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本アリーナ標準は、公益財団法人日本サッカー協会が、

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

2010 年に発行した「スタジアム標準」をもとに、V リー

ポーツ環境の整備は、国家的課題として位置付けられてい

ナのあるべき姿を話しあって示したものです。

グ、F リーグ、WJBL、ｂｊリーグの各競技団体が、アリー

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

2020 年の夏季オリンピックの東京開催が決定しました。

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、

前回 1964 年の東京オリンピックは、日本においてスポー

このような背景のもと、日本と欧米、あるいは韓国など

部の人のものであったスポーツが、
オリンピックを通じて、

ツの大衆化という大きな影響を与えました。それまで、一

競技団体、関連企業によって推進されています。

多くの人の関心を呼び、自らがスポーツを行って楽しむ。

のスポーツ観客数を比較しますと、人口当たりのアリーナ

という運動会の隆盛や、スイミングクラブの創設など現在

スポーツの観客数の差は歴然としており、
「観る」スポーツ

の日本のスポーツ文化の礎となったのです。

のためのアリーナ環境整備は必要不可欠な課題であり、行

2020 年の東京オリンピックも同様に、日本にとって再

政・民間を問わず、具体的な施策の必要性が増しています。

び大きな影響を与えることでしょう。
私たちはこの機会に、

一方で、体育施設・アリーナ施設を利用する各競技団体

の意見を集約し、または建設側である関連企業はそのノウ

「スポーツをする」
「スポーツを観る」
「スポーツを支える」

る」が両立する施設整備が進まず、結果として日本におい

れが連関し連動することで、持続可能なスポーツ文化を日

というそれぞれの活動を盛んにするだけではなく、それぞ

ハウを提言する機会が極めて少ないことから、
「する」
と
「観

本に根付かせることができると信じています。

て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

単に「スポーツをする」という競技的な結果を求めるだ

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

けでなく、「スポーツを観る」ことで、コミュニティの絆

に、V リーグ、F リーグ、WJBL、ｂｊリーグの各トップ

を観る」
人の支払うお金が、
「スポーツを支える」
ことになっ

を深め、観戦料やマーチャンダイジングなどの「スポーツ

「魅せる」スポーツとしてのアリーナスポーツ振興のため

て、持続可能なスポーツ文化を育んでいく社会を目指して

レベルリーグを会員にアリーナスポーツ協議会を設立しま

います。

した。

そのためには、
単なる「スポーツをする」
「スポーツを観る」

まずは、
「する」と「観る」が両立し、より「魅せる」アリー

「スポーツを支える」施設が別々に存在するのではなく、ア

ナを日本全国に造っていくために、日本のアリーナのある

リーナがコミュニティのシンボルとなって、
「する」
「観る」

べき姿を「アリーナ標準」として示しました。

「支える」の中心として存在することが鍵になります。

アリーナスポーツを通じて、より豊かなスポーツ文化を

本標準は、各リーグの希望をまとめたもので、各リーグ

持つ社会が実現するための一助となれば幸いです。
一般社団法人

の開催必要条件ではありませんが、新しくアリーナを建設

する際や改修の際の要求水準として使っていただく事で、

アリーナスポーツ協議会
代表理事

村林

「スポーツをする」選手「スポーツを観る」観客、
「スポー

裕

ツを支える」運営関係者、そしてそのアリーナ周辺の地域
住民やコミュニティにとって、アリーナスポーツが誇るべ
き文化として存在することを心より願っています。
一般社団法人
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スポーツの意義とアリーナに求められる役割

の為に朝から「市民利用」ができなくなるために、
「市民利用」
「観
るスポーツ」双方に制限をかけていたケースがありましたが、そ
れらもこうした技術の進歩で、土日に双方の利用が促進されます。
さらに当たり前のように固定席が設置されている 2 階部分も可
動式観客席にすることで、新たなスペースが生まれ、さらなる市
民利用を促進させることが可能です。
このように僅かな工夫で「スポーツをする人」だけが利用する
フィットネスジムや練習コートを「スポーツを観る人」
「スポーツ
を支える人」も利用できる「アリーナ」として作り変えることも
可能ですし、
「スポーツを観る人」を意識した小規模アリーナでも、
「市民利用」を更に促進させることが可能です。
一部の人だけが利用するフィットネスジムや練習コートではな
く、たくさんの人が、様々な形でスポーツに親しむ「小規模アリー
ナ」が求められています。

1-1 スポーツはコミュニティのシンボル
スポーツは、
「スポーツをする人」の健康に寄与するだけでなく、
「スポーツを観る人」、「スポーツを支える人」の存在によって、コ
ミュニティのシンボルとしての機能を持ちます。
「スポーツに親しむ」という行為は、「スポーツをする」という
行為だけでなく、「スポーツを観る」「スポーツを支える」という
行為も含めたものと考える必要があり、それぞれが有機的に関連
しています。たとえば、優れたプレイを観ることは競技力を向上
させ、さらに「スポーツをする」きっかけや、モチベーションを
高めます。
特に「ホームチーム」の存在は、
「スポーツをする人」と「スポー
ツを観る人」「スポーツを支える人」がひとつのコミュニティとし
て絆を深めさせます。
1-2 アリーナはコミュニティの中心
アリーナが、「スポーツをする」だけでなく、
「スポーツを観る」
「スポーツを支える」拠点となることで、コミュニティの中心にな
ります。
野球（NPB）やサッカー（J リーグ）は、1 試合あたりの観客数
が「万人」単位で設計されているため経費もかかり、大規模なコミュ
ニティ人口が存在しないと運営できません。それに比べて、バス
ケットボール、バレーボール、フットサルと言ったアリーナスポー
ツは、1 試合当たりの観客数が「千人」単位で設計されているので、
必要とするコミュニティ人口や運営の経費が少なくてすみ、小規
模のコミュニティ人口でも運営が可能です。
プロ野球のフランチャイズや J リーグのホームタウンを持つこ
とのできない小規模な自治体や企業、学校などのコミュニティも、
シンボルとしてアリーナスポーツを持つことが可能なのです。
自治体はもちろん、企業や学校などのコミュニティが「ホーム
チーム」を持つことでコミュニティの絆を深め、アリーナが「ホー
ムアリーナ」となり、コミュニティの中心となることができます。

1-4 アリーナ建設の事業主体と運営主体
アリーナは自治体や企業、
学校によって建設されます。
「する」
「観
る」
「支える」が好循環するアリーナを作るためには、建設者及び
設計者はアリーナを利用、運営する組織と十分協議する必要があ
ります。
多くのケースでは地元の競技団体からヒアリングを行っていま
すが、それだけでは十分ではありません。地元の競技団体は、自
らが主催する競技会の運営を想定してヒアリングに答えます。そ
れは当然のことですが、それだけでは折角作る新しいアリーナで、
今までできなかった新たな大会やチームの誘致や催行の検討が疎
かになってしまう傾向があります。これらを主催する中央の競技
団体にもヒアリングができればいいのですが、なかなか調整が難
しいのが現状です。アリーナスポーツ協議会は、これらの競技団
体と自治体の橋渡しをする団体として設立しました。
また建設や施設管理において、PFI や指定管理者制度などの導
入によって、スポーツ関係者が直接関わることが可能になってい
ます。建設と管理運営の一元化、
または連携強化が行われることは、
好ましいことです。

1-3 求められる小規模アリーナ
既に地元にアリーナスポーツチームのある自治体は、観客席が
3,000 ～ 5,000 席の小規模アリーナの建設に積極的ですが、そう
でない自治体は、アリーナの利用に関して、「市民利用」という名
目での「一般開放」や特定の団体の利用が既得権のように語られ、
そのために観客席を使用する「観るスポーツ」の実施に制限をか
ける動きがあり、小規模アリーナではなく、観客席数 2,000 席以
下のフィットネスジムや練習コートを建設してしまう傾向があり
ます。その結果、後からホームチームを作ろうとしても観客席が
少ないために経営の見通しが立たず、ホームチームを作ることが
困難となってしまいます。結局「観るスポーツ」が育たないために、
「する」「観る」「支える」の好循環が生まれず、他の自治体に比べ
て、「するスポーツ」でも後塵を拝す、という悪循環に陥ってしま
います。
1-1 でも述べましたように、「する」「観る」「支える」は、有機
的に連動することが望ましく、「する」だけではスポーツの持つ力
を一部しか引き出すことができません。
例えば、フロアサイズが 1,800㎡程度で「市民利用」が前提の
体育館でも、可動式観客席を効率的に利用することで、フロアに
1,000 席以上の観客席数を用意することが可能で、2 階席とあわ
せて小規模なアリーナとして利用することは十分に可能です。
また、最新型の電動可動式観客席は、観客席の設置時間が 10
分程度と短く、「観るスポーツ」の準備にかかる時間が少なくてす
み、夕方からの試合の日でも昼ごろまで「市民利用」を行うこと
が可能です。これまでは、土日に「観るスポーツ」が入ると準備
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第2章

アリーナ建設の基本設計
―観戦者の往来による喧騒
―試合開催時以外の閑散化
②地域社会との関係
新アリーナ建設もしくは既存の施設を改修する際には地域社
会との関係を熟慮する必要があります。地域の代表者、アリー
ナを利用するスポーツ団体、地元商工業者などと早期に接触し、
話合いをする場を設けましょう。適切なコミュニケーションに
よって新アリーナが地域の根ざす有意義な施設になるはずです。
新アリーナは地域社会の財産であることを関係者間で共有する
ことが大切です。ホームチームは、
「スポーツを観る人」
、
「スポー
ツを支える人」の存在によって、コミュニティのシンボルとし
ての機能を持ちます。「スポーツに親しむ」という行為は、
「ス
ポーツをする」という行為だけでなく、「スポーツを観る」
「ス
ポーツを支える」という行為も含めたものと考える必要があり、
それぞれが有機的に関連しています。たとえば、優れたプレイ
を観ることは競技力を向上させ、さらに「スポーツをする」きっ
かけや、モチベーションを高めます。特に「ホームチーム」の
存在は、「スポーツをする人」と「スポーツを観る人」「スポー
ツを支える人」がひとつのコミュニティとして絆を深めること
ができます。

2-1 アリーナに求められる観戦環境
まず具体的な話に入る前に、アリーナに求められる環境につい
て、快適性、適合性、安全性について紹介します。
2-1-1 快適性
観客がスポーツを観戦できればよいというだけのアリーナでは、
今日の観客のニーズを満足させることはできません。寒い冬であれ
ば、暖房によってコートを脱ぐことができる、暑い夏であれば、クー
ラーで快適にいられるような調節可能なエアコンディショニングが
最低限必要です。また空腹時やのどが渇けばそれをいやすことがで
きる飲食サービスも必要でしょう。当然、予算によってアリーナの
規模や快適性は左右されますが、観客に快適な観戦環境を提供でき
るように配慮することで観客数の増加につながります。
①空調設備の必要性
夏は高温多湿、冬は積雪を経験する日本では空調施設は特に
重要です。観客が快適に観戦できる環境を提供するという観点
からエントランス広場からはじまる会場内はもとより、入退場
口付近でできる入場者の待機列についても配慮が必要です。
②飲食施設
これまで「する」スポーツを中心に整備されてきた日本の室
内スポーツ施設は飲食を禁止する事例が多くみられます。観客
が観戦しながら、のどを潤し、食事をして幸福感を味わえる環
境は観客の快適性に大きな影響を与えます。
③コートに近い観客席
アリーナの雰囲気を盛り上げ、観客にも試合への参加意識と
楽しさを味わってもらうためには、コートにより近い観客席を
設置することが必要です。今日ではコートの大きさに対応して
出し入れできる可動式観客席の設置が望まれます。

2-1-3 安全性
アリーナの計画は、いかなる状況においても、観客・選手・関
係者など利用者全ての人々の安全を確保することが最優先されま
す。地震・火災等の災害に関する建設基準と避難等の対応が必要
です。災害時に際して安全が確保されることと同時に、災害後に
緊急避難場所としてアリーナが機能することも考慮する必要があ
ります。
また、アリーナを利用する人々の中から、様々な急患が発生す
る可能性があります。そのための緊急医療体制が必要とされます。
担架、ストレッチャー、緊急車両等の動線確保にも留意した計画
が必要です。
既にいくつかの施設で実施されていますが、アリーナ内に病院
や鍼灸・マッサージ等の施設を常設するケースも検討する価値が
あります。上記の緊急医療体制の援けとなるだけでなく、日常的
にリハビリやコンディショニングといった視点でもアリーナの利
用促進につながります。
さらに日本ではみられませんが、興奮した観客による暴力行為
を未然に防ぐための対策も考慮する必要があります。

2-1-2 適合性
アリーナが建設されることによる周辺環境及び住民に及ぼす可
能性について調査、検討し、できる限り配慮をして、周辺の人々
の理解を得ることが重要です。
①周辺環境への適合性
周辺環境へのアリーナの適合性は、用地を選定する際の重要
な検討事項です。新アリーナ建設にあたっては、日常的に人が
集まる商業地区が好ましく、静かな住宅地域、交通の便が悪く
人が集まりにくい山林などは避けるべきでしょう。アリーナは
「スポーツをする」だけでなく、「スポーツを観る」「スポーツを
支える」拠点となることで、コミュニティ形成に寄与します。
1 試合あたりの観客数が「万人」単位で設計される野球（NPB）
やサッカー（J リーグ）は、建設費用やランニングコストが大き
く、それに見合ったコミュニティ人口が存在しないと運営でき
ません。それに比べて、バスケットボール、バレーボール、フッ
トサルと言ったアリーナスポーツは、1 試合当たりの観客数が
「千
人」単位あり、必要とするコミュニティ人口や運営の経費が少
なく、小規模なコミュニティ人口でも運営が可能です。プロ野
球のフランチャイズや J リーグのホームタウンを維持すること
ができない規模の自治体や企業、学校などの小さなコミュニティ
にも、その集団にとってシンボルとなるアリーナスポーツチー
ム／クラブを持つことが可能です。自治体はもちろん、企業や
学校などのコミュニティが「ホームチーム」を持ち、アリーナ
を「ホームアリーナ」として利用することで、それぞれのコミュ
ニティを確かめる中心的空間となることができます。
新アリーナの建設で生じる環境問題は、一般的に以下の通り
です。
―交通量の増加

2-2 アリーナ建設の戦略的判断
アリーナが急速に変化する市場のニーズに対応していくには、
立地条件、収容規模設計、環境への影響など、建設に先立って決
定すべきことが多くあります。
2-2-1 予算と施設水準
どれだけの予算を確保できるかが常にアリーナの規模と快適性
を左右するとはいえ、アリーナの計画に際しては、その初期段階
で検討すべき基本的な課題があります。
予算に制限がある場合でも、一時的な目的にかなった基本的な
アリーナであれば建設は可能です。ただし、全体的な構造が詳細
の改修に耐え、ニーズの増加に合わせて、費用効率の優れた方法
で改善できるものであるかどうか、という点に注意を払う必要が
あります。
こうした例としては、次のようなものが考えられます。
・コートが見やすく、サービス施設にアクセスしやすい場所に、
新たに観客席を将来的に設置できるか
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ンピック予選（男子）ワールドカップ（女子）などには 8,000 席
が必要とされます。
ホームチームのホームアリーナとしては、現在の日本における
アリーナスポーツリーグは、V リーグ（3,500 席以上が望ましい）
F リーグ、bj リーグ（2,000 席以上）とされています。
ホームチームの安定的な経営状態を保つためには、１試合当た
り 2,000 人以上の観客数が望ましいと言われており、そのために
はホームアリーナの観客席数は 3,000 席以上が必要です。
いずれのクラスの観客席数を持つアリーナを建設するのかに応
じて、必要な機能、設備が変わってきます。
日本において体育館は数多く存在しますが、その多くはフィッ
トネスジムや練習コートクラスの施設で、各クラスのアリーナが
不足しています。市町村レベルの自治体は、コミュニティの中心
として小規模アリーナを持つべきです。

・将来的に大型映像装置を設置する場合、観客席を削ることなく
設置可能であるかどうか
2-2-2 観客席数（規模）
アリーナの規模設定にあたっては、財源規模や敷地条件などの
制限を受けることになります。
まず、アリーナの観客席数に応じて、ホームチームのフランチャ
イズとしての機能だけで十分か、あるいは国際試合など、より高
いレベルの試合の誘致を想定するのかによって、観客席数の規模
がクラス別に決まります。
別表１にありますように、バスケットボールのワールドカップ、
バレーボールの世界選手権の開催には 15,000 席以上、フットサ
ルのワールドカップ開催には 12,000 席以上のアリーナが必要と
各競技団体で規定されています。
また、フットサルの大きな国際試合やバスケットボールのオリ

別表１）アリーナ/体育館のクラス別分類
観客席数
クラスＳ

大規模アリーナ

12,000
～
15,000以上

クラスA

中規模アリーナ

8,000程度

（6,000 ～ 11,999）

バスケットボール世界選手権
（男子予選ラウンド、
順位決定戦ラウンド）
バスケットボール世界選手権
（女子）
バスケットボールオリンピック世界最終予選
（男子）
（8,000以上）
、
フットサルワールドカップ決勝、
準決勝、
開幕戦以外
（8,000以上）

クラスB

小規模アリーナ

4,000程度

（2,000 ～ 5,999）

バスケットボール世界選手権
（女子予選ラウンド）
バスケットボールオリンピック世界最終予選
（女子）
バスケットボールユース世界選手権
（4,000以上）
バレーボール世界選手権予選
（5,000以上）
Vリーグ
（3,500以上）
Fリーグ、
ｂｊリーグ
（2,000以上）

クラスC

フィットネスジム

2,000以下

バスケットボール世界選手権
（男子）
、
バレーボール世界選手権
（15,000以上）
、
フットサルワールドカップ決勝、
準決勝、
開幕戦
（12,000以上）

アリーナの諸機能の関連性（機能配置と主要な動線）

観客
自動車

バス

鉄道
徒歩

徒歩・自転車

公共交通
（駅・ターミナル）

一般駐車場

ゲート・待機スペース
入場口・ゲート（セキュリティチェック）
コンコース・売店・飲食・トイレ等
客室入場チェック

観客エリア（座席）
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12,000

バスケットボール世界選手権
（男子）
、
バレーボール世界選手権
（15,000以上）
、
フットサルワールドカップ決勝、
準決勝、
開幕戦
（12,000以上）

大規模アリーナ
～
クラスＳ
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クラスA

中規模アリーナ

8,000程度

（6,000 ～ 11,999）

バスケットボール世界選手権
（男子予選ラウンド、
順位決定戦ラウンド）
バスケットボール世界選手権
（女子）
バスケットボールオリンピック世界最終予選
（男子）
（8,000以上）
、
フットサルワールドカップ決勝、
準決勝、
開幕戦以外
（8,000以上）

クラスB

小規模アリーナ

4,000程度

（2,000 ～ 5,999）

バスケットボール世界選手権
（女子予選ラウンド）
バスケットボールオリンピック世界最終予選
（女子）
バスケットボールユース世界選手権
（4,000以上）
バレーボール世界選手権予選
（5,000以上）
Vリーグ
（3,500以上）
Fリーグ、
ｂｊリーグ
（2,000以上）

クラスC

フィットネスジム

2,000以下

アリーナの諸機能の関連性（機能配置と主要な動線）

観客
自動車

バス

鉄道

一般駐車場

徒歩

徒歩・自転車

公共交通
（駅・ターミナル）

ゲート・待機スペース
入場口・ゲート（セキュリティチェック）
コンコース・売店・飲食・トイレ等
客室入場チェック

観客エリア（座席）

フロア

V
V
I
P

放送室・記者席

チーム関連諸室

・

運営進行関連諸室

関連諸室

ホスピタリティ
サービス

V
I
P

セキュリティ関連諸室
（警備・安全）

観客席

メディア関連諸室
（放送・プレス・カメラ）

ミックスゾーン

受付・セキュリティ
VIP・VVIP
関係者駐車場

試合関係者駐車場
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アリーナの諸機能の関連性（機能配置と主要な動線）

アリーナ諸機能配置イメージ
4Ｆ

一般客席

3Ｆ
一般客席

2Ｆ
売店・飲食店

トイレ

コンコース
売店・飲食店

記録室・場内放送室

VVIP
エリア

中継・放送関係諸室

VIP 席
コーポレート
ホスピタリティ

トイレ

トイレ
記者席
売店・飲食店

トイレ

売店・飲食店
コンコース

トイレ

売店・飲食店

VIP エントランスホール

備品保管庫

チーム
更衣室

管理
事務室

安全管理

ウォーム
アップ場

売店・飲食店

売店・飲食店

VIP 席
コーポレート
ホスピタリティ

売店・飲食店
トイレ

トイレ

1Ｆ

トイレ

大会運営
関係諸室
エント
ランス

チーム等
更衣室
ミックス
ゾーン

アリーナ正面
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⑥電力・照明等設備関連
観戦しやすく、さらにはテレビ放映に適した照明設備、これ
を安定的に支える電力供給などがあります。
⑦通信及びその他
その他の機能としては、通信設備、その他の諸室などがあり
ます。

諸室、諸設備の計画条件を提示する前にアリーナとして、必要
とされる機能や機能の関連性を把握することが必要です。
イベント開催時に必要とされる諸室、配備、システムが、イベ
ントを開催しない平時にも稼働できるように工夫しておくことで
アリーナ全体の稼働率を上げ、利便性が向上します。
3-1 アリーナの諸機能
アリーナの設計にあたっては、どのような諸室、配備、システ
ムが必要なのか、基本的な機能を把握するところから始めます。
3-1-1 必要とされる機能の大別
アリーナに必要とされる機能を以下の 7 つに大別します。
①フロア関連
アリーナスポーツを行うフロアは、試合を行うプレイエリア
だけでなく、ベンチやウォームアップエリア、カメラマンエリア、
さらには一部コートサイドシートという観客席を置く場合もあ
り、床の材質や耐荷重を検討する必要があります。
大規模・中規模アリーナのフロアは、通常の市民利用を前提
とした木床よりもコンクリート打ちっぱなしにして、その上に
競技・イベントにあわせて置き床でプレイエリアを設営する方
が合理的なケースがあります。
②試合関係者関連
試合関係者に関連した機能としては、選手などチームの利用
する諸室・設備、大会を運営・進行・管理に関わる関係者の諸室・
設備などがあります。大会のレベルによって、必要とする諸室
も大幅に変わります。想定する試合に対応した諸室スペースの
確保が必要です。
③メディア関連
アリーナスポーツにおいて、テレビ・ラジオなどの放送は重要
です。また、アリーナスポーツを支える情報発信として、新聞・
雑誌等などの各種メディアもまた重要です。これらメディアを受
け入れる諸室や彼らの活動に必要な設備を提供することが肝要で
す。なお、情報メディアの技術は日進月歩ですので、技術動向を
十分とらえて、無駄の無い設備計画を行うことが重要です。
メディア関係者の人数は、大会のレベルによって、極端に異
なります。想定する試合に対応できるメディア関係者の控えス
ペースの確保が重要です。
④観客関連
観客は試合だけを観に来るのではありません。観客はスポー
ツの試合を観ると同時に、共に応援する他の観客を観ることで、
コミュニティの絆を深め満足を得ます。そのためには、試合の
プレイエリアの間近から空きスペースの無い観客スペースが必
要です。
観客がリピーターとして何度も観戦に訪れるためには、快適
な観戦環境が必要です。観戦の為に上履きに履き替えることを
強要するなどはあってはなりませんが、それ以外にも背もたれ
つきの椅子、前後左右のスペース、通路、ドリンクホルダー等
の設備が観客席には必要ですし、観客席での飲食や長時間並ば
ずに済むだけの数が用意されたトイレや売店なども必要です。
観客席や動線計画において、健常者はもちろん、身障者も快
適に観戦できるように配慮することが必要です。
また、観戦を盛り上げる音響設備、大型映像装置など観戦に
関連する設備、機材が必要です。
⑤ホスピタリティ関連
諸外国ではホスピタリティが大きな収益事業となっています。
アリーナに導入される会議室機能等を VIP 席などホスピタリ
ティ施設として設けることで多様な収益源として施設計画に反
映させることができます。

3-1-2 導入すべき機能のクラス別必要性
3-1-1 であげた必要とされる機能等の分類に従い、アリーナの
試合開催レベルに対応した具体的な諸室、設備、システムについて、
クラス別の必要性を整理したものを、本書の最後に資料としてま
とめていますので、ご参照ください。
3-2 安全で効率的な動線
施設計画において、機能の配置は、人、モノの動き・流れを単
純化し、輻輳を排除するように計画してください。これにより、
運営管理がしやすくなりますし、安全管理面からも効果的です。
一般観客の動線とチームバス、関係車両、救急車などが輻輳せ
ずにアクセスできる安全な専用エリアを設けてください。
3-2-1 観客の動線
観客のアリーナへのアクセスは、鉄道、バス、自動車、自転車、
徒歩などがあります。郊外立地で公共交通が整備されていない場
合には、自動車への依存が高くなり、幹線道路へのアクセスや駐
車スペースの確保が重要となります。
「万人単位」で計画されるプ
ロ野球や J リーグと比べると「千人単位」のアリーナスポーツは
混雑の度合いは低くなるものの、十分に検討しておく必要があり
ます。
まずは、アリーナの外側に、アリーナでのイベントがわかるよ
うな懸垂幕、看板、ポスター、のぼり等が設置できるようにして
ください。観客がアリーナ内での満足を得るだけでなく、アリー
ナの外からイベントへの期待感を高める工夫によって、より大き
な満足を得やすくなります。イベントの観客に対しての告知だけ
でなく、通りかかった人たちへの次のイベントの告知としても効
果的で、アリーナの集客力を高めます。
動線については、十分な幅員、目線の高低や使用言語に関わら
ずわかりやすいサイン看板、照明等、安全かつ快適で分かりやす
いものにすることが必要です。
また、退出時に使用する出口は、一時的に複数の観客が通過で
きるような十分な幅を設けることが必要になります。一般入退場
口に観客が殺到しないように、事前に予防措置を講じる必要があ
ります。フェンスなどを設置して、観客を入退場口にスムーズに
誘導するやり方を考えられます。入場時は、主なアクセスポイン
トを全て入場口として使用してください。数か所の指定ポイント
のみを退場口として使用し、退場口であることをわかりやすく表
示します。退場時は全てのアクセスポイントを退場口として使用
してください。試合中に関しては、入退場のバランスを考えて、
それぞれポイントを設けてください。
3-2-2 選手・審判員の動線
選手・審判員のスタジアムへの動線については、周辺の道路渋
滞に巻き込まれずにアリーナへ入退場できなくてはなりません。
場内ではチーム用の大型バスを駐車でき、一般観客から隔離され、
しかも保護されているエリアが確保されることが必要です。そこ
で選手はバスを降り、一般の観客の視界に入ることなく、安全に
チーム更衣室に出入りできる動線の確保が必要です。チームバス
でアクセスする動線は、一般観客の動線と分離してください。大

6

第3章

導入機能と機能配置

Arena Sports Committee
Arena guideline
大会によっては、大規模な設営が必要になることがあるため、
大型のトラックが進入する可能性があることも想定するべきです。
特に大規模アリーナにおいては救急車や消防車を含む緊急車両が
フロアまでアクセスできるような配慮も必要です。

規模アリーナでは、地階と 1 階のように立体的に分離することを
お薦めします。
チームバス・用具車の専用入り口から更衣室までの経路には、
怪我人を乗せた担架や用具一式などが台車で運搬できる十分な広
さを確保してください。各更衣室、緊急車両駐車場、フロア間に
ついても、怪我人を乗せた担架を運び出しやすいように、階段、
段差、急なカーブ、行き止まりなどない経路を確保してください。
チーム更衣室及び審判更衣室からは、報道関係者と分離された
それぞれ専用の廊下を通ってフロアに出られるのが理想な形と言
えるでしょう。また、これらの廊下は、フロアの直前で合流し、
一本の廊下になっても構いません。アリーナの構造上の問題から、
廊下を共用しなければならない場合は、選手が入退場する際は十
分な幅を確保することが必要になります。これらの動線上で、一
般観客や報道関係者が選手及び大会関係者に接触することは避け
ねばなりません。

3-3 駐車場の確保
3-3-1 一般用及び車椅子用駐車場
駐車場は、できるだけ観客が直接アリーナへ入場できるアリー
ナ敷地内に設置してください。アリーナ周辺の各駐車場には、明
るい照明とわかりやすいサイン看板を設置し、エリア番号やエリ
ア名を表示してください。
駐車場への出入りが素早くスムーズに行われるように配慮し、
最寄りの幹線道路に直接通じる経路を確保する必要があります。
一般用駐車場の配置計画については、地域の関係当局と協議して
ください。
車椅子用駐車場は、入場口周辺に確保し、入場にあたっては身
障者用誘導路と関連させてください。また、誘導スタッフが直接
対応できるようにしてください。

3-2-3 VIP の動線
VIP のアリーナへのアクセス経路には、一般観客が侵入するこ
との無い、セキュリティレベルの高い経路を指定してください。
VIP の乗った車には、警備車両がついてアリーナ内の専用の VIP
駐車場に、直接乗り入れられるｋことを指定してください。
VIP 入場エリアには、一般入場口とは離れた場所に専用の VIP
入り口を設けます。入口からは、VIP 受付を通って直接、観戦エ
リアに向かうことができます。安全なエリアを通る代替アクセス
経路も用意してください。その他、使節団やオブザーバーなどが
更衣室を訪れる必要のある場合に、VIP エリアからまっすぐ安全
に更衣室に向かえるように配慮してください。

3-3-2 メディア関係者のアクセスと駐車場
大会・イベント実施時には、アリーナの周囲にメディア入り口
を用意し、取材許可手続きやメディアに対する情報提供などを行
うメディア受付を設置してください。
①メディア用
メディア用駐車場は、一般駐車場とは離れた、メディアの作
業エリアにできるだけ近い場所に配置してください。できる限
り取材を許可された全員が駐車できるだけのスペースを確保す
ることが理想的です。特に、カメラマンは重量のある機材を運
ばねばならない点に留意すべきです。駐車スペースの確保が困
難な場合でも、機材搬入の場合のみ車両の一時的乗り入れを認
める等の対応がなされるべきです。
②テレビ、ラジオ放送用
放送局の担当スタッフと相談の上、重量ある中継車用の駐車
スペースを確保してください。このスペースは、重量に耐えら
れるように地盤を補強してください。また、各局の中継車用に
十分な広さが必要です。同時に放送用のスタッフの車両等もア
リーナ内に駐車できるようにする必要があります。放送関連諸
室に近接する位置、ケーブルの敷設に問題のない場所に設置し
てください。中継車エリア内の安全を確保し、中継に支障がな
いようにバックアップを備えた電源も確保してください。中継
車エリアに隣接する屋外の、南の空が見渡せる場所に、衛星車
用のエリアを確保してください。このエリアにも中継車エリア
と同じ電源から電力供給を行ってください。

3-2-4 メディアの動線
アリーナ内において、メディア関係者がメディアの作業ルーム、
記者席、記者会見室、テレビとラジオ用の中継用実況放送室、ミッ
クスゾーン、フロアなどの各メディアの作業エリアを簡単に行き
来できるように配慮してください。メディア関係者の機材の搬出
入も考慮し、設計してください。床の表面材を選択する際は、
メディ
アエリア間の機材運搬が簡単に行えるように配慮してください。
3-2-5 運営関係者の動線
国際試合や V リーグ、F リーグ、bj リーグ、WJBL などの試合には、
運営、セキュリティ、ボランティア、スタッフなど様々な運営関
係者が携わります。運営関係者が使用する運営本部室は、フロア
のアクセスにも優れた場所に設置し、アリーナへのアクセス経路
も一般観客とは別のアクセス動線を確保してください。
3-2-6 飲食売店等の荷物搬入出の動線
試合開催時のコンコースにおける飲食売店やグッズ売店等の付
帯施設への荷物の搬出入のための動線を確保してください。場合
によっては、コンコースに移動販売などの車両が簡単に出入りで
きる工夫も効果的です。

3-3-3 その他の駐車場
①ホスピタリティ用
ホスピタリティパーキングの設置は、特にマーケティングプ
ログラムの一環として重要になります。VIP 入口の付近に位置し、
一般用駐車場とは区別されていることが必要です。同時に VIP
席数に応じた十分なスペースを確保しなければならず、アリー
ナ敷地内に設置されることが望まれます。運転手つきの車が多
数来場することを想定し、車を呼び戻すための簡易放送システ
ムが設置されていると良いでしょう。
②チーム、試合関係者、アリーナスタッフ用
少なくとも大型バス 2 台、乗用車 3 ～ 4 台分のスペースが必
要です。さらに言えば、1 日に 2 試合連続で開催されることを
想定し、大型バス 4 台分のスペースが確保されることが望まれ

3-2-7 ゴミ動線
試合開催時には観客席を中心に大量のゴミが発生します。容量
の大きなゴミ箱を十分な数設置することはもとより、飲み残しの
飲料を含め、それらの収集計画や清掃の仕方を十分に考慮し、管
理のしやすいアリーナにすることが重要です。試合中も蓄積した
ゴミ袋を取り替え、いつも清潔なアリーナでることが、一般観客
にとっての大切なホスピタリティです。
3-2-8 その他
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ます。安全面からは、チーム用駐車場は更衣室のすぐ外側に設
置するのが良いでしょう。選手と試合関係者がアリーナに到着
した後、一般観客と接触せずに更衣室に直接入ることができる
ように配慮してください。
③緊急車両用
警察、消防、救急車等の緊急車両用として、アリーナ内に設
定される必要があります。これらの駐車スペースからは、アリー
ナ内部及びフロアレベルに直接アクセスでき、同時に一般観客
用の動線から隔離されている必要があります。
④アリーナのサービススタッフ用
アリーナ内部に位置することが望まれますが、近接する場所
でも構いません。アリーナで働くスタッフのために十分な駐車
スペースを確保しておくことは大切なことです。但し、大型の
設営物を搬入する車両、ケータリング搬入車両等、特別な目的
を有する車両用として、アリーナ内部、とりわけ搬出入口に近
い場所にサービス車両駐車場が確保されなければなりません。
特に、夏季の飲食には保冷車が必要となることを考慮してくだ
さい。
3-4 標準的な機能配置
3-4-1 機能間の関連性
3-2 及び 3-3 で示した動線、交通エリアの考え方を機能関連図
としてまとめたものが、図 3-1 です。諸機能は大別したものとなっ
ていますが、このレベルで分離した配置を検討してください。そ
うすれば、各関係者の動線が重なることを抑えることが可能です。
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上は天井高 4 ｍ以上ですが、ピッチの周辺部分についての天井高
の規制はありません。実際には人がプレイし、ゴールが置ける高
さが必要ですが、インプレーのボールがぶつかるなどプレイに支
障がなければ、4 ｍ以下でも可能ですから、ルールを理解の上、
上手く設計することでフットサルのプレイ可能な広さを確保して
ください。

フロアは、選手、試合関係者、観客、そしてテレビ視聴者にとっ
て最も重要な場所です。コートの種類、選手と観客との一体感の
創出など、フロアに関する基本的な判断が求められます。
4-1 フロアサイズ
我が国における「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、長辺 50 ｍ×短辺 38 ｍになります。
（フットサル・
ハンドボール 1 面の場合。フットサル・ハンドボール 2 面の場合は、
60 ｍ× 46 ｍ）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、このフロアサイズと小
さめの 840 ～ 1,000㎡程度のサブアリーナを用意して床面積 3,000
㎡以上の施設が期待されます。
小規模アリーナであれば、フットサルの開催を視野に入れて、
フロアサイズは、長辺 51 ｍ× 44 ｍを提案します。このサイズで
あれば、フロアに 1,500 席以上の可動式観客席を用意することが
可能ですし、2 階席やコートサイド席を工夫すれば 3,000 席の観
客席を用意してホームアリーナとすることができます。
中規模、大規模アリーナの場合は、そもそも「一般利用」より
もコンサート等のイベントとともに多目的ホールとしての性格が
強まるために、フロアを木床ではなくコンクリート打ちっぱなし
にし、スポーツ利用の際は置き床での利用が合理的なケースがあ
ります。
国際スポーツイベントでは、フットサルの国際試合の 50 ｍ×
35 ｍが最大です。このサイズの置き床ができるサイズであれば、
問題がありません。
（フィギュアスケートやアイスホッケーの国際
試合を想定する場合は、60 ｍ× 30 ｍのアイスリンクとその外側
に 1.5 ｍスペースの合計 63 ｍ× 33 ｍが必要です。）

4-3 サブアリーナ
メインとなるフロアの他にサブアリーナを用意してください。
ウォームアップエリアとして使用する他、一度に多面を使う大
会で使用できます。サブアリーナのフロアサイズは、バスケット
ボール・バレーボールが１面取れるサイズ 36 ｍ× 25 ｍ程度の大
きさが多いですが、フットサルが使用できる 44 ｍ× 34 ｍ以上の
大きさにしておくことをお薦めします。
また、２階にも可動式観客席を利用することで、２階フロアに
サブアリーナ的な空間を作ることも可能で、アリーナ空間の有効
利用を促進することを考えることもお薦めします。
4-4 床材
床は木床または、各競技団体で認められた床材を用意してくだ
さい。体育館としての利用では木床が基本となりますが、スポー
ツコートやタラフレックスといった床材を使用するケースもあり
ます。
いずれにしても水平で滑らない床が求められますが、適度なクッ
ションも必要とされます。
また、大人数で運動し、場合によっては運搬用の機材や車両が
入ることも想定し、適切な耐荷重のある床にする必要があります。
クッション性の高い柔らかい床材は、椅子や機材を長時間載せ
ると、凹みを生じるケースもありますので配慮が必要です。
4-5 コートライン
コートラインは、各競技団体で認められた素材、サイズ、方法
でひいてください。
アリーナは多目的利用が前提となるため、様々な種目のコート
ラインがひかれます。バスケットボール、バレーボール、フット
サルなどが、縦横にラインがひかれるので、ラインを間違えない
ような配慮が必要です。
また、観客を入れる試合が行われる時には、試合に関係の無い
ラインを消す必要があります。この準備に時間がかかるケースが
ありますので、中心部にある試合に関係の無いラインは常設にせ
ず、コーナーの印だけをつけて必要な時だけテープでラインをひ
くようにするなど、配慮が必要です。

4-2 天井高
プレイエリアの必要な天井高は、バレーボールが一番高く 12.5
ｍ以上必要です。次に高いバスケットボールが 7 ｍ以上。フット
サルの 4 ｍ以上。となります。
近年は、フロアセンター天井部にビジョンを設置することが多
くなっており、また観るスポーツのためにはビジョンを設置する
ことが望ましいといえます。その場合にも、床からビジョン等の
障害物までの高さが 12.5 ｍ以上必要ですから、天井高はその分の
余裕を持って設計されることが必要となります。
フロア全ての床から天井高が 12.5 ｍ以上取ることができれば
いいのですが、建築上の制約がある場合は、上記のバレーボール
のプレイエリアの 12.5 ｍは確保した上で、フロアの周辺部はバス
ケットボールのプレイエリアあるいはフットサルのプレイエリア
に応じた天井高を確保してください。
また、フットサルの場合は、ピッチ（縦長 40 ｍ×横長 20 ｍ）

4-6 用具
各種目のゴールや機材は、各競技団体で認められた、できるだ
け安全なものを用意してください。
特にバスケットボールのゴールは、より安全に安定させるため
に下部の台部分が大型化しています。中には長さ 3 ｍを越えるも
のもありますので、設置スペースには余裕をもたせることが求め
られます。
フットサルやハンドボールでは、ボールによる事故を防ぐため
防球ネットをプレイエリアの外側に吊り下げます。
バレーボールのネットを設営用のポール（支柱）の穴は設計段
階でセンターコート用も必ず開けてください。縦２面・３面使用
はあるが横センターコートがない、位置がセンターにないなどと
いうことが無いようにしてください。
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4-7 広告看板
各競技、各大会はプレイエリア周囲に広告看板が設置されます。
看板が、観客の観戦の妨げとならないように注意してください。
電動・電光看板の設置の想定をし、通常電源と緊急電源の両方
に接続できるようにしてください。
広告看板の高さは通常 70㎝～ 100㎝です。各競技のルールに
従って、コートのラインから 2m ～ 8 ｍ以上の距離を離して設置
されます。
天井からの吊り下げ型電光表示とともに電動・電光看板は、広
告以外にも選手紹介等にも使用し、観戦の手助けとなります。
館内に既設した広告は、大会によっては隠す必要があります。
対応できるように注意が必要です。
4-8 用具庫
バスケットのゴールやバレーボールのネット、フットサルのゴー
ルなどをしまっておく用具庫がフロアに面して必要です。用具庫
は十分なスペースを確保し、用具の大型化多様化に対処できるよ
うにしておきます。
4-9 フロアへのアクセス
イベントによっては、大規模な設営が必要になることがあるた
め、大型のトラックが進入する可能性があることも想定すべきです。
救急車や消防車を含む緊急車両がフロアまでアクセスできるよ
うな配慮が必要です。
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者以外の人がアクセスすることを防ぐために、壁などで囲われて
いることが望まれます。特に試合開始前になると、選手たちの意
識も高揚しますので、極力隔離された状況を作り出し、試合に向
けて最善の準備が出来る環境を提供することが、その試合の成否
の鍵を握ります。
施設内にサブアリーナが設置されている場合は、サブアリーナ
をウォーミングアップエリアにすることが、一般的です。その場
合でも、フロアの床材や競技用具が、実際に使用されるものと同
じものであることが望まれます。
また、サブアリーナが無い、あるいは使えない場合でも、各競
技の条件に会った広さ高さ床材等のあるウォームアップエリアを
設ける必要があります。
場所；各更衣室付近
最小面積；各 100㎡

最新アリーナには、選手と試合関係者が安全かつ快適に活動で
きる、広く、質の高い更衣室等の設備を設置しなければなりません。
5-1 チーム関係諸室
アリーナ内の各チーム更衣室は、必ず同じ広さ、スタイルをも
つようにしてください。トーナメント等で 1 日に 2 試合以上行わ
れる場合を想定すると、同じ広さと快適性をもつ 4 つの更衣室を
設置することをお薦めします。4 つ用意できない場合でも、更衣
室を広めに設定しておき、2 つに仕切って使えるようにするなど
の工夫をすることも可能です。
5-1-1 チーム更衣室
①場所；フロアに直接安全にアクセスでき、一般観客および報道
関係者から隔離されていることが必要です。
②室数；個別の更衣室を2室以上、4室を推奨します。4室の場合
は、トイレ、シャワー等などの設備は2チームの共用でも構いま
せん。
③最小規模；各100㎡。主として使用される2つの更衣室は、同じ
広さであるべきで、また機能や快適性においても差があっては
なりません。
ホームチーム用の更衣室が、ビジターチーム用のそれと比較
して、格段に素晴らしい状態にされるようなことがあると、主
催者が両チームに同等の対応を必要とする国際レベルの試合で
は、その開催の可能性が小さなものになってしまいます。
④チーム更衣室の要件；換気が行きとどき、空調設備が施される
ことが必要です。床と壁には、清掃が容易で衛生的な素材を使
用し、照明は明るくしてください。
更衣室の設備としては、実施される大会によって違いがあり
ますが、国際試合等では 15 人以上分のベンチ、15 人以上分の
仕切れられた個人用スペースまたはロッカー、冷蔵庫、ホワイ
トボード、電話（外線／内線）、デスク、高速インターネット回
線（LAN）設備、椅子、マッサージ台、製氷機が必要となりま
すので、設置されていることが望ましいです。マッサージルー
ムか治療室を更衣室に隣接する場所に、更衣室とは別に、設置
してください。
⑤トイレと衛生施設；更衣室に隣接し、更衣室から直接・安全に
アクセスできる場所。
各室の最小要件；温水シャワー、鏡付き洗面台、洗浄用シンク、
トイレ

5-2 運営進行諸室
5-2-1 運営本部室
試合の運営に関わる進行、試合、安全など管理運営に関わる全
ての情報が集まる体制下で、運営、セキュリティ、交通アクセス、
チケット、ボランティア、スタッフ等が一堂に会し、判断を行う
重要な場所です。したがって、試合の進行を管理しやすくフロア
へのアクセス優れた場所に設置してください。
監視カメラのモニターなど監視システムの管理機能としてオペ
レーションできる設備を備えることは重要です。
また、関係スタッフの休憩や食事などを行う場所は別に設けて
ください。
なお、運営本部室には、試合開始の合図を行うため、チーム更
衣室と審判更衣室をつなぐブザーを設置してください。
5-2-2 場内放送システム
運営本部室には、非常時に緊急情報を提供できるように、場内
放送システムに優先して割り込める設備を持つことが必要です。
5-2-3 記録室
①場所フロア全体、試合の進行を見渡せる場所に確保してください。
②最小規模；18㎡。記録員4名が座れるテーブルと椅子が配置でき
る大きさを確保し、モニターと録画装置を設置してください。
5-2-4 マッチ・コーディネーション・ミーティング室
①場所；チーム更衣室と審判更衣室の近く、審判更衣室に直接ア
クセスできる場所に設置してください。
②最小規模；24㎡。種目、リーグに応じて使う人数に変化はあり
ますが、マッチ・コミッショナー、審判を含む10名程度の人数
が使用します。
③設備；デスクまたはテーブル、椅子、ロッカー、電話（外線／内
線）、ファックス、コピー機、テレビ、トイレ、鏡付き洗面台

5-1-2 監督室
①場所；チーム用更衣室に隣接する場所。
②室数；2
③最小規模；24㎡
④監督室の要件；換気が行きとどき、空調設備が施されること。
床と壁には、清掃が容易で衛生的な素材を使用すること。床を
滑りにくくし、照明を明るくすること。
監督室の装備；温水シャワー、鏡付き洗面台、ロッカー、デスク、
高速インターネット回線（LAN）設備、椅子、ホワイトボード、
電話。

5-2-5 審判更衣室
①場所；チーム更衣室と同様に、フロアに直結し、一般観客及び
報道関係者から隔離されていることが必要です。なお、審判更
衣室は、最低1室の設置が必要です。しかしながら、女性審判
員が起用され、あるいは男性、女性の試合を連続して開催する
ケースが増えてきていることから考えると、6人用の更衣室を2
室設置すると良いです。
②最小規模；24㎡（30㎡以上が望ましい）
③更衣室の要件；換気が行きとどき、空調設備が施されること、
床と壁には、清掃が容易で衛生的な素材を使用すること。床を

5-1-3 ウォームアップエリア
ウォームアップエリアの環境；それぞれのチームには、専用で、
一般観客および報道関係者から隔離されており、かつチーム更衣
室に極力隣接する位置に、空調設備のあるウォーミングアップの
ためのスペースが用意されなければなりません。
ウォームアップエリアは、外部から、チーム関係者や大会関係
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ワーも併せて装備すること。
⑤待合室；場所は作業室に隣接し、8人が十分に座れる椅子席、冷
蔵庫、テレビを装備すること。

滑りにくくし、照明を明るくすること。
設備；6 人分のロッカー、6 人分の椅子またはベンチ、テーブ
ルと椅子 2 脚、マッサージ台冷蔵庫、ホワイトボード、電話（外
線／内線）、テレビ
最小要件；温水シャワー、鏡付き洗面台、トイレ、洗浄用シ
ンク

5-2-8 モッパー更衣室他
試合進行に関わるモッパー更衣室のほか、ボランティア、マス
コット、演出関係の出演者の控室が必要です。また、国際試合な
どの大きな試合の場合には、試合進行に関わる諸室が多数必要に
なる場合があります。このような利用に対応する予備室が複数必
要です。

5-2-6 医務室
①場所；選手、試合関係者、メディア、VIP、警備員、一部観客な
どが使用する医務室を設置します。
チーム更衣室ならびに審判更衣室に近い場所で、フロアレベ
ルとも近い位置に設置してください。また、緊急車両が直接フ
ロアにアクセスできるように、アリーナ外へ通じる入り口及び
通路が必要です。通路、ドアは、担架や車椅子が支障なく通行
できるだけの広さを確保してください。
②最小規模；50㎡
③医務室の装備
診察台、持ち運びができる担架（フロアサイドの担架は別）
、
洗面台（温水供給）、薬品用のガラスキャビネット、施錠可能な
ガラス製以外のキャビネット、消毒台、電話（外線／内線）、必
要に応じて、部屋を二分できる可動式の壁（パーテーション）
を設置してください。
その他、医務室には、以下の機器を備えてください。
―心臓の律動と患者データが記録できる除細動器
―心臓モニター
―体外ペースメーカー
―静脈留置カニューレなど注入装置が一式揃った注入システム
―溶液を 37℃± 2℃の温度に温める点滴システム
―加圧注入装置、容量分析注入装置
―中心静脈カテーテル
―心臓穿刺セット
―薬剤管理装置
―挿管器具
―自動人工呼吸器、固定式酸素（2,000 リットル以上）
、携行酸素
（400 リットル以上）
、固定式非手動吸引装置（最小負圧水銀
500㎜、最小容積 1 リットル）
、カプノメータ、PEEP バルブ
―胸部排液キット
―真空マットレス、脊髄ボード、頸部カラーなどの固定器

5-3 その他
5-3-1 試合関係者入口
試合関係者入口は、チーム関係者、VIP、VVIP（VIP の中で更
に重要な人物、一般的には皇族、王族、政府閣僚等で、SP など特
殊な警備体制が必要な人物）
、さらにはメディア関係者等が利用し、
受付が設置されることがあります。動線を分離する上からは、分
けられるものは分離することが好ましいです。しかし、施設が小
規模であれば、これらが試合関係者入口で一括処理されることに
なります。場合によってはミックスゾーンとして利用されること
もあります。多目的に利用するのであれば、試合関係者入口付近
は余裕のあるスペース確保が望まれます。
5-3-2 倉庫・予備室
競技備品用倉庫、売店倉庫、警備備品倉庫、入場ゲート備品倉
庫、サイン看板用倉庫などが必要になります。部屋の数、必要な
面積等については、アリーナの管理者が判断してください。また、
用途に応じてその広さを調整できるように、パーテーションのあ
る部屋を多く設置することも便利です。
5-3-3 掲揚ポール（バトン）
VIP 席から必ず視認できる位置に最低でも 5 本の掲揚ポール（バ
トン）、またはそれに代わる適切な手段で 5 旗以上のフラッグを掲
示できる設備を設置してください。
5-3-4 サイン看板
すべての通路に、選手、審判、関係者が向かうそれぞれの部屋
を示した、簡単で分かりやすいサイン看板を設置してください。
各サイン看板には、チーム更衣室、審判更衣室、マッチ・コーディ
ネーション・ミーティング室、ドーピングコントロール室などと
明記してください。

5-2-7ドーピングコントロール室
①場所；各アリーナには、待合室、作業室、トイレが隣接した
ドーピングコントロール室を設置する必要があります。チーム
更衣室と審判更衣室の近く、一般の観客とメディアが立ち入る
ことのできない場所に設置します。
②最小規模；36㎡（トイレ、作業室、待合室を含む）
ドーピングコントロール室の要件；換気が行きとどき、空調
設備が施されていること。床と壁には、清掃が容易で衛生的な
素材を使用すること。床を滑りにくくし、照明を明るくすること。
ドーピングコントロール室が独立で設置されることが望まし
いが、スペースの都合等で設置できない場合は、多機能トイレ、
封鎖できる廊下、作業室と待合室に使用できる会議室等をまと
めてドーピングコントロールの実施を可能にし、ドーピングコ
ントロールエリアとして運用を図ることも一案です。
③作業室の装備；デスク、椅子×4、洗面台と鏡、電話（外線／内
線）、サンプル瓶保管用の鍵付きキャビネット。
④トイレ；場所は作業室に隣接し、作業室へ直接アクセスでき
る、２名以上が利用できる広さの場所、鏡付き洗面台、シャ
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後、両チームの選手やチーム関係者がスムーズに更衣室や控室に
アクセスできるよう配慮してください。
メディア関係者のみが入れるスペースを用意し、一般の観客が
立ち入ることができないよう設置します。国際試合では、ミック
スゾーンをメディアエリアと選手、監督などとの間に柵などで仕
切りを設ける配慮も必要となります。
ミックスゾーンに必要なスペースは試合によって異なります。
記者が支障なく取材するには、１人当たり 2.5㎡のスペースが必要
です。なお、ミックスゾーンは特に常設設備として設置される種
類のものではなく、既存のエリアを上手く活用することで対応可
能です。
ミックスゾーンを円滑に、上手く運営することは、主催者の中
の広報責任者の双肩にかかっていると言えるでしょう。
試合後の取材をスムーズに運営し、報道関係者との間に良好な
信頼関係を保つことは、大会を成功させるための基本的構成要因
の一つであることを理解しなければなりません。

視聴者に最高のアリーナスポーツ放送を提供するために、最新
設備を取り入れた設計が必要となります。大会の種類によって、
報道関係者用として要求される設備は大幅に異なります。例えば、
同じチームの対戦であったとしても、結果が優勝を左右するよう
な試合では周囲の注目度が必然的に高まります。また、国際試合、
とりわけ代表チーム同士の試合の場合は、国内のみならず海外諸
国から報道関係者が多数訪れるようなケースも見られます。報道
関係者の数は、当該試合の注目度に比例します。
また、アリーナスポーツにおいて従来の新聞、雑誌、テレビ、
ラジオといった従来メディアだけでなく、インターネットなどの
新たなメディアへの対応が重要な要素となります。回線設備や無
線設備など時代にあった設備に柔軟な対応をすることが肝要です。
6-1 記者室・記者会見室・ミックスゾーン
6-1-1 記者室
記者室の規模については、プレス用の席数を基に判断してくだ
さい。例えばメディア用に 200 人分の席数を用意するアリーナで
は、約 80 人分のスペースの記者室が必要です。また、男女用のト
イレ施設を必ず設置してください。
ワーキングルームは、デスク、電源、電話、LAN 回線等の設備
を備えた作業エリアとします。また、国際試合では、各機関（旅
行機関、交通機関、銀行など）のためのオフィスを特別に設置す
ることをお薦めします。
記者室には、以下の設備を用意してください。
―受付デスク
―コピー機とファックス
―テレビモニター
―カフェテリア
―報道資料分類整理棚
―記者の作業エリア
―フォトグラファーの作業エリア
―ロッカー
―無線 LAN または有線 LAN

6-2 記者席
記者席は観客席と隔離されたフロア全体が良好に見渡せる場所
に設置してください。
記者席からは、記者室、ミックスゾーン、記者会見室など他の
メディア関連諸室と簡単に行き来ができるように動線を配慮して
ください。常設の記者席には、ノートパソコンなどが置ける十分
な広さのデスクを装備してください。各デスクには、電源コンセ
ントとデスク照明が必要です。さらに、高速インターネット回線
（LAN）の設置が望まれます。
国際試合などの開催を予定している場合は、取材者数に応じて、
記者席の席数を大幅に増やすことができるような設計が必要とな
ります。席数が足りず、一般の観客席を記者席に変更しなければ
ならない場合もあります。追加席には必ずしもデスクを設置する
必要はありません。目安としては、半分ほどの椅子席にデスクを
設置すればよいでしょう。
テレビモニターは設置が望まれるアシスタントツールです。テ
レビモニター用を含めて、様々な目的に使用するのに十分な数の
電源コンセントを用意してください。
なお、記者席は放送席としても使用できます。
新アリーナの建設設計に際しては、ワイヤレス通信に関する最
新情報を常にチェックしてください。
今後、報道関係者の動線においてもバリアフリーの考え方を導
入することが求められます。

6-1-2 記者会見室
記者会見室には、十分な記者用の椅子を用意し、適切な音響シ
ステムを装備してください。試合の規模にもよりますが、一般的
には 100㎡以上の広さが望ましいです。記者会見室は、試合のな
い日も多目的に使用できます。
部屋の片側、できればチーム更衣室に通じるドアに近い方に、
監督、選手、または必要に応じて広報担当者、通訳が並ぶ舞台と
専用入口を設置してください。その後ろには、さまざまなデザイ
ンに簡単に変更できる背景幕（バックボード）を設置します。
舞台に向かって反対側には、10 組以上のテレビ ENG（Electronic
News Gathering）クルー（カメラマン、照明、助手などからなる）
がカメラや三脚をセットできる壇を設けます。その他、監督や選
手の前にたくさんのマイクを並べる必要がないように音声分配器
を装備し、ミキサーで集中管理できる、高性能な音響システムを
設置してください。
記者会見室は、チーム更衣室から簡単にアクセスできる場所に
設置します。

6-3 スチールカメラ対応
第一に、無理なく機材を降ろすことができる適切な場所に駐車
スペースを用意してください。フォトグラファーには、報道関係
者受付にて撮影許可証を呈示してもらい、フロアへの入場許可証
としてビブスなどを手渡します。フォトグラファーが機材を置く
ことができるカメラマン室を、記者室と近く、フロアへのアクセ
スが容易な場所に用意します。
デジタルカメラの普及により、コート上のフォトグラファーポ
ジションの後方に電源コンセントと LAN 回線の設置が求められま
す。したがって、フォトグラファーの後方に 1.5m 程度のスペー
スを余分に確保してください。

6-1-3 ミックスゾーン
イベントによっては、試合後、ミックスゾーンの設定が義務付
けられています。これは、試合終了後、許可された報道関係者が
監督や選手に直接インタビューするためのエリアです。ミックス
ゾーンはチーム更衣室に比較的近い場所一か所に設け、取材対応

6-4 中継用実況放送室
テレビとラジオ用にそれぞれの中継用実況放送室を常時設置し
てください。実況放送席はメインカメラと同サイドでフロア中央
に近い場所、かつフロアレベル全体が完全に見渡せる場所に位置
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ります。ただし、カメラの使用については、主催者や競技団体等
の許可が必要となります。
アリーナの天井からコートを俯瞰するカメラや、バスケット裏
やゴール内など、その他のカメラポジションについても検討する
必要があるでしょう。
全てのカメラポジションは、主催者と放送局の合意により決定
されなければいけません。いかなる場合も、一般観客を含む関係
者の安全を損なう可能性のある設置は認められません。同時に一
般観客の視線の妨げとならないよう、最大限の注意を払う必要が
あります。

しなければなりません。実況放送室には放送に必要となる機材、
電話、書類等が置けるだけのスペースを有した机と、放送規模に
応じた人数分の椅子が必要です。机には実況放送チームがフロア
上の出来事を見逃してしまうことがないように、テレビモニター
を斜め上方向に向けて設置してください。
隣接する実況放送室の音を拾わないように、壁などで遮断して
ください。一方、アリーナの臨場感を得るために、実況放送席の
フロア側は開閉可能な窓などを設置し、解放できるようにしてく
ださい。各ポジションには、最低でも２つの電源コンセントを用
意します。ラジオ放送が実施される場合にも、同様の対応が必要
です。
国際試合では、要件が大幅に厳しくなります。例えば、世界的
に注目を集める試合であれば、多くの放送席を設置する必要があ
ります。設計次第とはいえ、1 つの放送席を設置するのに、６席
分もの客席を削減しなければならない場合もあります。各放送席
につく人数は、最低で３名です。メディアの作業ルームや記者会
見室と簡単に行き来ができるように配慮してください。
メディア施設の要件は、イベントの種類に応じて大きく異なり
ます。その点には注意が必要です。出場チームの人気や中継の程
度にもよりますが、いくつかのデスクだけで十分な場合もありま
す。一方、国際試合の場合は、大幅に広い作業スペースが必要と
なります。メディア関係者のための作業エリアは、常設、仮設に
係わらず独立したスペースとして確保されなければいけません。

6-5-3 一元的な放送
一元的な放送では、メインスタンドと各エンドライン側にカメ
ラを配置し、国際音声を提供します。多元的な放送で使用するカ
メラポジションを確保してください。また、各エンドライン側の
広告看板の後方に、カメラ 1 台につき約 2m × 2m の専用ポジショ
ンを明確に区切って配置します。どちらも正確なポジション数に
ついては、主催者と放送局との間で決定してください。
主催者と放送局との決定に応じて、放送席のそばや後方にポジ
ションを追加することもあります。このエリアには、放送スタッ
フ用にデスクの無い椅子席を用意してください。
できれば、選手がフロアへ入場する入場口付近にも、カメラポ
ジションを設けてください。なお、このポジションを特にインタ
ビューとプレゼンテーションに使用する場合は、関連規則に従う
必要があります。

6-5 テレビカメラ対応
6-5-1 電力供給量の確保ならびに照明要件
多くの場合テレビ放送に望まれる施設は、試合日は仮設により
対応が可能です。これらが容易に設営でき、かつ十分な電力の供
給を確保する必要があります。
以下の要件は、国際試合レベルを想定したものです。ただし、
正確なキャパシティと数については、それぞれのケースに応じて、
主催者、メディアサービス、放送関係者が判断します。特にテレ
ビに関しては、最大限効果的な中継を実現するために、最新技術
を導入できる柔軟性が求められます。
照明要件については、ハイビジョンテレビ（High Definition
Television：HDTV）の導入など、技術の進歩に応じて変わってき
ます。アリーナの建設にあたっては、主要テレビ局やキー局に相
談することをお薦めします。
6-5-2 多元的な放送
カメラポジションは、すべて主催者と放送局との合意に従って
配置します。観客がカメラに入らない位置に、またカメラが観客
の視界を遮らないように配置するように注意してください。メイ
ンスタンド中央のメインカメラは、ハーフライン上、ハーフライ
ンと手前の側のサイドラインとの交差を見下ろす位置に配置しま
す。多元的な放送に関する正確なカメラポジションについては、
ホスト局がアリーナを検証した上で判断します。
各カメラに照明が入り込まないようにし、カメラポジションか
らフロア全体が見渡せるようにしてください。放送席も、メイン
カメラと同じ側に配置します。各カメラポジションには、約 2m
× 3m のスペースを確保してください。
必要に応じて、各エンドライン側にもカメラを設置します。そ
の場合は、エンドライン側からコートに向かって、ゴールのクロ
スバーやバスケットを越えてペナルティーマークやフリースロー
レーンが見える高さに設置してください。
その他、試合の規模などに応じて、3 ～ 6 台のテレビカメラを
サイドライン沿いとエンドライン側のエリアに設置する場合もあ
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全ての観客席は一つ一つが独立し、快適な角度に設計され、
30cm 以上の背もたれがあり、できれば肘掛けとカップホルダー
があることが望まれます。
観客席は壊れにくく、耐火性があり、極端な劣化や色あせが見
られないものでなければなりません。VIP 用椅子席には、ゆった
りした快適なものを使用し、一般の観客席とは離れた、フロアの
中央を臨む位置に配置してください。どのような種類の椅子席を
設置するかについては、十分な考慮が必要です。
席の間隔は、観客の快適性を大きく左右します。観客席数を最
大限にすれば、収益性はあがるかもしれませんが、観客の快適性
を損なうばかりか、緊急事態発生時の避難動線を確保することが
できません。長期的に見れば、観客数の減少につながる可能性も
あります。観客の膝が前列の席の後部やその席に座っている人に
あたったりしないよう、満員の状態でも、楽に観客が出入りでき
るようスペースが確保されていることが必要です。また、かさば
る服装をしている観客を考慮して、席幅は肘なしの場合で最低で
も 45cm、肘ありの場合で 50cm 以上を確保することをお薦めし
ます。VIP および VVIP の座席幅は最小で 60cm とし、抜群の快適
性を提供します。肘掛けも設計に加えてください。

最新のアリーナでは、すべての観客がコートを見渡せる場所か
ら安全かつ快適に試合を観戦できることが重要です。
7-1 入退場スペース
7-1-1 待機スペース
アリーナに入る前の空間は、観客が入場する前の待機スペース
となります。
人気のあるイベントでは待機者も多くなります。収容人員の
2~3 割程度の観客が待機列を組めるスペースが必要です。
この待機列を誘導するために、柵などを設置しますが、その都
度設置するために、多くのスタッフの労力を必要とします。埋め
込み式のバリカーなどを建設段階から備えることをお薦めします。
また、トイレの設置も検討してください。
7-1-2 照明等設備
この待機スペースは、チケットの販売なども行われるスペース
です。チケット購入時の窓口周辺や手元を照らす十分な照明が必
要です。
その他にも、このスペースには売店が出たり、イベントを行う
ことも多くありますので、照明だけでなく、電源の確保も必要です。

7-3-2 観客席の視界
どの観客席からも、フロアが全て見渡せることが条件となりま
す。観客席からの眺めを計算した場合、フロア周辺の広告看板は
その高さを 70 ～ 10cm とします。また、プレイエリアのすぐ外
側に設置されることを前提としてください。最低限の簡単な基準
としては、すべての観客が 1 列前に座っている観客の頭を越えて、
フロアをまっすぐ見下ろせるようにする必要があります。
国際バスケットボール連盟（FIBA）は、2 列目以降の視点の高
さを a とし、コートまでの水平距離を x とした場合、1 列前の距
離を b、1 列前との段差を c、視点と頭の上までの長さを d とした
時に、x ＝ a × b ／（ｃ－ｄ）が望ましい。という見解を示して
います。

7-1-3 場内放送システム
入場前の観客に対し、独立して情報を伝達できる放送システム
が必要です。
7-1-4 入場ゲート
入場ゲートには、手荷物検査を行うための机を設置し、また、
ビン・缶の移し替えスペースを確保する必要があります。雨天時
のための屋根の設置はもちろんのこと、照明、電源、LAN などが
整備されていることが望ましいです。入場ゲートの近くには、手
荷物預り所や迷子の案内所などの設置も必要となります。
7-2 コンコース
コンコースは、一般客用の重要なホスピタリティスペースとし
て考えて整備されることが望まれます。
また、コンコースは、ハーフタイム時などには多くの人が往来
するので、広いスペースが必要です。一般的な飲食売店やグッズ
売店のほか、レストランなどを設けるなどしても良いです。コン
コースをはじめ、全ての一般用ホスピタリティ施設は必ず、試合
開催中はできるかぎり清潔と整理整頓を心掛けてください。また、
夜間の試合開催時でも十分に安全が確保できる照度の灯りを設置
してください。売店設備やファンサービス実施のためにも十分な
数の電源、電話線、ＬＡＮ回線の設置が必要です。

b

h

d

c

a

h= 800mm
d> 100mm

7-3 観客席の快適基準
Ｊリーグが設立されてから、観客にとってのスタジアムの快適
性は大きく改善されてきました。これは、すべてのカテゴリーの
観客にとって言えることです。この傾向は、今後も続くものと考
えられます。アリーナスポーツでも、同様に観客席の快適性を求
められるものであり、J リーグのスタジアムの快適性を下回るア
リーナは淘汰されると考えられます。したがって、数年間のニー
ズを考慮しただけのアリーナを建設するのではなく、来るべき世
代のニーズに応えることができる、もしくは、少なくともそうし
たニーズに応えることに大きな障害の無いアリーナの建設が望ま
れます。

x=

a・b
c－d

X

Spectators’ line of visibility

7-4 観客席エリアの諸機能
7-4-1 飲食売店
飲食売店については、清潔で、魅力的な場所とし、観客の利用
しやすい場所に設置してください。暖かい食べ物や飲み物を提供
するための安全な熱源確保も必要で、今後は電子マネー決済に対
応する設備も必要です。
アリーナの各所に偏りなく設置するようにしてください。
需要の増加が見込まれる場合には、臨時で仮設の飲食売店の設
置個所も用意すべきです。コンコースに移動販売などの車両が簡

7-3-1 椅子席の形状
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観客同士がぶつかり混雑しないように、トイレへの出入り口は
一方通行にします。それができない場合は、トイレに入る人とト
イレから出る人の通路を区分できるだけの十分な広さを確保して
ください。
補助が必要な身障者用や小さな子ども用の多目的トイレの設置
も、5,000 人の観客につき 1 室の割合で検討すべきです。
アリーナを建設するにあたっては、洗面所を含め、適切なカス
タマーサービスを提供する質の高い公共施設となることを目指し
てください。

単に乗り入れられる工夫も効果的です。メニューは観客が並んで
いる途中でも注文が決定できるように、離れた場所からでも見え
やすく表示します。また、一度に多くのスタッフが作業場で働け
るように設計してください。
飲食売店、グッズ売店、プログラム売店は、買い物客の待ち列
が他の観客の妨げとなりにくい場所に設置してください。アリー
ナでは、売店と壁との間に十分なスペースが確保できず、通路が
通れなくなってしまう場合がよくあります。特に混雑するのが、
観客がアリーナ内を移動し、買い求める人で売店に列ができるハー
フタイムです。
飲食エリアに映像装置を設置すると、ハーフタイム時の混雑の
ストレスを少しでも抑えることが可能です。飲食エリアで試合を
見届けることができれば、ハーフタイムの混雑を避けようと、前
半終了前に観客席を離れる客もいるでしょう。
観客が試合の前後に飲食を購入する傾向があることを考え、コ
ンコースに椅子を設置したり、椅子とスタンディングテーブルを
設置したりすることが望まれます。このような設備は、アリーナ
周辺の街路を見渡す位置に設置することもできますし、観客席以
外では試合が見られる場所として、フロアとスタンドを見渡す位
置に設置することもできます。
全ての一般用ホスピタリティ施設は必ず、清潔と整理整頓を心
掛けてください。各所には、十分なゴミ箱を設置します。できれ
ばリサイクルが容易になるように、分別タイプのゴミ箱を設置し
てください。施設の営業中は、十分な数の清掃スタッフを巡回さ
せてください。
ハーフタイムに大量のゴミが捨てられることを考慮して、容量
の大きなゴミ箱を十分な数だけ用意します。ゴミ箱が小さければ、
清掃に余計なコストがかかってしまいます。リサイクル方法が確
立していれば、その手順を示すわかりやすいサイン看板を目立つ
場所に設置してください。
また、飲食売店への資材等の搬出入用エレベーターを設置する
などの工夫が求められます。

7-4-4 喫煙スポット
観客席及びコンコースなどアリーナ内の観客動線は禁煙にして
ください。喫煙者には、他の観客に迷惑にならない場所、コンコー
スの一部やアリーナ外のテラスなどに隔離して、喫煙スポットを
設置することをお薦めします。
7-4-5 救護室
救護スタッフが待機している救護室を開催規模に合わせ、適宜
配置できるように計画してください。
7-4-6 公衆電話
携帯電話が普及したため、公衆電話の使用は減りつつあります
が、アリーナ内とその周辺には適当な数の公衆電話を設置してく
ださい。
これらは、観戦をより快適にするだけでなく、緊急事態発生時
の情報伝達の手段としても非常に重要な役割を担います。緊急事
態発生時（例えば携帯電話のシステムに異常が生じ通話が不能に
なった場合）を想定し設置しておく必要があります。
7-5 観客席への誘導システム
7-5-1 観客席の確認
観客席の列が識別できるように、通路に床ラインの表示をする、
あるいは列の端の席のわかりやすい場所に列番号を表示してくだ
さい。アリーナに到着した観客の手には、例えば B エリア、22 列、
9 番などと示されたチケットが握られているはずです。席までの
ルートをわかりやすく表示し、初めて訪れる観客でもすぐに確認
できるようにしてください。
迅速かつ簡単に、間違いなく席が見つかるように、すべての席
に番号を付けます。席番号が小さく、しかも印字が薄くて見づら
い状態だと、立ち止まって確認せざるを得ません。そうすると、
後ろに続く観客が待たされてしまい、いらいらする羽目になりま
す。全体の入場プロセスが快適で、スムーズに流れるような配慮
が必要です。

7-4-2 グッズ売店
コンコースの混雑とならない場所に、グッズ売店を設置します。
観客にとって魅力的な施設となるようにしてください。飲食売店
と同じ電子マネー決済に対応する設備も必要です。電源や電話線
も必要となります。また、飲食売店やグッズ売店の行列の動線が
トイレや喫煙スポットにかからないように設計してください。
7-4-3 トイレ
アリーナの安全な周辺域に、男性と女性用、身障者用（多目的）
の十分な数のトイレを設置してください。各トイレには、清浄な
水が使える洗面台が必要です。トイレは明るく、清潔で、衛生的
なものとし、こうした状態を各イベントの開始から終了まで維持
するようにします。
一般に衛生施設の利用時間は女性の方が長いことを考え、女性
用トイレの数を増やすことをお薦めします。女性の利用時間を短
縮する方法として、子供用のトイレを設けたり、動線を一方通行
にしたり、洗面台に鏡を設置せず、別の場所に設置したりするこ
とで効果をあげているケースがあります。また事前に、和式・洋
式のトイレの設置比率、身障者用（多目的）を十分に検討する必
要があります。また、乳児対応（おむつ替えベッド）も設置して
ください。
推奨する最小設置数は、女性 1,000 人につきトイレが 20 室、
洗面台が 7、男性 1,000 人につきトイレ 5 室、小便器 10 器、洗
面台が 5 です。VIP と VVIP エリアでは、この比率を高くすべきです。

7-5-2 観客席までのサイン看板
アリーナ内外のすべてのサイン看板には、世界各国の人々が理
解できるようなサイン看板を使用してください。アリーナ利用者
の中には日本語を理解できない人がいるものと考えてください。
現代の国際的なアリーナには、複数の言語による案内、とりわけ
日本語／英語の併記がなされることが望まれます。また記号化さ
れた分かりやすいサイン看板は、現地の言語を理解しない人々の
観戦を快適なものにするために、非常に有効です。国際試合で対
戦国からの観客が詰めかけることが分かっている場合には、その
言語によるサイン看板や電光板を使用して掲示するような対応が
好ましいといえます。
アリーナ内の各セクションへ、一般観客を円滑に案内できるよ
う簡潔で分かりやすいサイン看板がアリーナ入口や内外の各所に
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また大型映像装置を設置する場合は、観客席を削減しなければ
ならない可能性もあります。観客席を削減しなくてもすむフロア
センターの天井から吊り下げるタイプの大型映像装置を設置する
ことをお薦めします。
その場合は、フロアからプレイエリアとしてもっとも高い位置
を設定しているバレーボールが 12.5 ｍですから、それ以上の位置
に吊り下げることになります。
その他にも、コートサイド看板を LED 式のものにして映像を映
し出したり、広告を変更したりできるものや、リボンビジョンと
呼ぶアリーナ内をぐるりと長い映像装置で囲むものなども、観客
に対して試合演出や広告露出として効果的ですので、設置をする
ことをお薦めします。
大型映像装置が設置されているアリーナでは、場内放送システ
ムを併用し、大型映像装置を活用し安全や警備に関する情報を的
確に観客に伝達することができます。
また、大型映像装置は場内放送システムと併せ、観客に快適な
観戦を提供します。試合前やハーフタイムに映像を流す、試合中
に両チームのメンバーや得点を掲示するなども効果的な方法です。
運営担当者のアイデア、工夫によって、アリーナをより素晴らし
い空間へと導いてくれるはずです。設置場所に関する主な決定要
因は、全ての観客が最適な形で見ることができること、観客席を
削減せずに済む、あるいはその数を最小限に抑えられること、一
観客にとって危険が無く、また観客を干渉しない場所に設置する
ことなどです。
試合中の即時リプレーの程度については、アリーナや試合関係
者によって一部制限されていますが、より多くのリプレーを求め
る声は高まりつつあります。こうした理由から、近代的なアリー
ナという評価を望むのであれば、最新の高性能な大型映像装置の
設置は必須条件だと言えます。

設けられている必要があります。各エリアへの経路を示すために、
アリーナへの進入路とアリーナの内外には、広範な情報をわかり
やすく表示したサイン看板を設置します。目立つ場所にわかりや
すく設置し、観客にトイレ、飲食売店、退場口など各サービスエ
リアの場所を案内してください。
チケットには、その観客席の位置が明確に示されていなければ
なりません。同時にチケットに記載された情報は、アリーナ内外
のサイン看板に記される情報と完全に合致していることが必要で
す。チケットと該当する観客席のエリアを同色に分類することも、
効果的です。
観客に対するサイン看板として、壁面に大型のサイン看板を設
置してください。アリーナを初めて訪れる観客のために、各エリ
アの外側の動線部分に総合案内所を設置してください。
サイン看板はより簡潔で、観客の進行方向を明確に示すもので
なければなりません。同時に緊急事態発生時の避難動線を明示し
ている必要があります。
7-6 場内情報システム
7-6-1 場内放送システム
アリーナ内の全てのエリア、観客席、運営諸室及びフロアレベ
ルで明瞭に聞こえ、放送内容が完全に理解できる性能を有した場
内放送システムが備わっていなければなりません。
イベント主催者とアリーナの安全管理者は、高性能で信頼でき
る場内放送システムを使用して、アリーナの内外にいる観客に明
確に情報を伝達できることが重要です。
システムの要件：
―アリーナの管理室内あるいは管理室に隣接する場所など、オペ
レーターがアリーナ全体を見渡せる場所に場内放送室を設置す
ること。
―ゲート、アリーナ内部の各室、ホスピタリティ施設、観客席な
ど、アリーナのエリアごとに個別に放送ができること。チーム
更衣室などに一般用の放送が入らないこと。
―声援が大きい試合中も、観客がメッセージを確実に聞き取れる
ように、十分な音量が確保できること。
―緊急事態の発生時には、アリーナの管理者がいつでも別の音源
に割り込める優先機能を備えること。
十分な予算がある場合は、場内放送システムよりもコストはか
かるものの、より性能の高いアリーナ音響システムの設置も効果
的です。音響システムは、音楽を提供でき、アナウンスが明瞭で
聞き取りやすいなど、場内放送システムを上回る確かな利点があ
ります。
場内放送システムは緊急事態発生時を想定し、主催者がいつで
も割り込んで放送できるような装置を設置しておかなければなり
ません。全関係者の安全を確保するための放送は、いかなる場合
でも優先される必要があります。また、停電や緊急事態発生時を
想定して放送用予備電源を備えておくことも重要です。

7-6-3 時計
試合時間を表示できる独立した時計を設置します。バスケット
ボールの場合は、通常の時計以外にショットクロック（24 秒計）
という時計も必要となるなど、種目によって試合時間が違い、表
示が違いますから注意が必要です。
7-7 身障者への対応
7-7-1 車椅子席の確保
全てのアリーナは、身障者が一般の観客と同じ条件で安全に、
かつ快適に観戦できるように観客席を配慮されなくてはなりませ
ん。そのためには、見晴らしが良い十分な車椅子席、介助者の椅子、
車椅子用のスロープ、手すりの付いたトイレ等のサポート、サー
ビスが必要になります。
車椅子席は、その前段でジャンプする観客やスタンドに吊るさ
れたフラッグやバナーなどで、視界が妨げられる可能性のある場
所には設置しないでください。
7-7-2 車椅子用動線の確保
車椅子用駐車場を用意し、そこから観戦エリアまで車椅子のま
ま直接アクセスできるようにします。昇降にはエレベーターなど
が利用できるように動線を計画してください。
緊急事態発生時の避難動線は、フロアまたは広いコンコースに
少なくとも 2 系統以上確保されていなければなりません。同時に
他の観客の避難動線上、もしくは避難の妨げの可能性のある場所
に車椅子席を設けてはなりません。
VIP、VVIP、メディア、放送、選手用施設も含め、車椅子の観
客がどの入口からもアリーナに入場できるよう考慮し、また観戦

7-6-2 大型映像装置
大型映像装置には、スコアボードの機能に加え、出場メンバー
を表示します。また、大型映像装置で広告スポットを流すことが、
アリーナにとって収益源の一つとなっていることも少なくありま
せん。
アリーナ内のどこに映像装置を設置するかは、設計プロセスの
初期段階に検討すべき重要な問題です。より多くの観客席から視
界に入る位置に、大型映像装置を設置することが望まれます。通常、
2 台以上の大型映像装置を設置すれば、全エリアの観客が比較的
無理なく画面を直接見ることができるようになります。
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エリアに到着するまでにはなはだしい不備があったり、他の観客
に迷惑がかかったりしないように配慮してください。
こうしたエリアには、各車椅子席の側に介助者用の椅子席や電
動車椅子の充電用の電源も用意してください。車椅子用のトイレ
は、観戦エリアに近く、すぐに利用できる場所に設置してください。
飲食売店も同様です。
7-7-3 その他
視覚障害者に対する点字サインや誘導ブロック等の配置も検討
してください。特に誘導ブロック上に通行を妨げる物を設置しな
いようにしてください。
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VIP エリアには、一般入場口とは離れた場所に専用の VIP 入
口を設けます。入口からは、VIP 受付を通って直接、観戦エリ
アに向かうことができます。異なる階へ移動する際には、エレ
ベーターやエスカレーターを設置します。安全なエリアを通る
代替アクセス経路も用意してください。その他、使節団やオブ
ザーバーなどがチーム更衣室を訪れる必要のある場合に、VIP
エリアからまっすぐ更衣室へ向かえるように配慮してください。
③ VIP 席
個別に番号の付いた、質の高い椅子席を使用し、アームレス
トとクッションも装備します。椅子席からはフロア全体を支障
なく完全に見渡せるようにしてください。また椅子席の前後に
は、他の VIP の迷惑にならずに出入りできるだけの十分なレッ
グスペースを確保してください。
④収容人数
アリーナの規模によりますが、大規模な国際試合の開催を想
定するアリーナの場合は、100 席程度確保されることが必要で
す。試合の要求レベルに応じて、エリアを拡大できるようにし
ておくことが望まれます。
⑤ VIP ラウンジ
VIP ラウンジには、VIP 用の飲食スペースを用意し、VIP 席の
すぐ後方に設置します。要件は以下の通りです。
―VIP 席から直接アクセスできること
―対象人数に応じた、十分なトイレ（男、女用ともに）を確
保すること
―エリア内、もしくは隣接した状態でパントリーを配置すること
―スペースに応じて、VIP ラウンジを設置すること
―テレビ観戦できる場所を設けること
―電話（外線／内線）を設置すること
―空調設備を備えること
―ケータリング専用エレベーターを設置すること
―パントリーに行きやすい場所に設置すること

スペシャルゲストに質の高いホスピタリティを提供することが、
諸外国ではイベントマネジメントの最重要要素の１つとなっていま
す。それはまた、
アリーナの資金面からもその重要性を高めています。
大会・試合の規模によって違いがあり、現在では対応する必要
の無い大会・試合もありますが、ホスピタリティ関連の設備・対
応を準備しておくことで、どんな大会・試合にも対応できるだけ
でなく、現在、対応していない大会・試合でもホスピタリティが
導入され、イベントマネジメントや、アリーナの資金面に好影響
をあたえるはずです。
8-1 VIP・VVIP への対応
8-1-1 VIP・VVIP 席の確保
アリーナにおける VIP と VVIP へのもてなしは、現在、世界各
国で一般的な習慣となっています。関係者は試合前に飲食を摂り、
試合開始後は専用の観戦エリアからプライベートに試合を楽しむ
ことができますし、また好みに合わせて、隣接する専用席からの
観戦も可能です。こうした VIP・VVIP の確保は、アリーナにおけ
る大会運営上の重要な収入源にもなります。
通常の VIP 席の他に、招待者へ飲食などのサービスの提供を目
的とした、個室タイプのスペースを設定することが望まれます。
これらの他に、簡単なパーティが実施できる規模の部屋を確保す
ることが可能であれば、なお良いでしょう。
8-1-2 VIP・VVIP 席のホスピタリティ
サイドライン側の中心で、フロアレベルから適度な高さを有し
た場所に位置していることが理想的です。また、この席は一般観
客席と明確に分離されていなければなりません。
多くのアリーナでは、アリーナまたはホームチームのスポンサー
企業のために、最高級の VIP ホスピタリティ施設を最も観戦しや
すい場所に用意しています。また VIP 施設などの専用施設をラン
ク分けして運営しているアリーナも多くあります。トップランク
の施設には、一般に専用の VIP 用駐車場と VIP 入口、最高級専用
ダイニングルームの他、専用のバー、冷蔵庫、テレビ、トイレな
どを備えたスタンド中央に位置する観戦施設が含まれます。基本
コンセプトは、ホストがゲストを適切にもてなし、ゲストに心か
ら楽しんでもらうことができる最高のホスピタリティ施設と観戦
体験を提供することです。
その他のランクでも、その料金に応じたメリットが用意されて
います。専用の観戦施設は利用できないかもしれませんが、ラウ
ンジエリアに出入りでき、専用ダイニングルームでの食事も予約
可能です。こうした施設の数と豪華さはアリーナの規模や性格に
より、大きく異なりますが、ほとんどの場合は地域の経済状況に
左右されます。したがって、こうした施設のニーズについては、
投資前に綿密な調査が必要です。
その他、結婚式、ディナーなどに使用できる集会場、小規模な
会議に使用できる会議室、一般用レストランなどの施設をアリー
ナに設置すれば、イベントの開催日以外にも日常ベースの収益を
確保することができます。

8-2-2 VVIP エリア
①場所
VIP エリアの隣
②アクセス
VVIP のアクセス経路には、一般観客が進入することのない、
セキュリティレベルの高い経路を指定してください。また、エ
レベーターやエスカレーターの動線を確保してください。VVIP
の乗った車には、必ず警備車両を付け、メインスタンド下の専
用の VVIP 駐車場に直接、乗り入れてください。
③ VVIP 席
各席には固有の番号を付け、ゆったりとした背もたれ及び肘
掛けが設置されていなければなりません。VVIP ラウンジは可動
間仕切り等で VIP ラウンジと区分してください。
④ VVIP ラウンジ
VVIP ラウンジを設置することが望まれます。VVIP ラウンジ
は 25 人分の食事が提供できるダイニングルームを設置してくだ
さい。ケータリング専用のエレベーターが必要となります。
⑤トイレ
VIP エリアとは別に、VVIP エリア用のトイレが必要です。

8-2 VIP エリアと VVIP エリア
8-2-1 VIP エリア
①場所
メインスタンド側の中央部、フロアよりも高い場所に設置し、
一般の観客席エリアとは区分します。VIP エリアは必ず、
更衣室、
メディア施設、管理オフィスなどにアクセスできる位置に設置
してください。
②アクセス
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不法行為の状況を記録ができる録画機能を持つことは当然、即
時、状況に対応できるようモニター再生やプリントアウトできる
ことが必要です。

9-1 安全管理責任
アリーナにおける安全は、観客、選手、審判、試合関係者など
施設を利用するすべての人々を対象とします。その安全を担保す
るための明確な体制を確立することが必要です。

9-3 フロアへの観客の乱入阻止
安全確保のためにフェンス等によって観客席とフロアが仕切ら
れることは、決して望ましいことではありません。また、美観を
損なうような障害がないほうが、より快適な環境をつくりだせる
ことに疑問の余地はありません。
しかしながら、何らかの策を講じて、観客がフロアに進入でき
ないような状態を作り出し、試合の安全を確保する必要がありま
す。この目的は何にも増して優先されなければなりません。
フロアへの観客の乱入を防ぐためには、訓練された警備員の配
置や警察等との協力等、運営する側の対応が必要です。

9-1-1 安全管理のカテゴリー
安全管理の分野は、以下の様な大きなカテゴリーに整理できます。
①防犯及び暴徒化対策
②選手の安全対策
③防災対策（火災・震災等）
④緊急医療対策
⑤テロ対策（爆弾脅迫、不審物）
以上の様な安全管理のカテゴリー別に、その責任と対処方法を
確立する必要があります。事が起きてからでは手遅れです。

9-4 防災対策
9-4-1 構造上の安全性
アリーナ内の全ての設備について、その安全は国、該当する自
治体の定める建築基準を満たしていることが絶対条件です。
特に地震多発地域に属する我が国においては、大規模な地震を
想定した上での建設計画を進めることが重要です。同時に、地震
発生時の避難動線を考慮した計画を立案する必要があります。
アリーナ内の天井においても、落下や脱落によって重大な危害
を生ずるおそれがないように設計の段階から検討することが必要
です。

9-1-2 危機管理計画の立案
様々な安全管理に対する責任と対処方法など下記の事項につい
て、安全管理のルールを確立してください。
①各安全管理のカテゴリーに対する責任の明確化
②指示命令系統の確立
③危機管理のトレーニング
④安全監査（検査や監視する体制・システム・設備）
以上の様な安全管理、危機管理に対する対処方法を明確化した
危機管理計画、危機管理マニュアルの作成が必要です。
9-1-3 ゾーン管理・動線分離
観客、チーム関係者、試合運営関係者、VIP、メディア関係者
などの諸室、エリアを明確に分離し、ゾーン間の移動を絞り、移
動のためのチェックを強化するようなシステムが効果的です。そ
のためには、それぞれの活動エリアが明確な固まりとして、管理
できるような諸室配置や区画整備、チェック体制を総合的に設計、
計画することが重要です。

9-4-2 火災予防
アリーナ内の消火設備及び火災予防策は、所轄消防署の規定に
則ったものであり、火災予防基準（条例）に合致したものでなけ
ればなりません。
消火設備等の危険設備は、観客を含む全ての関係者の動線上も
しくは付近に設置されないように留意してください。また、避難
経路上には、避難の妨げとなるモノを置かないように、識別でき
るようなマーキングなどの工夫も必要です。

9-2 防犯及び暴徒化へのセキュリティ
9-2-1 自主警備
警備全体を考える時、我が国の場合は所轄警察と自主警備の２
系統により体制が組織されます。試合の規模、種類、試合をとり
まく状況により警備体制は異なってきますので、その都度所轄警
察に相談の上、適切な警備体制を組織する必要があります。

9-4-3 避難経路
アリーナ内の観客の動線で、緊急避難時も考慮した安全な動線
を確保することが必要です。特に傾斜の急な階段の昇り降りには
十分な安全配慮が求められます。
また、緊急事態の発生により、パニック状態に陥ったことを想
定し、最小限の時間で、全観客を安全にアリーナから退避させる
ための方法を熟慮しておくことが重要です。この場合は所轄警察
を含む、地域の関係機関と協議の上、合意しておくことが必要で
す。同時に折りに触れて、観客に緊急事態発生時の対応について、
伝達しておくことも必要になります。
入場口、退場口、階段、ドア、避難経路、屋根、全ての一般エ
リアと専用エリア、各部屋などアリーナ内の全エリアが、警察、
消防など関係当局が定める安全基準に準拠したものでなければな
りません。
観客席とフロアの間は、緊急事態が発生した際に、観客席エリ
アからフロアへ観客が避難するのに十分な配慮をしてください。
観客席エリアの一般用通路や階段には、行き先が明確に分かる
サイン看板を表示してください。観客席エリアからフロアへの通
路、アリーナから外へ通じる全ての退場口も同様です。また、一
般用通路、廊下、階段、ドアなどには、観客の通行を妨げる恐れ
のある障害物を絶対に置かないでください。
アリーナの退場口は全て観客から見てアリーナの外側へ開くよ

9-2-2 警備本部室
アリーナ内全体を見渡すことのできる位置に、自主警備本部が
確保されなければなりません。警備本部室には、場内放送システ
ム及び警備を目的とした場内監視用のモニターが必要となります。
主催者のうち自主警備責任者には、いつでも必要なときに優先的
に放送することのできる権能を付与しなければなりません。
9-2-3 テレビ監視システム
監視用カラーテレビカメラをアリーナの内外に設置してくださ
い。アリーナへのすべての進入路とアリーナ内外のすべてのパブ
リックエリアを監視します。待機スペースなどアリーナ入場前に
観客が滞留するアリーナ周辺もアリーナの一部として監視できる
ようにしてください。
テレビ監視システムには、それぞれ独立した電源と専用回線を
装備します。モニターのある監視室から、アリーナ内外の写真撮
影などの各種操作を行えるなど、管理・制御できるようにしてく
ださい。
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うにし、アリーナに観客がいる間は必ず解錠しておくようにして
ください。不法入場及び試合日以外の侵入を防ぐために、ドアに
は中から簡単にすぐ操作できる施錠装置を取り付けることもでき
ます。
また、各ドアは、いたずらを防止し、緊急事態発生時に速やか
に観客を避難経路に誘導するために、必ず専任の担当者を常駐さ
せてください。
9-5 緊急医療対策
アリーナには、医師の助けが必要な観客に処置を講じる医務室
（一室、あるいは複数）を設置してください。室数、規模、場所等
については、地域の消防署と協議の上、決定してください。また、
アリーナの各所、アクセスがしやすい場所に自動体外式除細動器
（AED）を設置してください。
なお、大規模災害への対処法については、地域の関係当局とア
リーナ管理者の間で協議してください。
医務室の要件は以下の通りです。
―観客や緊急車両がアリーナの内外からアクセスしやすい場所に
設置すること
―医務室に通じるドアと通路には、担架や車椅子が通れる十分な
広さを確保すること
―明るい照明、良好な換気、暖房、空調、電源コンセント、温
水・冷水及び飲料水の供給、男女用トイレ等の設備を備えるこ
と
―薬品用ガラスキャビネットを備えること
―担架、毛布、枕、救急用具等の収納スペースを設けること
―内線通話と外線通話が可能な電話を設置すること
―アリーナの内外に、医務室の場所を示すわかりやすいサイン看
板を設置すること
安全管理者は、観客エリアを監視するとともに、アリーナ内に
緊急車両がアクセスできるようにしてください。その動線は観客
の動線とは別の経路を設けるか、観客の経路を遮断しないように、
緊急車両を駐車できるスペースを確保してください。
9-6 その他
試合のレベルに対応したセキュリティの警戒レベルを設定し、
観客がアリーナの建物に入る前に、それぞれの警戒レベルに応じ
た手荷物等の検査を実施する仕組みを持つことが必要です。
観客がアリーナ内に入場した後は、観客エリア間の移動を制限
することが必要です。そのためには、エリア間の移動を阻む柵な
どの区画や移動をチェックする体制が重要です。
同様に、試合関係者、メディア関係者、VIP などのエリアも明
確に区分し、人の移動を制限することが必要です。そのためには、
関係する諸室をまとめて配置し、動線を単純化し、エリア間の明
確な区画や移動をチェックしやすいように設計の段階から検討す
ることが必要です。
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照明・音響と電力供給
照明設備の設置高さは、優れたスポーツ照明システムの実現に
欠かせない条件です。

放送局、観客、選手他関係者のニーズに適った照明システムを
設置してください。周辺に光や音が漏れず、地域の迷惑とならな
いことも要件となります。

10-2-3 カメラの視界
臨場感あふれる放送を実現するには、さまざまなカメラポジショ
ンが考えられます。照明の仕様を検討する際は、実際に使用する
カメラポジションに注意してください。高品質な映像を制作する
には、各カメラに十分な明るさが提供されなければなりません。
必要に応じて、しかるべきテレビ局、または地域を代表するテレ
ビ放送協会に助言を求めてください。
照明システムの主な目的は、フロア全体に均一な照明を実現す
ることにあります。それに加えて、
固定カメラとフロアカメラにも、
デジタル画質を可能とする、ムラの無い均一な明るさが提供され
なければなりません。

10-1 電源
停電が原因で、試合を中止または延期せざるを得ない状況は許
されません。
比較的電力供給が安定的である我が国では想定しにくいですが、
海外や国際イベントなどの場合、一般系電源に対する慎重な評価
とともに、バックアップ電源の使用とライドスル―能力について
も検討を求められる場合があります。バックアップ電源には、試
合中の施設を維持できる十分な能力が必要です。その場合、系統
電源をそれぞれ常時電源とバックアップ電源として使用するか、
マニュアルまたは自動のタイスイッチで配電を切り替え、両系統
を常時電源として使用するやり方が考えられます。系統電源に異
常が発生した場合、バックアップとしてオンサイト電源がすぐに
作動する必要がありますが、タイムラグは避けられません。した
がって、バックアップ電源には、その作動までの数分間、照明を
維持し、放送の中断を回避するためのライドスル―能力が求めら
れます。ライドスル―能力としては、専用発電機や無停電電源装
置（UPS システム）などさまざまな方法が考えられます。なお、
バッ
クアップ電源には、停電時も最低 3 時間は作動できる能力が必要
とされています。
ライドスル―能力は緊急時の避難では無く、主としてイベント
の継続に必要となるため、イベント用とライフセーフティシステ
ムとの配電を分離する必要があります。また系統電源とバックアッ
プ電源の設置に必要な設備スペースについても、その配分計画が
必要です。アリーナの施設維持のためにも、ライドスル―能力を
備え、配電を切り替えることができる電源設備の実現が薦められ
ています。

10-2-4 選手とカメラが見る位置
最も重要な設計要件は、選手、関係者、メディアにグレアのな
い環境を実現することです。また、バスケットボール、バレーボー
ル、フットサルにおいて、エンドライン側に照明があると、プレ
イに支障をきたす可能性があります。サイドライン側も同じよう
に低い位置に照明があると、プレイに支障をきたす可能性があり
ます。
10-2-5 シャドウコントロール（マルチゾーン照明）
フロアにできる強い影は、高精細なデジタル化画質を追求する
メディアにとって最大の問題点の１つとなっています。マルチゾー
ン照明とは、フロアの同一の場所を複数の光源から照らす方法を
いいます。各方向から照らすことで、フロアにできる選手の強い
影をやわらげることができます。
10-3 照明の設計仕様と技術
アリーナには、時代に応じた高精細なデジタル画質放送に適し
た照明システムが求められます。したがって、専門家による適切
な指導を受けて設計してください。

10-2 設備要件
10-2-1 概要
照明システムの主な目的は、時代に応じた高画質な放送が可能
なイベント照明を実現することにあります。ただし、選手他関係
者に不快なグレアが生じず、観客と周辺地域に漏れ光やグレアが
生じない配慮が必要です。常設照明、仮設照明、あるいは両シス
テムの組み合わせなども検討してください。また、演出上の暗転
ができるように点灯消灯がスムーズにできることも必要となりま
す。また、暗転ができるように点灯消灯がスムーズにできることや、
ピンスポットライトの使用など、演出上の照明に対応できること
も必要となります。
―環境
フロアとアリーナ内外の漏れ光とグレアを抑制できるよう、
十分な配慮を行ってください。
―選手と関係者
選手と関係者が十分に能力を発揮でき、試合レベルが高まる
ような照明環境を実現する必要があります。
―観客
観客が試合、スコアボード、大型映像装置、フロア上のプレ
イを快適に見ることができる、グレアと漏れ光のない環境を実
現する必要があります。
―メディア
強い影やグレアのない均一な照明下で、デジタル画質の試合
中継と録画が実現できるように配慮してください。

10-3-1 照度
最低でも 1,500 ルクス以上の照度を持つ照明設備を設置しなく
てはなりません。競技によっては 2,000 ルクス以上の照度を求め
られる大会（バスケットボールの国際レベル 1 大会等）もありま
すので、2,000 ルクス以上の照度が望ましい照度です。
一般的に、照度には水平方向の均一性をみる水平面照度があり
ます。水平面照度とは、フロアから 1 ｍの高さの水平面に届く光
の量（照度）のことをいいます。フロアを 10 ｍ× 10 ｍのグリッ
ドに分割し、各所の照度を計測します。そして、フロア上の最大
／最小／平均水平面照度を算出します。また、アリーナスポーツ
はスピードを要求あれるスポーツです。コート全体に均一な照明
を実現することで、選手のパフォーマンスは向上し、優れた映像
による臨場感あふれる放送が可能となります。
その他、フロアカメラに対する鉛直面照度にも配慮する必要が
あります。鉛直面照度とは、選手を囲む鉛直面に届く光の量（照
度）のことをいいます。鉛直方向に対する照明のおかげで、選手
の顔や試合中のプレイなどの細かな動きを確認することができま
す。これらの画像は、手持ちタイプと可動タイプを含めたフロア
カメラが捉えます。鉛直面照度にムラが生じると、デジタル画像
の悪化につながります。したがって、照明システムには、フロア
カメラに対して均一な照度を実現できる設計が求められます。
また、固定カメラに対する鉛直面照度についても同様です。メ

10-2-2 照明設備の設置高さ
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インスタンドとバックスタンド、エンドライン裏の各カメラが捉
える、コート上の鉛直方向の照明の明るさを、固定カメラの鉛直
面照度と呼びます。コートをパンするこれらのカメラは、試合中
にコート全体を映し出す必要があります。鉛直面照度にムラが生
じると、デジタル画像の悪化につながります。したがって、照明
システムには、固定カメラに対して均一な照度を実現できる設計
が求められます。
10-3-2 色温度と演色性
色温度は、一定タイプの照明がどの程度、暖かく（赤っぽく）
見えるか、冷たく（青っぽく）見えるかを表します。単位には「ケ
ルビン（Tk）」を使用します。最新のデジタルカメラ技術であれば、
必要に応じて、画像の色やコントラストを好ましい状態に調整す
ることができます。
また、演色性（Ra）とは、人工光源が自然の色を忠実に再現で
きるかどうかを表す指標です。これは、Ra20 ～ Ra100 の実用的
なスケールで表され、演色性が高ければ高いほど、色の再現性が
優れていることになります。人工照明システムの演色性は、テレ
ビ放送試合、未放送試合を問わず、Ra ≧ 65 が求められます。
10-4 環境への配慮
光害と障害光は主に、漏れ光とグレアに分類されます。漏れ光
とは、アリーナから漏れ、その周辺地域に照射される光のことを
いいます。グレアとは、アリーナ外の歩行者や運転者の障害とな
る眩しすぎる明るさのことをいいます。こうした障害は、アリー
ナ周辺地域の夜空を明るく照らし、住民の健康と生活に大きな影
響を与えることになります。アリーナ内外の漏れ光とグレアを防
ぐために、最大限の努力を尽くしてください。最新アリーナの設
計にあたっては、テレビ放送試合も考慮し、漏れ光やグレアを抑
えるために、シャープカットオフ反射板や高性能反射板の使用を
検討してください。
10-5 音響
アリーナはコミュニティの中心として役割を果たす際に、スポー
ツイベントだけでなく、音楽イベントや集会等など多目的な使用
が想定されます。
その際に、アリーナ内での音響についても音楽イベントでの使
用に耐える設計とすることが望ましいだけでなく、アリーナ外へ
の音漏れが生じないような遮音・防音設計が必要です。
アリーナ競技は室内で行うことを前提としているため窓からの
太陽光線を排除する前提で行われます。
換気は十分に行われなくてはなりませんが、大きな窓の設置等
は漏れ光や音漏れを生じる可能性が無いように注意して設計する
必要があります。
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諸施設一覧表

1)交通関連

諸施設チェック表
クラス別対応
諸機能

交通関係

動線

アリーナへのアクセス

一般入退場待機スペース

チームの動線確保

報道関係者の動線確保

VVIP対応の動線確保
VIP対応の動線確保

駐車場

備考

大規模

小規模

中規模
新設

既設

新設

既設

鉄道・地下鉄など複数の公共交通利用

◎

○

▲

○

▲

幹線道路からのアクセスの利便性

◎

○

▲

○

▲

歩行者動線の安全性、
快適性の確保

◎

○

▲

○

▲

入場前の待機スペース

◎

◎

○

◎

○

照明設備、
電源、
場内放送システム、
トイレ

◎

◎

○

◎

○

入場券売り場の設置

◎

◎

◎

◎

◎

一般観客、
報道関係者動線との分離

◎

◎

○

◎

○

更衣室、
ウォームアップエリア、
フィールド間の動線

◎

◎

○

◎

○

担架等の通行に支障のないスペース

◎

◎

○

◎

○

アリーナに入る部分の安全確保

◎

◎

○

◎

○

チーム・一般観客・VIP動線との分離

◎

◎

○

◎

○

メディア作業エリア間の動線確保

◎

○

▲

○

▲

機材用の関係諸室アクセス

◎

◎

○

◎

○

セキュリティレベルの高い経路

○

○

▲

○

▲

VVIP車寄せ・専用動線

○

○

▲

○

▲

専用のVIP入口の設置

◎

◎

○

◎

○

専用動線

○

○

▲

○

▲

アリーナへのアクセス

フロア周辺まで車両通行路の確保
（フロア管理車両も利用）

◎

◎

○

◎

○

一般及び身障者用

照明やアリーナへのサイン看板などの設置

○

○

▲

○

▲

身障者用との兼用可

○

▲

▲

▲

▲

入場口近辺に身障者用スペースを確保

◎

◎

○

◎

○

専用駐車場の確保

○

○

▲

○

▲

機材の搬出入を考慮し、
メディア作業エリアに近い場所に配置

○

○

▲

○

▲

テレビ中継車両用

専用駐車場の確保、
地盤補強

◎

◎

◎

◎

◎

VIP、VVIP用

専用駐車場の確保

◎

◎

◎

◎

◎

VIP席数に対応した十分なスペースの確保

◎

◎

◎

◎

◎

更衣室に直結した専用駐車場の確保

◎

◎

◎

◎

◎

大型2台、
乗用車３～４台

◎

◎

◎

◎

◎

救急車等

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

メディア用

チーム用
緊急車両用
サービススタッフ用

本編

3-2-1

3-2-1

3-2-2

3-2-4

3-2-3

3-2-8
3-3-1

3-3-2

3-3-3

3-3-3

◎は原則的に必ず設置する事項／○は設置すべき事項／▲は設置を推奨する事項

２）フロア関連

諸施設チェック表
クラス別対応
諸機能

フロア関連

フロア

フロアサイズ

備考

大規模

中規模

小規模

新設

既設

新設

既設

51ｍ×44ｍ以上。

◎

◎

○

◎

○

フットサル２面の場合は60ｍ×46ｍ以上

○

○

○

◎

○

アイススケートリンクを設置する場合は63ｍ×33ｍ以上必要。

◎

○

▲

○

▲

本編

4-1

天井高

12.5ｍ

◎

◎

◎

◎

◎

4-2

サブアリーナ

サブアリーナ

44ｍ×24ｍ

◎

◎

○

◎

○

4-3

設備等

ゴール

フットサル用

◎

◎

◎

◎

◎

バスケットボール用

◎

◎

◎

◎

◎

ネット・ポール

バレーボール用

◎

◎

◎

◎

◎

ベンチ

選手控え用ベンチ。
15名×２チーム分。

◎

◎

◎

◎

◎

フロア広告看板

高さ70 ～ 100センチ。

◎

◎

◎

◎

◎

フロアサイド電光ボード

◎

◎

○

◎

○

◎は原則的に必ず設置する事項／○は設置すべき事項／▲は設置を推奨する事項
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３）試合関係者関連

諸施設チェック表
クラス別対応
諸機能

試合関係者関連

チーム

備考

チーム更衣室

大規模

4室又は２室 100㎡以上

監督室
運営進行

小規模

中規模

本編

新設

既設

新設

既設

◎

◎

○

◎

○

5-1-1

◎

◎

○

◎

○

5-1-2
5-1-3

ウォームアップエリア

サブアリーナ又は100㎡以上

◎

◎

○

◎

○

運営本部室

机、
椅子、
空調設備、
電源、
電話回線を設置

◎

◎

◎

◎

◎

200㎡以上

◎

◎

○

◎

○

アリーナ内外の放送システムを設置

◎

◎

○

◎

○

緊急事態発生時に非常用放送ができること

◎

◎

○

◎

○

運営本部から割り込みできること

◎

◎

◎

◎

◎

机、
椅子、
モニター、
電話

◎

◎

○

◎

○

プレイエリア全体を見渡せる場所

◎

◎

◎

◎

◎

コミッショナールーム

デスク、
椅子、
ロッカー、
電話
（外線/内線）

◎

○

▲

○

▲

5-2-4

審判更衣室

6人収容可能な部屋2室

◎

◎

○

◎

○

5-2-5

医務室

◎

◎

◎

◎

◎

5-2-6

ドーピングコントロール室

◎

◎

◎

◎

◎

5-2-7

予備室

○

○

▲

○

▲

5-2-8

試合関係者入口

◎

◎

○

◎

○

5-3-1

倉庫・予備室

○

○

▲

○

▲

5-3-2

5旗

5旗

3旗

5旗

3旗

5-3-3

場内放送システム

記録室

掲揚ポール・バトン

フラッグを掲示できる設備の設置

5-2-1

5-2-2

5-2-3

◎は原則的に必ず設置する事項／○は設置すべき事項／▲は設置を推奨する事項

４）メディア関連

諸施設チェック表
クラス別対応
諸機能

備考

大規模

中規模
新設

メディア関連

会見等

記者室
（兼カメラマン室）

記者会見室

フォトグラファー兼用の記者室の確保

記者席

スチールカメラ

テレビカメラ

200㎡ 150㎡ 100㎡

小規模
新設

既設

本編

80㎡

40㎡

男女用トイレの設置

◎

◎

◎

◎

◎

デスク、
電源、
電話、
事務機器等

◎

◎

○

◎

○

設置
（記者室との併用可能）

◎

◎

○

◎

○

舞台、
音響システム

○

○

▲

○

▲

◎

◎

○

◎

○

6-1-3

50席

40席

20席

6-2

ミックスゾーン
記者席等

既設

120席 80席

本文を参照
駐車スペース

◎

◎

○

◎

○

控室

◎

◎

○

○

▲

個人ロッカー

○

○

▲

○

▲

フロア上電源とモジュラージャック

○

○

▲

○

▲

フォトグラファーポジション後方の1.5ｍスペース

◎

◎

○

◎

○

本文を参照

◎

◎

○

◎

○

6-1-1

6-1-2

6-3

6-4

■テレビ中継関連カメラ設置スペース
■テレビニュース関連：ENGカメラ設置スペース。
■カメラスペース
■ケーブル設置スペース
■伝達用機材等
（アンテナ/アンテナ搭載車両/光ファイバー用端末）
設置スペース。
アリーナからテレビ局および中継基地へ試合中継映像を伝送するために必要な以下の機材等を設置するためのスペース。
テレビ局および中継基地へ伝送するためのアンテナ、
衛星へ伝送するためのアンテナ搭載車両、
光ファイバー用端末。
全て備わっていることが絶対条件ではないが、
いずれか一つは必須。

◎は原則的に必ず設置する事項／○は設置すべき事項／▲は設置を推奨する事項
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6-5

資料

諸施設一覧表

Arena Sports Committee
Arena guideline

５）観客関連

諸施設チェック表
諸機能

備考

クラス別対応

観客関連

入退場待機スペース

待機スペース

照明設備等

新設

既設

◎

◎

○

◎

○

◎

◎

○

◎

○

埋め込み式バリカー等の導入

○

○

▲

○

▲

入場券売り場の手元照明

◎

◎

○

◎

○

雨に濡れない屋根

◎

◎

○

◎

○

○

○

7-1-1

7-1-2

▲

○

▲

7-1-3

4,000

3,000

2-2-2

◎

○

◎

○

○

○

▲

○

▲

○

○

▲

○

▲

7-4-3

◎

◎

○

◎

○

7-4-2

入場前待機者用の独立場内放送システム

席数

個席

飲食売店

アリーナ各所に偏りなく設置

◎

臨時売店の設置スペース
身障者用を含め、
明るく衛生的なもの

12,000 8,000

グッズ売店

本編

6,000

場内放送システム

7-4-1

喫煙スポット

本文参照

○

○

▲

○

▲

7-4-4

救護室

救護室を開催規模に合わせ、
適宜配置

◎

◎

○

◎

○

7-4-5

◎

◎

○

◎

○

7-4-6

サイン看板

◎

◎

○

◎

○

大型の壁面サイン看板の設置

○

○

▲

○

▲

総合案内所の設置

○

○

▲

○

▲

公衆電話

身障者対応

既設

イベント空間として、
電源等の確保

諸機能

場内情報提供システム

新設
収容人員の２～３割が待機できるスペース

観客席

トイレ

小規模

中規模

大規模

観客席への誘導システム

緊急事態発生時の避難動線の明示

◎

◎

○

◎

○

場内放送システム

場内放送システムの設置

◎

◎

○

◎

○

大型映像装置

得点、
時間、
出場メンバーを表示できるもの

◎

◎

○

◎

○

動画を流すことができるもの

◎

◎

○

◎

○

車椅子席の確保

スペース、
椅子席

◎

◎

○

◎

○

動線の確保

スロープ、
トイレ

◎

◎

○

◎

○

7-5

7-6-1
7-6-2
7-7

◎は原則的に必ず設置する事項／○は設置すべき事項／▲は設置を推奨する事項

６）ホスピタリティ関連

諸施設チェック表
諸機能

備考

クラス別対応
大規模

ホスピタリティ関連

VVIP

VVIP室

VVIPラウンジ

小規模

中規模
新設

既設

新設

既設

背もたれ、
肘掛のある椅子の設置

◎

◎

○

◎

○

可動間仕切り

○

○

▲

○

▲

専用トイレの設置

◎

◎

◎

◎

◎

VVIPラウンジの設置

◎

○

▲

○

▲

ダイニングルーム
（着席の飲食スペース）
の設置
VIP室

背の高い椅子席

VIPラウンジ

スタンディングの飲食スペース

◎は原則的に必ず設置する事項／○は設置すべき事項／▲は設置を推奨する事項
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○

○

▲

○

▲

120席

80席

40席

40席

20席

○

○

▲

○

▲

本編

8-1,8-2

資料

諸施設一覧表

Arena Sports Committee
Arena guideline

７）安全管理関連

諸施設チェック表
クラス別対応
諸機能

安全管理関連

警備

警備本部室
警備控室・警察・消防控室
テレビ監視システム

観客

警備員の配置

備考

避難経路

医務室（一般・選手）

テロ

セキュリティチェック

新設

既設

新設

既設

アリーナ内全体を見渡せる位置

◎

◎

○

◎

○

場内監視用モニターの設置

◎

◎

○

◎

○

設置

◎

◎

○

◎

○

観客席全体が見渡せること

○

○

▲

○

▲

アリーナの内外に設置

○

○

▲

○

▲

録画、
モニター再生、
プリントアウト機能

○

○

▲

○

▲

訓練された警備員の配置

◎

◎

○

◎

○

下記対策と合わせて実施

○

○

▲

○

▲

◎

◎

○

◎

○

消防など関係当局が定める安全基準に準拠

◎

◎

○

◎

○

十分な数の緊急避難口の設置

◎

◎

○

◎

○

サイン看板の表示

◎

◎

○

◎

○

室数、
規模、
場所等は適宜

◎

◎

○

◎

○

自動体外式除細動器
（AED）
設置

◎

◎

○

◎

○

手荷物検査体制

◎

◎

○

◎

○

観客エリア間の移動制限

◎

◎

○

◎

○

試合関係者エリアへの移動制限

◎

◎

○

◎

○

柵等
防災

小規模

中規模

大規模

本編

9-2-2

9-2-3
9-3

9-4-3

9-5
9-6

◎は原則的に必ず設置する事項／○は設置すべき事項／▲は設置を推奨する事項

８）照明・電力

諸施設チェック表
クラス別対応

諸機能

照明・電力

照明設備

備考

大規模

フロア照明＝2000ルクス以上

非常用電源

◎は原則的に必ず設置する事項／○は設置すべき事項／▲は設置を推奨する事項
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中規模

小規模

本編

新設

既設

新設

既設

◎

◎

○

◎

○

10-3

○

○

○

○

○

10-1
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