
良いアリーナを建設するための課題整理と手順

（一般社団法人）アリーナスポーツ協議会



アリーナとスタジアムは違う

• アリーナスポーツ協議会は設立以来、日本のスポーツ発展の鍵を握るアリーナについて研究をしてきた。

• 同じスポーツ施設としてのスタジアムを手本に研究を進めてきましたが、アリーナはスタジアムと違う点があり、そ
の点に注意して進めないと良いアリーナが造ることが難しい。ということが判った。

• 特に「運営」については、スタジアムが、ほぼ単一種目で運営され、コンサートの頻度もアリーナに比べて低く、
単一種目のチーム（例えばプロ野球やＪリーグのチーム）が運営についてイニシアティヴをとりやすく、運営事
業者となりやすいことに対し、アリーナにおいては、多種目が前提であり、さらにコンサートなどの頻度も高いの
で、スタジアムのように単一種目のチーム（例えばＢリーグやＶリーグのチーム）が、そのまま運営事業者にな
ることは難しい。

• スタジアムは設計段階から、特定のチームが運営事業者になることが想定されるため、運営事業者の意見が
反映された施設を造りやすいのに対して、アリーナは想定される運営事業者を１者に決めることが難しいため、
運営事業者の意見を反映することが、難しく、結果として良いアリーナを造ることが難しい。

• スポーツ庁の「スタジアム・アリーナ改革ガイドブック」はフェーズ１として「官民パートナーシップ」組織を立ち上
げて、関係するステークホルダーの調整をすることを勧めている。

• しかしながら、自治体の担当者や学識経験者といった官民パートナーシップの主な構成メンバーにも、アリー
ナ経営の経験が必ずしもあるわけではない。アリーナスポーツ協議会では、会員の知見をもとに、建設前の
フェーズ１における課題整理と手順をまとめてみた。

• この小研究が共有されることで、アリーナ建設の一助となり、良いアリーナが造られ、さらには日本のアリーナス
ポーツが発展することを願う。

はじめに



ステップ１

体育館かアリーナか



体育館か？アリーナか？はする利用と観る利用の割合に応じて
観客席（可動席と固定席）の配置が決定される

※下記 はフロア、 は、観客席、 は、可動観客席を表現した概念図。

する利用の割合大 観る利用の割合大

体育館 体育館兼用アリーナ アリーナ

ステップ１

する利用を中心に想定。
必要なフロアサイズに応じて設
計。

観る利用を想定。
可動席は、コンテンツに応じて
フロアを有効利用できるように
するための設置。

する利用と観る利用の両立を想定。
するためのフロアサイズを確保し、観るために必要な観客席数を
可動席を利用して客席を配置。
固定席はする利用時には、空調等のコストがあがる原因である
ことを意識しておく必要がある。

1階可動席
3000席程度

2階にも可動席
5000席程度

可動席又は固定席
1000席程度



• 施設で、観る利用が想定される場合は、その観る利用での必要な観客席数に決まりがある。

• どの種目を観せるのか？を事前に想定する必要がある。たとえばＢリーグのチーム利用が想定される場
合は、観客席数をはじめ、多くの規定がある。

• 施設は通常、建設後、50年から70年間利用されるので、現在想定されていない種目でも、50年間
の間に、利用が想定されることはないのか？

• できる限り様々な利用に対応できる施設が計画されることが望ましいが、すべてを詰め込んだ最大公約
数的な計画にすると、空調光熱費等の費用が増大したり、デメリットを生じるケースがあることに注意し
なくてはならない。

• 特に、フロアに「バスケットボール4面」を並べるような広大なフロアを持つものは、観る利用時には適さな
い。

ステップ１

Ｂリーグ１部（5000席）は、兼用アリーナ以上が必要。
する施設と観る施設を分けて設置するか、

する利用と観る利用の両立をする兼用アリーナが必要。



ステップ２

スポーツ型アリーナかコンサートホール型アリーナか



アリーナはコンテンツ（スポーツとコンサート）の割合に応じて観客席の配置を設計すべき
※下記 はフロア、 は、観客席を現した概念図。

コンサートの割合大 スポーツの割合大
スポーツ100

コンサート100 コンサート0

スポーツ0

コンサートホール型アリーナ 多機能型アリーナ スポーツ型アリーナ

ステップ２

コンサート等のコンテンツを想
定して設計。
フロアの反対側に客席が無い。
例 First Direct Arena
(英国リーズ）パナソニックア
リーナ（枚方）等

スポーツコンテンツを想定して
設計。
フロアを囲むように客席を配置
例 Madison Square
Garden(米国）横浜アリーナ
等

スポーツコンテンツとコンサートの両方を想定して設計。
フロアを囲むように客席を配置するが、コンサート等のコンテンツを
想定し、フロアを中心からずらして配置することで、「死に席」を減
らす。ずらす方向でコンテンツの割合が異なる。
例 ゼビオアリーナ(仙台）（コンサート≦スポーツ）
新・横浜文化体育館（横浜）（コンサート≧スポーツ）等

コンサート≧スポーツ コンサート≦スポーツ



• 現状の割合ではなく、施設が建設後、使用される50年～70年間に「あるべき」割合を決める。

• 「割合」が重要なので、「多様な」等の抽象的表現ではなく、具体的数値で決める。

• グレーゾーンをもたせることも可だが、大きすぎると設計に悪影響を及ぼす。

• 割合に幅をもたせることも可だが、大きすぎれば設計に悪影響を及ぼす。

• 50年から70年をいくつかの段階に区切って割合を設定することも可だが、設計への影響を考えるべき。

• コンテンツの割合は「公」と「私」の割合にも通じる。「収益」部分は「私」に通じる。アリーナの収益性だけ
を追求すべきか？それとも「公」部分をどこまで持たせるのか？がまずは検討が必要。

• 特に地元スポーツチームを持つ。あるいは今は無いが50年から70年の間に欲しい。と言う意思が自治
体にあるかないか？によって、上記の割合は大きく影響を受ける。まずは、この点だけははっきりしておくこ
とが必要。

ステップ２

アリーナはコンテンツ（スポーツとコンサート）の割合に応じて
観客席の配置を設計すべきことを理解すれば

まずは、施設に望まれるコンテンツの割合を決定することが必要



ステップ３－１

運営事業者

意見をどうやって設計に反映させるのか？



運営事業者が意見を反映させるタイミングはいつか？

ステップ３

Ａ 計画段階から

要求水準でアリーナの基本方針

が決まるため、この段階で入る

ことが望ましい。

しかしながら特定の企業を優遇

することになるため、先に決め

るケースはほとんどない。

Ｂ 入札段階から

入札グループの１員として入札

に参加し、運営事業者として提

案に意見を反映。

しかしながら複数のグループが

組成される場合、どのグループ

に入るのか？グループが敗退し

た場合、事業者になれない。

Ｃ 事業者決定後

既に要求水準も入札提案も、済

んでしまっており、ヒアリング

は受けているかもしれないが、

必ずしも意見が反映されている

保証はない。

要求水準書決定 入札・事業者決定



Ａの段階で決める「運営管理予定事業者方式」
事例「箕面市新文化ホール運営管理予定事業者の募集」

ステップ３



Ａの段階で決める「サービスプロバイダ方式」
事例 「西尾市公共施設再配置事業」

ステップ３



Ｂ、Ｃの段階で決める「代表企業スイッチ方式」
事例「女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業」

ステップ３



ステップ３－２

運営事業者

アリーナの運営は3階層



運営事業者における役割の3階層を理解する

コーディネート

有料コンテンツ

コンサート スポーツ

無料コンテンツ

市民利用

有料無料の割合、優先度を決
める。
公的な委員会で決めるケースも
あり。

有料コンテンツ内でのコンサート、
スポーツの割合、優先を決める。
「プロデュース」の役割

具体的な個別コンテンツの運営
を担う。

ステップ3



運営事業者３階層を全て1社で行う必要は無い。
求められるコンテンツに合わせた様々な組み合わせを選択すべき。

コーディネート

有料コンテンツ

コンサー

ト
スポーツ

無料コン

テンツ

市民利

用

コーディネート

有料コンテンツ

コンサー

ト
スポーツ

無料コン

テンツ

市民利

用

コーディネート

有料コンテンツ

コンサー

ト
スポーツ

無料コン

テンツ

市民利

用

コーディネート

有料コンテンツ

コンサー

ト
スポーツ

無料コン

テンツ

市民利

用

１市民利用日の確保 ２コーディネート階層の分離 ３スポーツ中心 ４３階層分離

ステップ３



運営事業者３階層の役割や選択肢を理解すれば、
ステップ2で決めた施設として理想のコンテンツの割合を

実現させる運営事業者を選択する方法を検討することが必要

• 「運営事業者」にどの役割を果たさせるのか？どこまで「自治体」が関与するのか？

• 「運営事業者」に期待する役割は「収益」だけか？

• 前掲２、４のような選択肢をとれば、「運営事業者」を「地元スポーツチーム」に限定する必要はなく、
「運営事業者」と「地元スポーツチーム」を分離することも可能。

• 場合によっては、「運営事業者」に「地元スポーツチーム」育成を義務として負わせる条件も検討。

• 「運営事業者」については、この後で述べる「時間軸」の考え方や、「ファイナンス」面でも重要なポジショ
ンであるので、「PFI」等の施設設置システムの選択肢にも影響を与える。

• 「地元スポーツチーム」を「運営事業者」にすると、上記「ファイナンス」で不利、あるいは「不可」のケース
がある。

ステップ3



ステップ３－３

運営事業者をいつ選定するか？



運営事業者における役割の時系列段階を理解する

ステップ３

コーディネート

構想

設計段階

プロデュース

ファイナンス

建設段階

運営

運営段階

入札・事業者決定 完成・供用開始



運営事業者における時系列段階を理解すれば、
ステップ３における運営事業者を含む事業者組成システムの選択肢が広がる

• ステップ3で説明したように「運営事業者」には、3階層の役割があり、かつ、その役割は、前項で示した
ように、時系列段階で必要とされる役割が異なる。

• 従来の「PFI」を適用した「運営事業者」を選定すると、「入札時」に「設計」「建設」「維持管理」といっ
た他の事業者と同時に選定することになる。それでは、「構想・設計」段階での「コーディネート」の役割
が果たせない。

• 「コーディネート」の役割を果たす事業者と「プロデュース」「運営」の事業者を別企業にする組成システ
ムや、従来の「PFI」ではなく、「予定運営事業者」を入札前に別途選定し、入札後にSPCに組み込む
選択肢などを検討する必要がある。

• 官民が一体となって、良いアリーナを建設し運営することは、まだ日本でも始まったばかりであり、様々な
チャレンジが行われてしかるべきであり、そのチャレンジを知見として共有することで、より良いアリーナの建
設・運営につながっていくはずである。

ステップ３



運営事業者2段階選定方式
（コーディネート事業者とプロデュース事業者に分けて運営事業者を2者選定する）

ステップ３

コーディネート

要求水準作成を建設コンサルタント

と協力して行う。

供用開始後は、利用者調整やモニ

タリングを行う。

プロデュース

従来の運営事業者として、運

営業務を行う。

入札グループの一員として競合

入札する。

入札・事業者決定


