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一般社団法人アリーナスポーツ協議会 設立に寄せて

　文部科学省スポーツ・青少年企画課長の今里譲様より、一般社団法人アリーナスポーツ協議会の
設立に際してご期待の言葉を頂いております。

　このたび、スポーツを愛する企業関係者等多くの皆様の発意により、「アリーナスポーツ協議会」
が発足いたしましたことは、スポーツを推進する私どもとしても誠に喜ばしく、御尽力された関係
者の皆様方に心より敬意を表する次第であります。
　さて、本協議会では、バスケットボールやバレーボールをはじめとするアリーナスポーツに着目
し、プロ・アマといった従来の伝統的な垣根を乗り越えたスポーツ競技について、「する」「支える」
にとどまらず「観る」人にとって魅力あるスポーツ環境の実現を目指すものと伺っております。
他方、平成 23年 6月に成立したスポーツ基本法では、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む
ことは全ての人々の権利であり、全ての国民が日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しむこと
ができる機会が確保されなければならないとしております。
　また、これを受けて文部科学大臣が平成 24年 3月に策定したスポーツ基本計画でも、トップレ
ベルの競技大会やプロスポーツの観戦等、スポーツを「観る人」にも着目し、人々が生涯にわたっ
てスポーツに親しむことができる環境を整えるものとしております。
　私は、こうした動きを進めるため、スポーツ団体や民間の方々との連携・協働が不可欠であり、
協議会による現状調査・発信等の活動は、誠に時宜を得た意義深いものと考えております。本協議
会におかれては、今後、我が国のスポーツの発展の担い手として、幅広く御活動いただきたいと思
います。
　最後に、本協議会の活動が、我が国のスポーツの振興に資するものとなることを祈念しまして、
私からの御挨拶とさせていただきます。

文部科学省スポーツ・青少年企画課長
今里　讓
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　2012 年、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ
計画的に推進することを示したスポーツ基本計画が策定され、我が国におけるスポーツ環境の整備
は、国家的課題として位置づけられています。スポーツ庁の設置検討や「する」スポーツ、「観る」
スポーツ " 支える " スポーツ、それぞれの振興が各省庁、競技団体、関連企業によって推進されて
います。
　このような背景のもと、日本と米国のスポーツ観客数を比較すると、アリーナスポーツにおける
日米の観客数の差は依然として大きなままであり、「観る」スポーツのため環境整備は必要不可欠
な課題であり、行政・民間を問わず、具体的な施策の必要性が増しています。
　一方で、体育施設・アリーナを利用する各競技団体の意見を集約する機構が存在せず、また建設
側である関連企業はそのノウハウを提言する機会が極めて少ないことが、結果として「観る」スポー
ツとしてのアリーナスポーツの発展を阻害する要因となっていると考えます。
　このような現状を打破し、「観る」スポーツ、さらには「魅せる」スポーツとしてのアリーナスポー
ツをより一層振興することが本協議会の設立の趣旨であります。
　短期的には、日本におけるアリーナ環境の現状調査、現在のアリーナに対する競技団体の意識調
査などを実施、日本のアリーナスポーツ環境の課題点・改善点を明確にしていきます。中長期的に
は産学官が連携したアリーナスポーツ環境の整備全般に関する提言、実践を行います。
　スポーツを愛する方々、スポーツの発展に力を尽くしたいとお考えのみなさまにお集まり頂き、
ご協力をお願いする次第です。

一般社団法人アリーナスポーツ協議会　代表理事 
慶應義塾大学　湘南藤沢キャンパス　政策・メディア研究科　教授

村林　裕

代表理事 挨拶



（１）利用者みんなが幸せになるアリーナ /体育館の整備
　戦後の国民体育大会や 1964 年の東京五輪をきっかけにスポーツが盛んになり、全国にアリーナ
/ 体育館が整備されてきました。40 年が経過し、耐用年数や、耐震基準の問題から多くの建物が建
替えのタイミングを迎え、50～ 80箇所、新設あるいは建替えの計画があるといわれています。
　アリーナ / 体育館を観客席数の規模別に考えてみますと、12,000 ～ 15,000 席以上の観客席を備
え世界大会の決勝が開催可能な大規模アリーナ、8,000 席程度の観客席を備え国際大会や国内大会
の決勝が開催可能な中規模アリーナ、4,000 席程度の観客席を備え V リーグ・F リーグ・bj リーグ
あるいは WJBL といった国内トップレベルスポーツの本拠地として使用できる小規模アリーナ、
2,000 席以下でスポーツを「観る」ことよりもスポーツを「する」ために重きをおいた体育館に分
類できます。
　残念なことに、何十億円も資金が投入され新築された最新鋭のアリーナ / 体育館が、トップレベ
ルスポーツの試合運営には利用しにくい、さらには利用できないケースもみられます。
　たとえば、観客席数でいえば、V リーグ・F リーグ・bj リーグが希望する観客席数が 2,000 ～
3,500 席以上にもかかわらず、新築されたアリーナ /体育館が、1,500 席程度のために、これらトッ
プレベルのリーグの開催基準を満たしていないケースが多くみられます。
　また、観客席数があっても、プレイエリアから遠く離れた 2 階に観客席があるだけで、間近でプ
レイを観ることができないだけでなく、ぽっかりと空いた空間が雰囲気を白けさせるアリーナ / 体
育館も多く存在します。
　空いた空間には「仮設スタンド」を組んで「仮設席」を設置することが可能ですが、設置、撤去
の費用は莫大で、運営団体の収益を圧迫する要因となっています。つまり、「仮設席」ではなく、
常設の「可動席」を設置しておく必要があります。
　Jリーグが「スタジアム検査要項」を作り、その後、JFA が『スタジアム標準』を作ったことで、Jリー
グの試合運営が可能なサッカー場や陸上競技場の整備が日本中で進みました。しかし屋内競技では
同じような「アリーナ標準」が存在しないために、わが国のアリーナ / 体育館は、それぞれの建設
団体（主に自治体）の個別のヒアリング、さらに建設費最優先の判断による設計が行われ、必ずし
も選手、観客、そして運営側にとって幸せなアリーナ /体育館とはなっていないと考えています。
　アリーナスポーツ協議会では、アリーナ / 体育館利用の各競技団体の要望を最大公約数としてま
とめることで、観客を含めた利用者みんなが幸せになる日本の「アリーナ標準」を示し、日本のアリー
ナスポーツ環境の充実向上を図ってまいります。
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（２）トップレベルのスポーツを観戦による草の根のスポーツ振興
　日本のアリーナ / 体育館を利用者すべてが幸せになるものにすることを訴える理由のひとつとし
て、戦後からこれまで「トップレベルスポーツの利用ではなく、（一般の）市民利用を促進したい」
という考えを限られた財源のなかで優先的に選択してきた結果、市民がスポーツを「する」幸せは
実感できても、スポーツを「観て」楽しむ豊かな生活には対応できていなかったことが挙げられます。
　より多くの人が生涯にわたってスポーツを楽しむ社会をつくるために、スポーツを「観る」楽し
さを充実させることが必要です。そもそもスポーツを「する」楽しみも学校体育や部活動で身につ
けていくだけではなく、「スポーツを観戦した」経験が「する」楽しみへとつながり、より深いスポー
ツ体験へといざなうのではないでしょうか。多くの人が、スポーツをアリーナ / 体育館やテレビで
観たあとでそのスポーツを「始めたい」とは思うことがあるのではないかと思います。
　実際、Jリーグができてから、サッカーのトップレベルのプレイを観る機会が飛躍的に増え、サッ
カーへの関心の高まりから日本のサッカー競技者は年々増加し、ついには、野球の競技者数とほぼ
同じになりました。
　「トップレベルのスポーツ」を身近で観られる環境が、「健康のための」スポーツをする人を増や
す要因にもなるのです。
　アリーナスポーツは、トップレベルスポーツのチーム運営費用が数億円レベルであり、数十億円
といわれる J リーグ、100 億円を超えるチームもあるプロ野球に比べるとリスクが低いビジネスで
すし、小規模なコミュニティでも運営可能なスポーツといえます。言いかえれば、プロ野球や Jリー
グのクラブを抱えることの難しい人口の少ない地方都市や、大都市エリアでも「区」や「市」といっ
たより小規模なエリアで「おらがチーム」をもち、「観るスポーツ」を提供し、コミュニティの拠
点とすることが可能です。
　アリーナスポーツ協議会では、日本全国に 3,000 ～ 5,000 の観客席を持つ小規模・中規模アリー
ナを作ることで、多くの人がトップレベルのスポーツを身近に観戦し、そして豊かな草の根のスポー
ツ活動を振興していきたいと考えています。



（３）スポーツ幸福指数
　表１は、2012 シーズン（秋春制のリーグは 2011-12 シーズン）における観客数を人口で割った
ものです。この「観客数 /人口」を「スポーツ幸福指数」としました。なぜなら、「スポーツを観る」
という行為は、経済的、精神的余裕があり、かつスタジアムやアリーナといった社会資本も充実して、
はじめてできることであり、その状態はスポーツを通じて「幸福」な状態であると推測されるから
です。
　この「スポーツ幸福指数」を国別、地域別で見ていくと大変興味深い結果が出るのですが、ここ
ではその中で、日本とアメリカにおける種目別の「スポーツ幸福指数」の違いについて注目しました。
そのスポーツが行われる「場」について考えると、「野球＝野球場」「サッカー・アメリカンフットボー
ル＝スタジアム」「バスケットボール・アイスホッケー・バレーボール等＝アリーナ /体育館」とし
て比較してみました。（表 2）
　「野球場」「スタジアム」におけるスポーツ幸福指数は、日本はアメリカより低いものの、ほぼ同
程度の割合であるのに対して、「アリーナ /体育館」におけるスポーツ幸福指数は、日本がアメリカ
に比べて著しく低いという結果です。
　野球・サッカー・アメリカンフットボールがほぼ同じ割合であるために「スポーツへの興味＝観
戦意向」に大きな差があるとは考えにくく、この差は、日本とアメリカにおける社会資本の差＝「ア
リーナ /体育館」の整備状況の差であると考えられます。
　日本でも、アメリカと同レベルの「アリーナ」が整備されれば、野球・サッカー・フットボール
と同様に、アリーナスポーツが多くの観客を集めることが可能なのではないでしょうか。
日本が、アリーナ /体育館の競技においてもアメリカや世界と並ぶスポーツ幸福国になるためには、
トップレベルのスポーツと市民の草の根のスポーツをつなぐスポーツ観客数を増やすことがポイン
トと考えます。
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表２　メジャースポーツ年間観客数比較表 1　日本のスポーツ観客数／人口比

　　　日本の人口 126,659,683 人として算出

　観客数 人口比

セリーグ 11,790,536 9.31%
パリーグ 9,579,690 7.56%
計 21,370,226 16.87%

J1 5,375,300 4.24%
J2 2,681,881 2.12%
計 8,057,181 6.36%

ｂｊリーグ 764,712 0.60%

Ｖリーグ 419,368 0.33%

Ｆリーグ 231,355 0.18%

30,842,842 24.35%

プロ野球

サッカー

スポーツ合計

日本 米国

野球場

スタジアム

アリーナ 1.5％（約180万人）

6.7％（約800万人）

17.5％（約2100万人） 24.1％（約7500万人）

7.4％（約2300万人）

13.5％（約4200万人）

人口 １．２億人 ３．１億
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（４-１）理想のフロアサイズ
　それでは、理想のアリーナ /体育館とは、どういったものなのでしょうか？
　わが国における「体育館」の設置基準は、文科省の「整備基準」＝日常生活圏域における体育・スポー
ツ施設の整備基準 (1972)＜体育・スポーツの普及に関する基本方針について＞( 保健体育審議会昭
和 47 年度答申 ) や平成元年 11 月に「21 世紀に向けたスポーツの振興方策について」答申があり
ます。そこでは、都道府県・市町村がスポーツ施設の計画的な整備を図るに当たっての参考となる
指針として
　　A　地域施設―地域体育館：床面積 720 ㎡程度
　　B　市区町村域施設－総合体育館：床面積　3,000 ㎡以上
　　C　都道府県域施設―総合的な競技施設：公式競技ができる
とされていています。
　また、国民体育大会の施設基準では、種目に応じてフロアサイズが決められていますが、バスケッ
トボール、バレーボール、体操、バドミントン、卓球、ハンドボール等の各種目の会場基準を全て
満たすサイズは、ハンドボール 1面の場合は、長辺 50ｍ×短辺 38ｍ、ハンドボール 2面の場合は、
60ｍ×46ｍになります。将来的に国体の会場としても稼働させたいと考える場合は、最低でもこ
のフロアサイズが必要とされます。
　市区町村域施設の総合体育館であれば、床面積 3,000 ㎡以上とするために、840 ～ 1,000 ㎡程度
のサブアリーナを用意することが求められます。



（４-２）理想のフロアサイズに見合う観客席
　それでは、それらのフロアサイズに見合う観客席は、どのようなものでしょうか？
　残念な事に、これらのサイズのアリーナ / 体育館において、観客席が全て 2 階以上にあり、フロ
ア面の観客席は移動式椅子のみで、広大な空きスペースが存在するまま大会を運営するケースが多
く見られます。これでは、観客は、はるか離れた 2 階席から、広大な空きスペースの向こう側でプ
レイしている試合を観ることになり、「スポーツを観る」環境が整備されているとは言い難い状況
です。
　可動式観客席は、普段「スポーツをする」体育館が、「スポーツを観る」アリーナに変身するた
めには、必要不可欠です。「スポーツをする」ための環境を整えることも重要ですが、同じように「ス
ポーツを観る」ための環境を整えることが必要なはずです。
60ｍ×46ｍであれば、コートの４方に可動式観客席（ロールバックチェア）を配置することが可
能です。（図１）
　図 2 は、長辺 50ｍ×短辺 38ｍにおける可動式観客席の設置位置例です。同じく図３は、同じフ
ロアサイズで、バスケットボールならびにバレーボールコートを縦置きにした場合の可動式観客席
の設置位置例です。通常は、図 2 の設置が一般的ですが、図 3 の方が、可動式観客席の設置数を多
くすることができます。
　可動式観客席の段差は、20～ 25 ㎝が標準です。可動式観客席が、体育館フロア面だけでなく、
2階からもアクセス可能なものにするためには、2階フロア面が一般的な3ｍの高さを持つとすると、
10～ 12 段の観客席の段数が必要であるため、図 1 の設置方式ですと、サイドライン沿いの観客席
の段数が不足し、2 階からのアクセスができません。2 階からのアクセスを可能にするためには、
片側に寄せる（図 2B）工夫や、段差を 40cm程度とする特注仕様の可動式観客席が必要になります。
　図 3 の問題は、バスケットボール、バレーボールの会場としては可動観客席の最大化を図ること
ができますが、コートを縦置きにできないハンドボール、フットサルの会場としては観客席の設定
がうまくできないという点にあります。
この問題の解決策は、短辺を 44ｍにすることで、ハンドボール、フットサルコートの縦置きが可
能になります。（図 3B）
　いずれにしましても、現在可動式観客席を持たない体育館でも可動式観客席を備えることで、
1,000 ～ 1,500 席程度の観客席をフロア面に作ることができ、2 階、3 階の客席とあわせて 3,000
席以上の観客席を用意することができます。
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図１　　アリーナサイズ：長辺６０ｍ×短辺４６ｍ　バスケットボール１面：ヨコ

　　　　総席数：２１６０席　２階からのアクセス：あり

図２　　アリーナサイズ：長辺５０ｍ×短辺３８ｍ　バレーボール１面：ヨコ

　　　　総席数：９６０席　２階からのアクセス：なし

図３　　アリーナサイズ：長辺５０ｍ×短辺３８ｍ　バレーボール１面：タテ

　　　　総席数：１４４０席　２階からのアクセス：あり

図２Ｂ　アリーナサイズ：長辺５０ｍ×短辺３８ｍ　バスケットボール１面：ヨコ

　　　　総席数：１０８０席　２階からのアクセス：あり（長辺方向のみ）

図３Ｂ　アリーナサイズ：長辺５０ｍ×短辺４４ｍ　フットサル１面：タテ

　　　　総席数：１４４０席　２階からのアクセス：あり



（４-３）可動式観客席の可能性
　（４ -２）では、フロア面での可動席の配置を考えましたが、2 階以上での観客席の設置を考える
必要があります。階上の観客席から、手前のエンドライン、サイドラインが見えるためには、前の
座席に遮られない高さと距離（傾斜）が必要になります。
　図 1、図 2 であれば、各方向に十分な距離と高さを取ることが可能ですから、どちら方向にも観
客席を作ることが可能です。
　図 3 の場合は、エンドライン方向に距離が取れませんから、長辺方向に観客席は作れません。し
かしながら、冒頭に述べましたように、必要な観客席数は 3,000 ～ 5,000 席ですから、2 階に必要
とされる観客席数はフロア面に可動席が 1,500 席取れるのであれば、2階でも、短辺方向に 750 席
ずつの観客席があれば良いので、比較的簡単に設置可能です。
約 5,000 席程度のアリーナを想定した際に、競技スペースとしてのフロア面積が 3,000 ㎡程度を考
えるのであれば、図１に設定し、競技スペースとしてのフロア面積が 2,000 ㎡程度であれば、図 3（ま
たは図 3B）を想定できます。
ここでは、簡単な設置概念を提示しているだけですが、今後、建築会社や設計会社が、工夫を凝ら
した設計をしていただけるようにお願いをしてまいります。
　ところで、2階以上の観客席を「固定席」とすることは、「スポーツを観る」ことに関して言えば、
メリットがあります。しかし、普段は「スポーツをする」 時々「スポーツを観る」という施設にお
いては、観客席を固定するメリットはありません。
　2 階以上の観客席についても、可動式観客席の設置を検討することをお勧めします。とくに、最
新型の可動式観客席では、可動方向が逆のタイプもあり、普段は、可動式観客席を仕切り壁として
利用し、2階のスペースを有効活用しているケースもあるようです。
　可動式観客席を据え置き電動タイプにすることで、観客席の設置時間を短縮し、「スポーツをする」
ことと「スポーツを観る」ことが両立できるようにすることも必要です。従来の可動式観客席は、
普段は、倉庫に収納し、前日からイベント・試合実施時に倉庫から出して設置するため、設置に時
間がかかり、イベント・試合開催時には、市民の一般利用ができないなどの制約がかかります。
　これを据え置き電動タイプにすることで、設置時間が大幅に短縮され、夜のイベント・試合開催
時にも、午後 2時～ 3時ぐらいまで体育館の一般利用が可能となります。

９

理想のアリーナ /体育館を考える

Calvin College　の２階席　観客席使用 Calvin College　可動式観客席が仕切り壁となっている



◆今後の検討課題
一般社団法人アリーナスポーツ協議会では、各競技団体・企業会員と連携し、「観客席」以外にも 「試
合関係者関連」「メディア関連」「ホスピタリティ関連」「電力・照明等設備関連」などの課題に関
して検討を行い、日本の「アリーナ標準」策定のための活動を推進していきます。
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（５）スポーツを「する」体育館とスポーツを「観る」アリーナ
　「スポーツをする」ことと「スポーツを観る」ことを両立させ、トップレベルのスポーツ観戦を
草の根のスポーツの振興につなげていき、観客を含めた利用者みんなが幸せになるアリーナ / 体育
館を整えることは、これからのわが国にとって必要不可欠な考え方であり、わが国の工業技術をもっ
てすれば達成不可能なことではありません。
　このように、「するスポーツ」と「観るスポーツ」が両立するアリーナ /体育館が日本に数多く存
在することになった時、アリーナスポーツの観客数は飛躍的に増加し、スポーツ幸福指数の高い、
活力溢れる社会が実現すると考えております。

　アリーナスポーツの観客数は、
「1試合当たり平均観客数」×「年間開催試合数」×「アリーナ /体育館の数」と考えられます。
・1試合当たり平均観客数：2,000 ～ 2,500 人　
bj リーグ、F リーグ等のチームの経営状況から推測するに、1 試合当たりの平均観客数が
2,000 人を超えると安定したチーム経営が可能といわれています。
・年間開催試合数：50～ 100 試合　
各リーグの年間ホームゲーム開催数は、20～ 30 試合ですから、アリーナ / 体育館を本拠地と
するチームが 2～ 4チームで、年間 50～ 100 試合のホームゲーム開催が可能です。
・3,000 人を収容する国内アリーナ数：50～ 100 ヶ所　
1試合平均観客数 2,000 人以上を可能にするためには 3,000 人以上の小規模アリーナが必要で
す。全国の政令指定都市・中核市・特例市のうち 50～ 100 ヶ所が小規模アリーナを所有し、
アリーナスポーツを運営することによって、日本全体でのアリーナスポーツ全体の観客数は、

「1試合当たり平均観客数」×「年間開催試合数」×「アリーナ /体育館数」
＝2,000 ～ 2,500 人×50～ 100 試合×50～ 100 か所＝500 万人～ 2,500 万人となります。

　一般社団法人アリーナスポーツ協議会は「アリーナ標準」策定を通じ、アリーナスポーツ環境の
整備を推進し、年間観客数 1,000 万人を目標として活動してまいります。



発行者：一般社団法人アリーナスポーツ協議会
発行責任者：村林裕
写真素材協力：コトブキシーティング株式会社

【問い合わせはこちらまで】
一般社団法人アリーナスポーツ協議会事務局（担当：川西康之）
〒150-0036　東京都渋谷区南平台町 2-17　日交渋谷南平台ビル 5階
TEL：03-5428-3312
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