこ

とに集中でき、感動を生み出していく。その

ような好循環を生み出していくことを目指し

ています。

　三つめが育成の観点を大事にすること。目

先の強化だけではなく長い視点で長崎のため

に活躍してくれる選手の獲得をすることや、

結果以上にそこから得られる成長を大切にす

ることが、未来につながっていくと信じてい

ます。育成部では地元長崎出身の松田浩をア

カデミーダイレクターに、森保洋をヘッドオ

ブコーチングに置き体制を強化していますが、

U-18の選手達がお世話になっている地元鎮

西学院高校や、クラブハウス構想を推進する

大村市など、ステークホルダーの皆様ととも

に、常に未来に向かっていくクラブでありた

１．競技的ミッション
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いと考えています。

２．事業的ミッション

　事業的ミッションは、一企業としての収益

性の追求です。長崎の経済においては、その

規模感から2024年のスタジアム建設が注目を

集めがちですが、ここではサッカークラブ自

体の現実と可能性に目を向けてみたいと思い

ます。Ｊリーグクラブの収益源はいくつかあ

りますが、広告料収入（スポンサー収入）、

入場料収入、物販収入が３本柱と言われてい

ます。

　Ｖ・ファーレン長崎が経営悪化によりその

経営母体をジャパネットグループに移した

2017年は、約11億円の収入で、Ｊ１、Ｊ２合

わせても最下位でした。Ｊ１に昇格した翌年

2018年は23億まで持ち直しましたが、それで

もＪ１の18クラブの中では断トツの最下位。

同年のＪ２クラブと比較しても半分以下と、

まだまだ規模としては小さいのが現状です。

規模感でいえば、Ｊリーグクラブの中では現

在、ヴィッセル神戸が最も大きく96.6億円

（2018年）。世界に目を向けるとFCバルセロ

ナが2018～2019年で、1,000億円を超えた

（８億4,080万ユーロ）ことが最近明らかにな

りました。

　話を長崎に戻すと、収入面は他クラブと同

様、広告料収入が約半分を占めていますが、

未だその大部分をジャパネットグループに依

存しているのが現状です。今季から新たにつ

いていただいたトップスポンサーのMSCク

ルーズ様、プレミアムスポンサーのモリリン

様はいずれもジャパネットたかたの取引先で

あり、県外の企業です。長くサポートしてい

ただいているメモリード様こそ地元企業とは

いえ、県外でも事業展開をされていることを

考えると、メインとなるスポンサーについて

は全国区の企業様と組んでいかざるを得ない

規模感になってきていると言えます。ただし

地元企業には額では見えない支援をいただい

ています。例えば長崎電気軌道様は2020年マ

スコットのヴィヴィくんをあしらったＶ・

ファーレン長崎号の運航を開始し、長崎市内

をＶ・ファーレン色にしてくださいました。

アウェイから訪れる方々にホームゲームでオ

リジナルのおこしを配布する杉谷本舗様や、

スクールイベントなどでおでんを提供してく

ださる杉永蒲鉾様など、長崎らしいおもてな

しによって、Ｖ・ファーレン長崎は成り立っ

２．事業的ミッション

気迫あふれる選手のプレー サポーターの熱心な応援 U-18の選手達
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ています。このように、地元企業からの支援

はその額以上の付加価値を感じており、これ

からも気軽にサポートいただけるような営業

商材を用意し、長崎県全体でサポートしてい

ただけるクラブとして成長していきたいと考

えています。

　二番目の収益源は入場料収入です。2019年

Ｊリーグは1993年の開幕以来最高の観客数を

記録し、Ｊ１で20,000人超、Ｊ２でも7,000人

超の平均観客数となりました。Ｖ・ファーレ

ン長崎の平均観客数は約7,700人と、Ｊ２の

平均を少し超える人数に着地しましたが、収

益としてみたときに重要なのがチケット単価

です。入場料収入は基本的に試合の観客数と

比例しますが、いくら観客数が多くとも無料

で来られる招待の数が多ければ、収益にはつ

ながりません。今後いかにお金を出しても観

戦したいと思われる方を増やせるか、クラブ

としての実力が試されます。海外クラブでは

諫早市よりも規模の小さい町の試合でさえ毎

回満席になったり、ほとんどが年間シートの

所有者で埋められたりする世界がありますし、

日本においても例えばプロ野球の広島カープ

などはそのシーズンのチケットが３月の発売

時にすべて売り切れてしまうような世界を生

み出しています。2024年の新スタジアム始動

時には、Ｖ・ファーレン長崎の試合を見たい

がなかなかチケットが取れないという世界を

作れることを、現時点から目指してまいります。

　支出面では通常、主に選手の報酬となる

チーム人件費が最も大きな部分を占めるので

すが、2017年の経営状況においてはあまり大

きくありませんでした。しかし2024年のスタ

ジアム建設時にはＪ１に定着し、優勝争いを

したいというクラブの夢を実現するため、昨

年から今年にかけて、選手獲得にも力を入れ

始めています。ただしただ高いお金を積んで

選手を獲得するのではなく、長崎の未来の構

想に対する理解や「長崎らしさ」を実現でき

る人間性も考えた上でスカウトを行っており、

皆様に愛されるクラブを目指しています。

３．社会的ミッション

　最後にあげるのが社会的ミッションです。

これはスポーツクラブならではのものだと思

います。地域密着はＪリーグの目指すところ

であり、各クラブホームタウンを定めて、自

治体と連携して豊かな地域社会、文化の形成

を目指しています。Ｖ・ファーレン長崎は長

３．社会的ミッション

スタジアムグルメでの選手 多くのスポンサー様に支えられている 長崎電気軌道様「V・ファーレン長崎号」
お披露目式
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崎県21市町をホームタウンと掲げており、そ

の範囲を制限していません。面積は小さいと

はいえ、南北に長く、離島も多い地形におい

ては、その一体感を形成することに難しさを

感じることもあります。しかし長崎らしさを

共通の基盤にしながら、その土地土地の個性

を見出して連携していくことは、多様性を生

み出し、長崎の可能性を引き出すきっかけに

もなっていると感じます。Ｊリーグ観戦者調

査（2019）によると、長崎県内で最もスタジ

アムに足を運んでくださっているのは長崎市

からで約45％、次いで諫早市が24％、大村市

が7.3％となっています。約３/４がその３市

で構成されていることを考えると、もう少し

他エリア、特に人口の多い佐世保やサッカー

文化のある島原などからも来ていただけるよ

う、働きかける必要があると感じます。

　またＪリーグではホームタウン活動とは別

に、社会連携活動（通称シャレン！）を推進

しています。シャレン！とは、「社会課題や

共通のテーマ（教育、ダイバーシティ、まち

づくり、健康、世代間交流など）に、地域の

人・企業／団体（営利・非営利問わず）・自

治体・学校等とＪリーグ・Ｊリーグクラブが

連携して、取り組む活動」（Ｊリーグホーム

ページより）のことを指します。Ｖ・ファー

レン長崎では、幼稚園の巡回や小学校のあい

さつ運動などの取り組みを定期的に行ってい

ますが、他クラブと比較するとまだ遅れてい

ると感じています。長崎という土地が持つ歴

史や文化、課題と向き合い、貢献していくた

めに、いくつかの取り組みをプロジェクト化

していきたいと考えています。具体的には被

爆地として発信していくべき平和教育や、若

者の人口流出に向けての大学との連携など、

これまで取り組んできたことを形にしていく

ことから始めたいと考えています。

４．サッカーには夢がある

　「サッカーには夢がある」この言葉は、前

社長である髙田明がいつもSNSでつぶやいて

いた言葉です。世界に目を向けてみれば、発

展途上国の子どもがボール遊びの延長でその

才能を見出され、プロサッカー選手として財

を成し、祖国に貢献できるような物語も多く

あります。どの国においても憧れられる存在

の選手達は、子ども達に夢を与えます。Ｖ・

ファーレン長崎においても毎週末の試合を楽

しみに仕事を頑張り、そこで出会った人達が

ヴィヴィくんのあいさつ運動 選手達のホームタウン活動 長崎県庁でのパブリックビューイング

４．サッカーには夢がある
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かけがえのない仲間になる姿も見られます。

Ｊリーグ観戦者調査（2019）では、「Ｊクラ

ブが、それぞれの地域で重要な役割を果たし

ていると感じている」という問いに対し、長

崎は「大いに当てはまる」と答えた人が65％

と、Ｊ２クラブで１位のスコアでした（Ｊ１

を加えると６位）。また「サッカーは若者に

いい影響を与えていると考えている」という

問いに対しては、「大いに当てはまる」が

53.6％とＪ２では琉球に次いで２位、Ｊ１を

加えても３位のスコアでした。それだけでも

長崎におけるサッカーの存在が、いかに重要

かが感じられると思います。私達が日々頑張

ることが、多くの人達の人生を豊かにし、多

くの子ども達に夢を与えていると思うと、本

当に身が引き締まる思いです。

　先にＪリーグクラブが社会課題の解決に貢

献するということを書きましたが、具体的な

課題解決の一役となると同時に、一つの「文

化」になることが大事なのではないかと考え

ています。長崎にはおくんちや精霊流しなど、

ならではのイベントや風習が多くありますが、

Ｖ・ファーレン長崎の存在がそれらと同様、

一つの文化となり、長崎に住む人達にとって

なくてはならない存在となること、それが自

然と地域に活力を生み出し、若い人達の未来

にもつながるのではないかと思うのです。劇

作家の平田オリザ氏は著書『下り坂をそろそ

ろと下る』の中で、地域を盛り上げるために

は、雇用創出以上に文化の形成が重要だと

言っています。平田氏は演劇を地域（兵庫県

豊岡市）の文化として根付かせ、活性化する

ことを目指していますが、長崎にとってサッ

カーがそのような立場になれたらと思うのは

おこがましいでしょうか。

　さらに興味深いことに平田氏は、寂しさが

戦争につながっていく様を、金子光晴の『寂

しさの歌』から読み取ります。「遂にこの寂

しい精神のうぶすなたちが、戦争をもつて来

たんだ。…（中略）…寂しさが銃をかつがせ、

寂しさの釣出しにあつて、旗のなびく方へ、

母や妻をふりすててまで出発したのだ。」今

の日本の経済は、決して上り坂と言えるわけ

ではありません。でもその寂しさと向き合い、

その中で各地域、各企業ができることを考え

ていくことが、平和な未来においても重要だ

という示唆は、長崎において一考の余地があ

るように思えます。これから自分達ができる

ことの重さを常に感じながら、明るい未来に

向かって一歩ずつ歩んでいけたらと思います。


