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経営トピック⑦

人々が集うスタジアムとは　	
～海外事例を基に
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人　

スポーツアドバイザリー室
室長　 パートナー 大塚　敏弘
スポーツ科学修士 得田　進介

スポーツにおけるテクノロジーの利用度合いの高まりは、画期的な3D体験や最先端
のメディア・プラットフォームを提供し、現在さまざまな通信デバイスによってい
つでもどこでもスポーツを観戦できる環境にあると言えます。これはつまり、スタジ
アムに来場せずとも自宅にいながらスポーツ観戦を楽しめることを意味しており、
サポーターの足がスタジアムから遠のいてしまうことにつながると言えます。その
ためスタジアム運営者は、テクノロジーを駆使して自宅での観戦が習慣となってい
るサポーターたちを、いかにスタジアム観戦に引き込めるかが課題となっています。
ファンの取込み、スタジアムから得られる事業機会、およびステークホルダーへのリ
ターンを最大にすることを可能とする近代的なスタジアムを開発するためには、変
化し続けるサポーターのニーズを理解することが最も重要となります。そのために
もスタジアム開発の準備段階でコンセプトを明確にすることが必要となります。
なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断りい
たします。

 

【ポイント】

−	 	スタジアム開発コンセプトは一度検討して終わりではなく、精緻化を何
度も繰り返す必要があり、コンセプトの見直しは随時行っていくことが
重要である。

−	 	スタジアム運営で観客に大きな影響を与える要因の1つにテクノロジー
がある。スタジアムにおけるテクノロジーによって、観客は今までにな
かった便利なサービスを受けることができる。

−	 	海外スタジアムにはその地域住民のニーズに合った施設、設備が完備さ
れており、サッカーだけでなく様々な用途に利用することで日常的にに
ぎわうスタジアムとなっている。

大塚　敏弘
おおつか　としひろ

得田　進介
とくだ　しんすけ
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Ⅰ. スタジアムのコンセプト作り

新スタジアムの開発プロセスの準備段階において、プロジェ
クトの事業主体者は以下の3つの事項について特に意識する必
要があります。

1.	スタジアム建設によって何を実現したいか？

まず事業者のスタジアムの開発プロジェクトにおいて出発点
となるものです。しかしながら、何を実現したいかに焦点を当
てた場合、過度に理想的かつ達成不可能なものになってしまう
ことがあります。非常に意欲的なアイディアが、プロジェクトを
推進するための重要なドライバーとなる場合もありますが、よ
り現実的な分析によって当初のビジョンを速やかに補足しなけ
ればなりません。

2.	スタジアム建設に必要なものは何か？

スタジアムを建設する地域が何を必要としているかを理解す
ることは、スタジアム開発プロジェクトのニーズの正当化に繋
がります。すなわち、地域と事業者のそれぞれが必要としてい
るスタジアムの機能やスタジアムに併設する施設のニーズが合
致していれば、地域からの協力の可能性は非常に高まると言え
ます。

3.		スタジアム建設に要する金銭的／時間的な余裕はどこま
であるのか？

プロジェクトの長期的な持続可能性を保証するためには、プ
ロジェクトビジョンを実現するために利用可能な資金調達手段
を理解することが重要です。スタジアム建設によって実現した
いことがどれほど現実的であって、スタジアムを建設する地域
のニーズをどれだけ理解していたとしても、金銭的、時間的な
余裕が無ければそのプロジェクトは頓挫してしまう恐れがあり
ます。

準備段階でこれらの事項を検討することで、さらに高度な分
析を行うための最低限の条件が揃っているか否かを結論づけ
ることが可能となります。

スタジアム開発プロジェクトを作るうえで重要である具体的
な検討事項を図表1に例示しました。

また、スタジアム開発コンセプトは一度検討して終わりでは
なく、精緻化を何度も繰り返す必要があります。資金的制約、リ
スクとリターンの予測、運営面のパフォーマンス、財政状態等
に基づきコンセプトを見直すことで実現可能性の高いスタジア
ム開発コンセプトを作ることができると言え、将来の運営、お
よび財務の成果予測によるコンセプトの見直しを随時行ってい
くことが重要です。

Ⅱ. 海外のスタジアム事例

新スタジアムの収容人数は重要な決定事項であり、需要を慎
重に評価してスタジアムを建設する必要があります。スタジア
ムの規模については大きければ良いというわけではなく、地方
行政・自治体における政策やスタジアムの運営目的等に沿った
規模で建設することが重要です。 海外ではクラブの集客力とス
タジアム1席あたりの建設コスト等を分析して最適な収容人数
を算定しているケースが多く見受けられます。

海外のスタジアムの仕様はサッカー専用であることに加え
て、観客席の目線がピッチと同じ『ゼロタッチスタジアム』と
なっており、試合中の高い臨場感を体験できるだけでなく防災
面においても役立っています。すなわち、ピッチと観客席に高い
柵が無いため地震やスタジアム周辺で火災が発生した際に、観
客はすぐにピッチに逃げ込むことが可能であることから、サッ
カーだけでなく防災面でも実用的なスタジアムであると言え 
ます。

スタジアムの設備について海外では最新鋭のものが備わって
いると言え、その代表例がWi-Fi環境とビジネスラウンジである
と考えられます。まずWi-Fi環境についてですが、観客がモバイ
ル・アプリケーションを利用することによって、飲食物の注文

【図表1　 スタジアム開発プロジェクトのコンセプト作りのた
めの重要なインプット】

準備段階のコンセプト 検討すべき事項

スタジアムの収容能力 スタジアムの理想的な収容人数は？

VIPの収容能力 プレミアム・シートや接待利用での収容
能力は？

VIP顧客向けにどのようなサービスを行う
か？

どのような価格決定戦略で収益の最大
化ができるか？

スタジアムの活用方法
（多目的または複合利用
目的）

マーケットの需要、立地環境および付随
施設で提供するサービスの最適な組合せ
は？

多目的利用スタジアムとする場合の費用
対効果は？

複合利用目的の施設開発プロジェクトは
便益があるか？

見積開発費用 ステークホルダーの資金的制約は？

運営モデル 誰がスタジアムの運営に責任を持ち、ど
のような管理（運営）モデルを採用するの
か？

出典：A Blueprint for Successful Stadium Development を基に作成
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がより便利になる販売サービスを受けることが可能となり、場
合によっては座席をアップグレードすることもできます。モバ
イル・デバイスが提供するコンテンツには、リプレイ動画、試合
データ、選手のプロフィール等も含まれており、多様なサービ
スを受けることができます（図表2参照）。

次にビジネスラウンジについてですが、企業の接待需要はク
ラブの大きな収入源となり得ます。すなわち、企業が洗練され
た環境で取引先を接待できるようにアップグレードした座席や
施設を提供することによって、プレミアム価格でチケットを企

業に販売することができると言えます。接待利用のためのコン
テンツはクラブによって異なりますが、基本的にスタジアムが
提供する施設に基づいており、例外はあるものの一般的にはス
タジアムが古くなるほど高品質なプレミアム・シートは少なく
なります。新しいスタジアムや大規模な改修工事を行ったスタ
ジアムは、現在の法人需要に合った施設を建設できており、最
大限の収益を生み出していると考えられます（図表3参照）。

そして、海外のスタジアムが最も工夫を凝らしている点とし
てスタジアムの併設施設が挙げられます。地域住民や観光客
がスタジアムに日常的に訪問できるような施設が併設されてお
り、具体的にはショッピングセンターやグッズショップ等の商
業施設や、観光客が宿泊できるホテル、試合観戦に訪れる孫と
会えるように老人ホームを併設している事例もあります。

海外のスタジアムはその地域に見合った仕様や施設を完備
しており、スタジアムをサッカーだけでなく様々な用途について
利用することで日常的ににぎわうスタジアムとなっていると言
えます（図表4参照）。

【図表2　スタジアムWi-Fiによってできること】

サービス区分 具体例

チケット ペーパーレスによる利便性、安全で円滑な入退場
ナビゲーション

映像 マルチアングル映像・リプレイ映像配信

物販 事前決済によるスムーズな飲食提供、飲食デリバ
リーサービス

広告 スマートフォンへの広告表示・配信

エリア連携 周辺店舗との連携（クーポンの配信等）

災害時対応 緊急災害時に情報配信

多言語対応 外国人へのおもてなし
出典：NTT BP ホームページ等を基に作成

【図表4　海外スタジアム施設概要例示】

ス
タ
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ム

スタジアム仕様	
（ピッチ、観客席）

ゼロタッチスタジアム

需要に即した観客席数

スタジアム内設備

最新鋭のIT技術	

法人利用や研修・ビジネスミーティン
グ等での活用も想定したVIPルームや
ミーティングスペース

備蓄倉庫などの防災拠点

災害時に自立的に電力を供給・消費
できるエネルギーシステム

エコシステム（節水システム、地熱エネ
ルギー、太陽光利用等）

多目的利用（様々なスポーツイベント、
コンサート等）

併設施設

グッズショップ

ショッピングモール

レストラン

ホテル

老人ホーム
出典：A Blueprint for Successful Stadium Development を基に作成

【図表3　 スタジアム全体の収容人数に対するプレミアム・シー
トおよびボックスシートの座席数の比率】
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【バックナンバー】
スポーツビジネスの現状について

（KPMG Insight　Vol.12/May 2015）
欧州サッカーリーグ（ドイツ・ブンデスリーガ）の財政健全性
について

（KPMG Insight　Vol.13/July 2015）
J リーグの現状分析

（KPMG Insight　Vol.14/Sep 2015）
欧州 4 大プロサッカーリーグと比較した際の日本サッカー界の
経営課題

（KPMG Insight　Vol.15/Nov 2015）
スタジアム建設における財務計画策定のプロセス

（KPMG Insight　Vol.16/Jan 2016）

「スポーツアドバイザリー室」の概要

KPMGジャパンは、一般事業会社で培った知見や経験を活用
し、スポーツ業界に属するチーム、団体が強固な経営および財
務基盤を構築し、勝利し続ける組織作りの支援を行うため、有
限責任 あずさ監査法人内に「スポーツアドバイザリー室」を設
置しました。スポーツアドバイザリー室はスポーツに関連す
るチームや団体が攻めのマネジメントを行う一助となるべく、
一般企業で培った経営や財務管理の知見を活用し、経営課題
の分析、中長期計画の策定、予算管理および財務の透明性等に
資するアドバイスを提供します。スポーツ業界を熟知したき
め細やかなサービスを提供するとともに、KPMGジャパンのグ
ループ会社の知見やスキルも活用しながら、スポーツ関連チー
ムや団体を包括的に支援してまいります。

主なサービス
■	 	経営課題の分析
  業績評価項目・指標に関する各種調査、データ収集に係る

支援
  目標値設定および分析手法に係る開発支援
■	 	経営管理に係るアドバイザリー
  中長期計画支援、予算管理支援（ 経営戦略・経営目標と整

合した予算数値設定支援）
  差異原因分析、組織目標達成のための具体的施策設定支援
■	 	財務管理
  資金出納管理：各種資金表の作成と実績比較を通じた資金

管理体制構築
  固定資産管理：設備投資の意思決定段階における採算性計

算、維持更新にかかる経済性分析支援、等
■	 	内部統制構築支援
■	 	情報システムに係るアドバイザリー
■	 	ガバナンス強化およびコンプライアンス支援

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
スポーツアドバイザリー室
TEL: 03-3548-5155　（代表番号）

室長　パートナー　大塚　敏弘
toshihiro.otsuka@jp.kpmg.com

スポーツ科学修士　得田　進介
shinsuke.tokuda@jp.kpmg.com

スタジアム開発を成功させるための計画

目次

序章 ：  スタジアム開発プロセスにつ
いて

第1章 ： プロジェクトビジョンの構築

第2章 ： 計画および実現可能性調査

第3章 ： 許認可の取得と設計

第4章 ： 建設

第5章 ： 運営

終わりに

新しいスタジアムの新規建設または大規模な改修を検討す
る際には、開発の開始から完了までのプロセスを理解するこ
とが、プロジェクトを成功させるために重要です。

スタジアム開発計画に 1つとして同じものはありませんが、 
一連のステップと、異なるフェーズにおける相互関連性およ
び関与する専門家を理解する必要性は大部分で共通してい
ます。

本報告書では、開発業者、クラブ、協会および公共団体に対
して、スタジアム開発計画の概要を提供しています。
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