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中国卓球トップリーグにおける管理体制と経営戦略についての一考察
胡

嘉聞
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A study of the management system and management strategy
in Chinese table-tennis top league
Jiawen Hu
Abstract
Based on the existing research results of table tennis, league management, management
systems in China, Japan and overseas countries, According tothis research, we will clarify
the issues of management system and management strategy of China's top league in table
tennis, and to draw out the problems existing in the current table tennis management
system in China, and to make suggestions to it. In order to clarify the purpose of the
survey, we analyzed and considered the issues using the literature survey method and
the interview survey method.
With the result, the management system of the Chinese table tennis top league has
proved that the value of the league is not high, especially due to the lack of organizational
structure. In order to further development of the Top Table Tennis League from now, it
is necessary to dismantle the government department and the divisions of the league, and
to make the independent administrative divisions commercially viable.
Key words: Table tennis,China,top league,management system,management strategy
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Ⅰ．研究背景

めた。

卓球は中国で発展したスポーツであり、

プロスポーツのリーグについての先行

中国国内では国技とされるほど地位は高

研究を探ると、プロリーグを対象とする研

い。日本における相撲、韓国におけるテコ

究の蓄積が数多く確認できる。中でもサッ

ンドー、アメリカにおける野球の地位と同

カーの J リーグに着目した研究は多い。例

じといえる。中国卓球代表はこれまで、世

えば、大井（2016）の研究は、中国スーパー

界的にも注目される成績を残してきた。

リーグ（CSL）を近年急激に成長させてい

また、中国では卓球が人気のスポーツで

る要因に関して研究を行い、そのメカニズ

あり、「乒乓球世界」（2012）によると、単

ムを明らかにすることによりプロ・サッ

純な競技人口ならば中国での卓球の競技人

カーリーグの成長戦略に関して有効な示唆

口は、3000 万人は下らないといわれている。

を与えており、本研究との関連性も高い。

近年ではさらに人気が高まっている。また

また、クラブについての先行研究でも

卓球市場を開発するため、卓球従事者の収

サッカーを事例としたものが見られるが、

入を高めることなどにより、卓球産業の発

他の種目に着目したものも報告されてい

展を加速させてきた。

る。さらに、リーグとクラブの両者に言及

上述した通り、卓球強国として中国トッ

した平井（2015）の研究もあることから、

プリーグ選手が世界レベルで活躍している

プロスポーツに対しては、リーグ、クラブ、

一方、中国の卓球トップリーグは運営と経

その両者、といったように、多様なアプロー

営管理の不備などの問題で困難に陥ってい

チの仕方があることがわかった。

るのが現状である。卓球の技術戦術におい
て、中国チームはピラミッドの頂点に位置

２）卓球・中国の卓球・各国卓球の先行研究

づいているものの、リーグの開発及びリー

卓球に関しては、技術・戦術面、コーチ

グ戦の発展の過程において、トップリーグ

ング分野に関する研究の蓄積が見られるも

はそのブランド構築の面で不足を露呈して

のの、卓球協会等の組織に着目した研究は

いる。

ほとんどない。新しいプロ卓球リーグであ
る日本の T リーグについての学術的な研

Ⅱ．先行研究の検討

究もほぼ見られない。

１）プロスポーツリーグ・クラブの先行研究

一方、中国においては、卓球のトップリー

長積（2011）は「スポーツ組織研究の課

グが 20 数年も歴史があることから、中国

題と展望」において、ダフト（2002）を引

の卓球トップリーグに関する研究の蓄積は

用しており、それに適応させると、リーグ

ある。例えば、徐（2015）は、中国国情に

は「組織レベルの分析」に、クラブ等は「グ

適した卓球のプロスポーツ（トップリーグ）

ループ・レベルの分析」に相応すると考え

の発展のあり方について提言することを目

られる。この二つ以外にも、
「外部環境（組

的として研究を行っており、また、張（2016）

織間関係構造としての共同体）」という組

はドイツの卓球のプロ化と管理システムの

織のレベルも存在し、昨今多様な場面で使

特性を明らかにした。ただ、それらの研究

用されることが多くなったステークホル

で得られた各種情報にはやや偏りが見受け

ダーの分析等はこの関係を問題にするもの

られることから、そのリーグを適切に捉え

と捉えられよう。以下ではリーグやクラブ

たものとはいいにくい。

等についての個別研究の動向についてまと
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Ⅲ．研究目的

表．４つのクラブにおけるインタビュー調査の概要

中国卓球トップリーグの管理体制とそ
こでの経営における現状と問題点とを明ら
かにすることを本稿の主たる研究目的とす
る。また、上述の実情を踏まえた上で今後
の望ましいあり方について実践的な示唆が
できればと考える。
本研究により、選手のさらなる競技水準
の向上及びトップリーグが正常化運営に向
けて改善されることを期待している。
Ⅳ．研究方法
１）文献調査法

前述の調査以外に、筆者は 2019 年 11 月

文献研究法は本研究の基礎である。文献

中旬に中国上海市において追加の調査を

研究法の実施は文献検索から始まり、研究

行った。中国卓球トップリーグの特に問題

主題やキーワードなどに応じて検索が行わ

点について、上海体育学院中国卓球学院の

れる。収集された文書は内容によって分類

院長である施之浩教授に半構造化面接法に

される。

よるインタビュー調査を実施した。

２）インタビュー調査法

Ⅴ．結果及び考察
１．中国卓球トップリーグの管理体制

本研究は、専門家へのインタビューも研
究方法として選択し、関連する専門家との

中国卓球リーグは 1995 年に発足して以

インタビューを通し、結果を分析する。4

来、卓球リーグはピラミッドの形になって

人のインタビュー対象者は中国卓球トップ

いる。トップ（超級）リーグは男女 10 チー

リーグの経済発展が著しい 4 つの地域の卓

ムずつで構成されており、トップリーグの

球クラブのマネジャーやコーチであった。

下に、甲 A，B，C，D，乙 A が位置づく。

中国の卓球界についての専門的な知識や知

甲 A は 44 チ ー ム か ら な り、 甲 B、C、D

見を持つと考えられることから調査対象者

は各 64 チーム、乙 A には 128 チームが所

として適切と判断した｡ なお、インタビュー

属する。

は半構造化面接法において実施され、その

現在、中国卓球トップリーグクラブの構

調査概要は表の通りである。

成パターンは多様化している。以下がその
3 パターンである。
①「プロ＋スポンサー」モデル
②企業モデル
③結合モデル
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２．中国卓球トップリーグの経営戦略
中国卓球トップリーグは特色を持ちつ
つ、 卓 球 界 の NBA（National Basketball
Association）を目指し、その方向へと発展
するよう位置づけられている。2009 年の
シーズン総括大会でトップリーグの指導部
門はスポーツプロジェクトの特徴と社会環
境を結合して中国のスポーツ職業化の道を
模索し、中国の特色を持つトップリーグを
建設しており、最終的に NBA と同じアピー
ル力と影響力を達成したいとした。
中国トップリーグのブランド競争力は以
下のいくつかの方面に現れている。良好な
政策環境と広範な一般卓球愛好者、その次
に豊富な成熟した人材育成システムと一流
の競技水準、最後に強豪チームのリーグ戦
の商業運営とクラブ全体の実力、一般の卓
球愛好者及びスポーツ選手資源の一環で、
すでに比較的完備されている。これらは良
いシステムだが、リーグのビジネス運営を

図．卓球・バドミントン運動管理センター、中国卓球協会、
卓球トップリーグの関係

向上させるには不十分であり、リーグ戦の
競争力が不足しているとされている。

中国卓球協会はトップリーグの管理に対

中国で国民経済が急速に発展している昨

して絶対的な権利を持っていることが示さ

今、競技力においては卓球より地位の低い

れる。リーグ戦のテレビ中継権と放送権、

サッカーリーグとバスケットボールリーグ

ネット動画権、リーグ戦のビジネスパート

はブランド価値で上位２位を占めている。

ナーの選択権、リーグ無形資産開発と使用

「国技」と呼ばれる卓球の価値を大幅に上

権、リーグ戦のプロモーションとマーケ

回っている。卓球のトップリーグ経営にお

ティングなどの権利が含まれている。同様

いても、関連体制においても、かなり改善

に、中国卓球協会はリーグに対して全面的

の余地があると思われる。

な管理と監督を担当している。トーナメン
３．中国における南北クラブの位置関係と

ト方式や試合方法の制定、各種委員会関係

経済性の比較

の処理と調整、各クラブの参加資格の審査、
選手の登録なども担当している。さらに、

国家体育総局に中国南部で登記した省と

中国卓球トップリーグ組織委員会は、中国

市のチームは、上海、江蘇、安微、湖北、

卓球協会がトップリーグを管理する際の専

四川、広東、江西、河南等の 16 チームで

門機関であり、卓球トップリーグ組織委員

あり、その中で、上海、江蘇、四川、安微

会における各部門は 6 部署にて構成され

と広東は中国卓球トップリーグの男子リー

る。

グ戦に出場するクラブを所有している。女
子リーグには広東、四川、河南と湖北省の
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4 つのチームが所属している。一方、中国

サーは卓球用品関連の会社の一つであり、

北部で登記した省と市のチームは北京、天

かたやブンデスリーガに関しては 16 のス

津、遼寧、黒龍江、山西、八一、山東等、

ポンサーと契約している。その中の 11 は

南 部 と 同 じ 16 チ ー ム で あ り、 そ の 中 で

卓球用品関連の会社である。その他の 1 つ

八一クラブは男子と女子クラブの両方を所

について、リーグに関してドイツ卓球協会

有している。登記先が中国北部だが、リー

は社団形協会と言われ、ドイツ卓球協会は

グ戦のホームは南部の江西に設立している

各クラブの管理権を持っていない。ヨー

ことがわかった。

ロッパプロ卓球連盟が管理権を持ち、各ク
ラブに対して大きな権力も持っており、各

４．海外（日本、ドイツ両国）のトップリー

クラブは毎年リーグに 3 万ユーロ（約 354

グの仕組み

万円）の登記が必要となっている。

T リーグ HP（2018）における T リーグ

海外のリーグの運営に必要な費用は企業

構想には、
「世界トップレベルの選手を擁

のスポンサーによるものであり、政府は財

するチームから、趣味でプレーする地域の

政支援を行っていないため、クラブは円滑

チームまでが、各カテゴリーに分かれて存

な運営と発展を続けるには、持続的に改善

在します。」と説明され、また本リーグは

と発展をさせなければならない。ドイツと

ドイツの卓球リーグを参考にしているこ

日本の卓球協会は民間団体として存在して

とも明記されている。また、T リーグ HP

おり、直接リーグに管理する権利を有しな

（2018）には T リーグの理念も示され、以

い。政府も卓球リーグの運営に干渉するこ

下の３つがそれに該当する。

とができないため、リーグがクラブに大き

（１）世界 No.1 の卓球リーグを実現する

な自主権を与えることが重要と考える。

（２）卓 球のスポーツビジネス価値を高め
５．中国トップリーグにおける問題点

る
（３）卓球を通じて人生を豊かにする

世界・中国の卓球リーグにおける有識者

T リーグは独自のルールや試合形式を採

ともいえる施氏によると、中国トップリー

用したことにより、盛り上がりを見せてい

グが今の状況に陥っているのは、制度に欠

る。T リーグは新しいリーグだが、リーグ

陥が多いということと関係がある、また

戦の運営について中国トップリーグにとっ

リーグ戦が開催される際、中国卓球協会の

て学ぶ価値がある。例えば、T リーグのス

仕事が複雑であった、との指摘がある。

ポンサーはレベルで分けられており、その

中国卓球トップリーグのシステムについ

点において中国のトップリーグはまだ改善

ては、リーグの所有権と経営管理権は中国

の余地がある。

卓球・バドミントン運動管理センターと中

ドイツの卓球リーグ管理体制の特徴は、

国卓球協会が持っている。国家スポーツ総

その管理体制が整えられており、それぞれ

局の機関としての卓球・バドミントン運動

のクラブや法人代表がボランティアまたは

管理センターは国技の卓球でどのような大

兼務で構成されており、卓球協会から直接

会でも金メダルを目指すべきとしている。

利益を得ることはない。

卓球トップリーグの利益を得るため、また

リーグスポンサーについては、多いに

リーグの職業化は最も重要な動機と行為で

越したことはない。中国卓球協会が権利を

はないとし、これについてクラブの利益と

握る中国卓球トップリーグにおけるスポン

スポンサーの利益には大きな違いがある。
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トップリーグについては管理、経営、利益

られる。中国卓球協会とクラブはあるが、

分配等を全て中国卓球・バドミントン運動

スポーツのプロリーグは形骸化している。

管理センターが持ち、スポンサーはリーグ

中国卓球協会と国家体育総局は、トップ

の権力をほとんど持っていない。この種の

リーグの職業化を図りリーグの価値を高め

リーグ管理システムは、プロスポーツ市場

るために、卓球協会をできるだけ早く国家

のルールに違反し、市場志向のクラブ投資

体育局（国家管理）から分離し、独立して

企業の投資意欲を抑え、クラブスポンサー

運営させる必要がある（中办发 ,2015）と

の権利を傷つけている。

の指摘からも、中国卓球協会は国家行政機

卓球トップリーグのレベルに合ったブラ

関から分離すべきと考える。これはトップ

ンド価値の創造に失敗し、ビジネス価値が

リーグの職業化の開始にとって役に立つ。

他の成熟したリーグに比べて不調のためク

現在、中国卓球協会は、国家体育総局の卓

ラブ投資への難しさ、リーグ市場の活力不

球・バドミントン運動管理センターの運営

足、無形遺産の開発が難しく、リーグが十

機関であり、政府行政部門と民間団体の二

分に注目されないような悪循環に陥ってい

重的な役割も果たしている。スポーツが急

る。

速に発展することにより卓球協会は国内の
卓球の開発要求を満たすことができなく

Ⅵ．結論

なってきたからである。

１．研究のまとめ

長年の卓球リーグによる優れた経験を得

１）卓球関連団体の組織構造と組織間関係

るため、市場運営に高度に適応できるプロ

卓球は中国の国技であり、国の栄光を

のスポーツ管理組織の必要性がある。各ク

守ることと金メダルを取ることは選手たち

ラブは企業の性質を持つ事業体になるべき

の任務である。しかしながら、誰もがオリ

である。優れたプロのスポーツ規制とメカ

ンピックに出てメダルを取れるわけではな

ニズムを備え、優れた管理層の人材を受け

い。トップリーグを通じ、オリンピックに

入れるとよいだろう。

出られない選手たちは自分の価値を実感で

現状、問題、および外国の卓球リーグの

きるのではないか。卓球トップリーグを職

管理システムとの比較、また対策分析を通

業化し、リーグの価値を達成できるかどう

じて、中国卓球トップリーグにおいては中

かは中国の制度によって決まる。

国卓球協会の機能を明確化し、中国卓球協

現在の状況では、中国は制度を改善する

会の内部組織を調整し、リーダーシップを

必要がある。サッカーとバスケットボール

向上させ、健全な内部管理システムを確立

のトップリーグと比較すると、卓球は鑑賞

すべきと考える。一方、中国卓球トップリー

性が足りない、国際的な専門性が低い、ビ

グの管理システムを完備させ、各クラブと

ジネス開発が不十分などの問題点が存在し

中国卓球協会の関係、中国卓球協会と卓球・

ていることがわかる。一方、卓球は試合場

バドミントン運動管理センターとの関係を

面での競争が激しいことから、スポーツと

善処し、機能を明確にする必要がある。

してはある程度の開発価値がある。
２）卓球関連団体の経営戦略

ドイツのリーグの管理層はスポーツ協
会、スポーツプロフェッショナルリーグ、

卓球トップリーグの位置付けにより、競

スポーツクラブの三つに分けられるが、中

争ブランドの構築は、最初にスポーツメ

国卓球トップリーグは二つの管理層と捉え

ディア（CCTV や地元のテレビ局など）及
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び オ ン ラ イ ン メ デ ィ ア の 宣 伝 を 増 や し、

ず、国益を代表するものであり、彼らの役

ホームコートの利点を十分に活用する必要

割は、いかに中国の卓球競技を常に発展さ

がある。

せ続けるかということである。中国卓球・

T リーグのように、ゲームの詳細の表示、

バドミントン運動管理センターは、卓球の

スタジアムの床の接着剤、選手と審判の服

スポンサーに力を入れており、優秀な選手

装、リーグ周辺の製品の開発を重視する。

の待遇を厚くすることによって、代表選手

ファンと選手とのコミュニケーションに注

になりうる潜在能力を持つ選手の励みにも

意を払い、ファンの視聴体験を改善し、ゲー

つながる。

ムの表示を改善する。リーグの座席占有率

中国卓球協会は立場上行政レベルには

や視聴率を高め、周辺製品の売り上げを増

位置づけられておらず、そのためリーダー

やすことを通して収益を増やすべきと考え

シップの構造は幅広い表現と専門性を反映

る。

していない。したがって、著者は、国務院

トップリーグを職業化して運営するため

のスポーツ行政部門の代表者、地元および

には、政府はリーグの運営にできる限り参

業界の卓球協会の代表者、プロリーグ組織

加すべきではない。外国のリーグをみると、

の代表者、有名な卓球の専門家で卓球協会

成熟するほどリーグの職業化は高い。中国

のスタッフが構成されるべきだと考える。

の卓球トップリーグは、国の栄光のため、

また、中国卓球協会の内部管理の仕組み

競技会で金メダルを獲得することを目的と

に関しては、労働規則を改善する必要があ

していることから、リーグは完全に職業化

り、決定権、執行権、監督権は相互に制限

できない。リーグは政府の所属から分離さ

かつ調整されるべきであろう。中国卓球協

れ、クラブ各自が決定する権利を持つこと

会の会員は、地理的範囲と業界の広さを反

になるなら、リーグの価値向上は必ず中国

映する必要がある。

の卓球の発展とともに実現できる。
３．研究の限界と課題

ヨーロッパの成熟したトップリーグの
経験に加え、日本の T リーグから学べる

今回中国卓球トップリーグの現状と課

こともある。例えば、周辺製品を開発した

題について考える研究であり、本来であれ

り、より多くのファンがリーグの期待に合

ば当該トップリーグを司る立場にある卓球

致するために中国独自のプロ卓球リーグ戦

トップリーグ組織委員会へのアプローチが

を開催する。社会から注目を集め、リーグ

必要であるものの、情報を収集する手立て

の価値を最大化できるようにメディアとイ

が得られず、そのため代替的な方法にて現

ンターネットを通して卓球のスターを構築

状把握に努めた。そのため、やや偏った情

する。

報による考察となった点は否めない。
一側面としてリーグを構成するクラブの

２．卓球トップリーグの管理体制に対する

情報からリーグについて言及したが、ここ

実践的示唆

でも 4 クラブに限定された。事例の 4 クラ

まず中国卓球・バドミントン運動管理セ

ブは比較的都市部にあり、この 4 クラブが

ンターは国家体育総局に管轄され、主に中

トップリーグを構成する 20 チームの全体

国卓球協会のために従事することである。

像を表わすとは限らない。当然そこには地

中国卓球・バドミントン運動管理センター

域性等の問題も含まれてくる。中国は広く

は中国の卓球競技を発展させるのみなら

地理的な問題もあり、本研究では悉皆調査
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を断念せざるをえなかった。研究上の限界

大井義洋（2017）欧州プロ・サッカーリー

と捉え、今後の課題としたい。今後今回扱っ

グにおける発展メカニズムの研究 : トリ

た 4 クラブ以外の事例の積み上げが可能と

プル・プラットフォームをベースとした

なると、さらに中国卓球のトップリーグの

ビジネス・エコシステムによる共進化．

姿がより明らかとなるだろう。本研究はそ

中央大学大学院研究年報（戦略経営研究
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