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スタジアム・アリーナ改革
― 地域交流拠点としての整備・運営を目指そう ―

スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当） 川　合　　　現

１.はじめに

従来、わが国のスポーツは、教育的側
面に重点が置かれていたこともあり、成
長産業になり得るものという認知が低
かった。しかしながら、モノからコトへ
という経済的価値の転換に沿った形で、
従来の教育的側面に加え、新たな産業と
してのスポーツの重要性が高まっている。
このような中、平成 28年、政府は、「日

本再興戦略 2016」における「官民戦略
プロジェクト 10」の一つとして、「スポー
ツの成長産業化」を位置付けた。その柱
となる施策がスタジアム・アリーナ改革
である。
スタジアム・アリーナは、スポーツ産

業の持つ潜在力を最大限に発揮するのみ
ならず、飲食・宿泊、観光等を巻き込ん
で、地域活性化の起爆剤となることが期
待されている。平成 29年に公表した「未
来投資戦略 2017」においては、全国の
スタジアム・アリーナを多様な世代が集
う交流拠点として、2025 年までに新た
に 20 拠点を実現する、という数値目標
を掲げた。
スポーツ庁は、スタジアム・アリーナ

改革の実現に向けた地方公共団体等の取
組を支援するため、これまで、「スタジ
アム・アリーナ改革指針」（平成 28 年
11 月）、「スタジアム・アリーナ整備に
係る資金調達手法・民間資金活用プロセ
スガイド」（平成 29年５月）および「ス

タジアム・アリーナ運営・管理計画検討
ガイドライン」（平成 30年７月）を作成・
公表してきた。
本稿においては、これらの指針を踏ま

え、地方公共団体の関係者がスタジアム・
アリーナを整備するに当たって認識して
おくべき事項や特に重視しなければなら
ないポイントをご紹介することとしたい。

２.コストセンターからプロ
フィットセンターへのマ
インドチェンジ

従来、わが国の公共スポーツ施設は、
公共サービスの延長線上で整備・運営さ
れてきたため、施設の整備・維持・管理
においても、公的資金が投入されてきて

出典：スタジアム・アリーナ改革ガイドブック（P22）

図－１　リーバイス・スタジアム
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いる。このことは、より多くの国民にス
ポーツをする機会を提供してきたと評価
できる一方で、それ故に赤字経営の公共
スポーツ施設が多く、コストセンター化
しているとの指摘もある。また、わが国
の大規模集客型スポーツ施設の中には、
国民体育大会を契機に整備されてきたい
わゆる「国体標準」と呼ばれる設計のも
のが多く、スポーツ産業のインフラとし
て不可欠な観戦者の視点や収益性の観点
が乏しい。
さらに、スポーツを観るための現在の

公共施設は、観客の快適性・利便性やス
ポーツチームの営業活動よりも、公的負
担の軽減や公共性の確保（地域スポーツ
への開放や使用料の減免等）に過度に比
重が置かれている傾向にある。
しかし、数千人から数万人の観客を収

容する施設と、一般的な地域住民の利用
に供されるスポーツ施設が同じ手法・
ルールで整備・管理される必要はないと
考えられる。地域の実情に応じて、施設
の機能や規模等により適切に区別するこ
とが合理的であり、スポーツ施設に対す
る固定観念や前例主義等に関してマイン

ドチェンジを図ることにより、そのプロ
フィットセンターへの転換は十分に可能
である。

３.スタジアム・アリーナの
持つ潜在力

スタジアム・アリーナは、野球、サッ
カー、バスケットボールを始めとする集
客力を有する「観るスポーツ」の価値や
潜在力を最大化させるための舞台であり、
定期的に数千人から数万人を集めるイベ
ントを開催できる集客施設である。収益
源の多様化、興行の活発化、利用用途の
多様化、利便性の高い立地戦略等を図る
ことにより、十分なプロフィットを生む
可能性がある。
既に米国や欧州においては、スポーツ

施設やスタジアム等を地方公共団体の地
域活性化の中核と見なし、民間の運営の
ノウハウを導入した整備・運営が行われ
ており、その結果、地域経済に貢献して
いる事例が多く見られる。このように、
スタジアム・アリーナは、スポーツを成
長産業として活性化させるための核とな
るインフラと捉えることができ、相応の

収益を生み出し、わが国の経済成長を支
えるプロフィットセンター※となるポテ
ンシャルが大きいと考えられる。

※この場合のプロフィットセンターと
は、施設単体で経費を上回る収入を得る
ことを必ずしも意味するわけではない。
過大な投資は厳に抑制するべきであるが、
地域の実情に応じて、必要な機能や地域
のシンボルとなる建築に対する適切な投
資を行い、スタジアム・アリーナを最大
限活用することを通じた賑わいの創出や
持続可能なまちづくり等の実現とそれに
伴う税収の増加等も含めて、投資以上の
効果を地域にもたらすという意味を含ん
でいる。

４.国内外の先進事例

米国では、スタジアム・アリーナが地
域活性化や防災の拠点となる街のシンボ
ル・中核施設として位置付けられている。
地方公共団体と民間が連携して整備を行
い、地域社会に対して有形・無形の利益
を提供している。また、スタジアムでし
か味わえない体験を提供することを目的

出典：スタジアム・アリーナ改革ガイドブック（P23）

図－２　ザンクト・ヤコブ・パルク
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に、観客ニーズへの対応を徹底させ、観
客の潜在ニーズを喚起させるような仕掛
けを用意し、試合という非日常的なイベ
ントに、より深く関われる観戦空間を創
出してきている。図－１は、米国カリフォ
ルニア州の「リーバイス・スタジアム」
の例を示すものである。
欧州においても、スタジアム開発によ

る入場料収入の増額、観客動員数の増加、
これに伴う施設で商業収入の増加等を実
現している。例えば、ショッピングセン
ターやホテル、病院、公共社会福祉施設、
ビジネスオフィスなどを併設するサッ
カースタジアムが大都市から小さな街ま
で、様々な特徴を有しながら整備されて
いる。図－２は、スイス、バーゼルにあ
るサッカー専用スタジアム「ザンクト・
ヤコブ・パルク」の例を示すものである。
一方、国内に目を転じてみると、一部

のプロ野球の球場において、既に家族で
楽しめるシートの設置など観客に多様な
観戦形態を提供したり、周辺に商業施設
を併設したりするなど、収益性の高い施
設としてのファシリティ機能の強化が進
みつつある。図－３は、広島市民球場

「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」の例
を示すものである。

５.運営・管理を想定した整
備へ

これまでの公共的なスポーツ施設は、
整備後の運営・管理に関する議論が少な
い場合が多い。スタジアム・アリーナが
地域交流の基盤となるように運営・管理
されるためには、地域を拠点とするス
ポーツチームはもちろん、スポーツ以外
の分野も含めて多様な主体と連携しなが
ら、民間活力を最大限活用することが必
要である。スタジアム・アリーナの整備
主体が官である場合であっても、その運
営は民間事業者が担うことになることか
ら、その構想・計画段階において、民間
視点の収益向上方策を十分に検討し、施
設設計等に反映していくべきである。
具体的には、スタジアム・アリーナの

整備主体は、整備の早期段階から継続的
にスポーツチームと連携し、スポーツ
チームが必要とする施設を可能な限り計
画・設計・建設に反映させるようにする
ことが望まれる。また、運営面において

も、「観るスポーツ」の価値が最大限発
揮されるよう、必要に応じて制度の見直
しも含め、柔軟な対応が行われるべきで
ある。収入向上方策や支出削減方策の中
には、施設の設計や運用ルール等への反
映が必要となるものが多く、施設の所有
者となる地方公共団体には、スタジアム・
アリーナの基本構想も踏まえ、固定観念
や前例にとらわれない柔軟な対応が求め
られる。図－４は、収入向上方策、支出
削減方策として求められる具体的な取組
の例を示したものである。以下、収入向
上方策、支出削減方策として、特に施設
の設計の側面において求められるポイン
トをいくつか挙げてみたい。

(１)収入源の多様化をもたす設計
収入向上方策の中でも特に重要なのが

収入源の多様化をもたすような設計を行
うことである。例えば、スタジアム・ア
リーナのシート（座席）は、収益の核で
あり、VIP ルームを含む多様な座席を設
置することが有効である。高価格帯のエ
リアとして、企業のホスピタリティ需要
の取込みやスポンサー獲得を実現するた

出典：スタジアム・アリーナ改革ガイドブック（P25）

図－３　MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
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めの VIP エリアや VIP ルームを設置した
り、ペアシート、ボックスシート、グルー
プ仕様のテーブル席、スカイシート、子
供の遊び場等を設けたりすることにより、
多様な顧客を呼び込むことが期待される。
図－５は、国内最大規模の 2,000 超の
VIP エリアを備えた「パナソニック スタ
ジアム 吹田」の例を示すものである。
また、スタジアム・アリーナ本体でイ

ベント等が開催されない日であっても、
日常的な賑わいを生み出すための方策と
して、サブアリーナ、シアター、広場等
を設置し、イベントや企画展などに活用
することも重要である。

(２)コンテンツホルダーが使いやす
い施設仕様

野球、サッカー、バスケットボール、
音楽興行など、コンテンツの特徴を踏ま
えた施設仕様となっていることが重要で
ある。例えば、野球は攻守交代等があり
飲食関連の売上げにはつながりやすいが、
サッカーは攻守交代等がなく、試合中の
飲食が難しいなど、競技特性も異なる。
また、スポーツ以外のコンサートやコン
ベンションなどが求める施設仕様も異な
るため、利用者として想定している主な
コンテンツホルダーが共通して使いやす

い施設仕様（天井、荷重、電気容量、床、
動線、防音、照明、キャットウォーク、
楽屋、音響、吸音等）とすることが求め
られる。早い段階でコンテンツホルダー
等、施設の利用者や運営・管理に知見が
ある者から意見を聴取し、設計に反映さ
せることが必要である。

(３)多様な利用シーンの実現による
稼働率の向上

スポーツイベントだけで収益性のある
稼働率を確保することは困難な場合が多
い。このため、コンサート、イベント等
の開催にも適した設計とすることが求め
られる。
例えば、コンサート、イベント等によ

るステージの設営、撤収等においては、
11 ｔトラック等の運搬者が外部から直
接ロードインし、施設内でバックするこ
となくロードアウトできる施設とするこ
とが要求される。これにより、イベント
主催者の時間的・金銭的なコストカット
が図られ、結果的に稼働率の向上につな
げることが可能となる。
また、全国展開するコンサート、イベ

ント等の需要の取込みを想定し、ステー
ジの設置スペックや天井の吊り荷重など、
アリーナのスペックを一定程度共通化す

ることによりイベント主催者の設営コス
トの相当な削減が可能となる。この点、
構想・計画の段階において大手プロモー
ター、音楽・エンタメコンテンツホルダー
等の専門家の意見を聴取し、設計に反映
させることが重要である。

(４)ハード・ソフト両面での効率化
支出削減方策では、施設用途の特定や

円滑な設営・撤去動線の確保といった、
施設面の効率化のための取組が重要であ
る。また、マネジメントによる事業経費
の合理化や水道・ガス・光熱費等の見直
しといったソフト面での支出削減も重要
であり、運営・管理を想定した施設の設
計・整備を検討することにより収益向上
につなげることができると考えられる。
また、スタジアム・アリーナは、その整
備後も技術革新や市場ニーズ等を踏まえ
て常に PDCA サイクルを回し、附帯設備
の新設・変更、座席の種類の変更、VIPルー
ムのグレードの変更等、施設全体の機能・
規模・スペック等を幅広く見直すことに
より、常に集客可能な施設となり得ると
いえる。

出典：スタジアム・アリーナ運営・管理検討ガイドライン（P24-P29）

図－４　運営・管理者が備えるべき機能と民間視点の収益向上方策



（寄稿文）14

(５)スマートスタジアム・スマート
アリーナを目指す

今後、IT 等を活用したマーケティン
グや顧客経験価値を高めるサービスが極
めて重要になると考えられる。これらの
円滑な展開のためには、活用するための
データ取得が必要であり、取得したデー
タは各種方策のエビデンスとして活用す
ることができる。また、施設整備段階か
ら継続的にデータを取得・分析・活用す
ることにより、施設のライフサイクルに
則した運営・管理の改善を図ることが可
能となるといえよう。これからのスタジ
アム・アリーナビジネスの展開に当たっ
ては、これらの機能を実装するスマート
スタジアム・スマートアリーナを目指す
ことが望まれる。

６.おわりに

スタジアム・アリーナのプロフィット
センター化のためには、運営・管理を見
通した設計が極めて重要である。このた
め、地方公共団体の関係者におかれては、
意識改革のみならず、企画・設計段階か
らの施設利用者、コンテンツホルダー、
ユーザー等との意見交換を積極的に行っ
ていただくことを期待したい。
スポーツ庁としては、スタジアム・ア

リーナ改革の実現に向けた地方公共団体
の取組を支援するため、これまでに策定
した各種ガイドラインの普及を図るとと
もに、専門家の派遣等を行ってまいりた
いと考えている。また、関係法令や支援
制度に関する情報、国内外の先進事例等
を整理し、これらの情報も広く提供して
まいりたい。さらに、平成 30年度からは、
スタジアム・アリーナ相談窓口を開設し、
相談内容に応じて、情報提供、専門家派
遣、アドバイス等の支援を行っているの
で、ぜひご活用いただきたい（詳細はス
ポーツ庁ウェブサイトへ）。

出典：スタジアム・アリーナ改革ガイドブック（P26）

図－５　パナソニック スタジアム 吹田




