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The purpose of this report is to obtain insights for future stadium development in Japan by extracting common 
characteristics of multifunctional soccer stadiums in Europe. Data obtained in Japan showed that stadium 
development in Europe is likely to be triggered by domestic leagues and international competitions. In addition, it 
was found that multifunctional stadiums were mainly developed after 1990, and that accessibility by public 
transportation was important. Through the case study, it was found that multifunctional stadiums can be developed on 
underutilized land as a means of local revitalization, and that the club's development intentions, combined with the 
local government's motivation for development, make it easier for public-private partnerships to take place. In Japan, 
it is highly possible that development will be carried out under a plan of the local government, utilizing the vitality of 
the private sector. 
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1. 序論

1.1. 背景と目的	

	 サッカースタジアムの複合化とは，スタジアム自体やスタジア

ムの周辺に多機能の施設を立地させることを言う1)．各施設の利

用者が増えることによる収入の増加，地域アイデンティティの一

層の醸成というメリットがある一方で，開発費や維持費が高いと

いうデメリットもある1)．	

	 日本では現在，スポーツ庁や経済産業省を中心にスタジアム・

アリーナ改革に向けた様々な議論が活性化している．しかし現状

では，スタジアムの機能複合化をはじめとする施設そのものの整

備や，周辺地域との一体的な開発はほとんど見られない 2)3)．一

方欧州では，試合時のチケット収入以外の新たな収入源の必要性

から，1990 年以降スタジアムの複合化開発が盛んに行われてい

る4)．	

	 このように，サッカースタジアムの複合化は欧州で広がりつつ

あり，日本でもスタジアムの高度利用という点から今後検討され

る可能性がある．そのために先進事例として欧州の実態を把握し

ておく必要がある．	

	 そこで本研究の目的は，欧州の複合化サッカースタジアムに共

通する特徴を抽出することで，今後の日本でのスタジアム開発へ

の知見を得ることとした．	

1.2. 既往研究の整理と本研究の位置付け	

	 表 1-1 ではサッカースタジアムを対象とした既往研究を整理

した．Penning(2012)10)はサッカースタジアムの立地要因を明ら

かにし，ロッテルダムに新しいサッカースタジアムを建設するの

に適した立地を探した．Sroka(2020)11)は，イギリスの114 のス

タジアム所有構造を評価した．寺阪(2004)8)は，ヨーロッパでは

都市環境層，アーバンツーリズムの道具として，サッカー及び競

技場を位置づけていると示した．Chub(2020)5)は，現在までに最

も一般的なのは，多機能スポーツ複合施設だと述べている．

Regt(2018)6)は，サッカースタジアムとその近くに位置する企業

は直接的な関係を持っていないということを明らかにした．

Davies（2005）7)は，スタジアムがその都市の住宅市場に概ねポ

ジティブな影響を与えていることが明らかにした．以上より，欧

州の複数カ国のサッカースタジアムを対象とした，複合化に着目

した研究は行われていない．本研究は欧州6カ国の計113個のス

タジアムを，複合化という視点で研究した．欧州のサッカースタ

ジアムを，複合化に着目して幅広く扱った研究という点で新規性

がある．	

表1-1：既往研究の整理	

1 ウクライナ 再建工事中の多機能スタジアム(Chub,20205))
2 オランダ サッカースタジアムに関連した企業の立地決定

(Regt,20186))
2 イギリス スタジアム周辺の住宅市場への影響

(Davies,20057))
28 ドイツ，イタリア，スペイン 大会開催都市の検討(寺阪,20048))
54 日本 施設特性と立地特性(志摩ら,20189))
74 オランダ，ドイツ，イギリス，

スペイン，オーストリア スタジアムの立地要因(Penning,201210))
114 イギリス スタジアムの所有構造(Sroka,202011))
156 日本，ドイツ，イギリス 附属施設の種類(斎藤ら,200312))

対象事例数 対象国 研究の着眼点

1.3. 研究の方法と構成	

	 2 章では欧州のスタジアム全体の傾向について明らかにする．

調査対象は，欧州6カ国の2020-21シーズンの国内1部リーグに
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所属するクラブのホームスタジアム113個．具体的には，プレミ

アリーグ(イギリス)から20個，セリエA(イタリア)から17個，

エールディビジ(オランダ)から18個，リーガエスパニョーラ(ス

ペイン)から20個，ブンデスリーガ(ドイツ)から18個，リーグ

1(フランス)から20個である．表１-2 のように，各項目につい

てwebサイト等を用いて調査した．	

表1-2：スタジアムの調査項目と調査方法 

国名

最寄り駅から徒歩での所要時
間(H)

Google Earthの距離測定機能でスタジアムから中心市街地
までの距離を測定
「中心市街地からの距離」を「都市人口」の平方根で割る

webサイト13)
都市
都市人口(A)
リーグ名
クラブ名
クラブ創設年
国内1部リーグ優勝回数(B)
開業年(C)
入場可能人数(D)
敷地面積(E)
中心市街地

中心市街地からの距離(F)
中心市街地からの距離(都市
人口補正)(G)

高速道路出口からの距離(I)
複合用途の種類数(1)(J)

調査項目 調査方法

各クラブ公式サイト,webサイト13)
各クラブ公式サイト

各クラブ公式サイト,Google Earthの面積測定機能
Google Earthにて各都市の中心市街地の図心点付近の公
共施設（市役所,広場など）を選定

各クラブ公式サイト,Google Mapの道案内機能
Google Mapの道案内機能
各クラブ公式サイト,Google Earth

(A)~(J)は表2-1,表3-1に対応

webサイト13)

webサイト13)
webサイト13)

各国の人口統計の公式サイト

webサイト13)-15)
webサイト13)-15)

	

	 3 章では用途の複合の仕方に着目してスタジアムを類型化し，

複合化スタジアムの特徴について他の類型との比較を通して明

らかにする．	

	 4 章では複合化スタジアムの中から複合化スタジアムの特徴

が顕著に現れている5事例を選定し，ケーススタディを通じて複

合化スタジアムのより詳細な実態について明らかにする．空間構

成，開発経緯，開発主体という観点から，文献やwebサイト1),16)~23)

の情報を整理して５つの事例についてまとめた．	

	

2. スタジアム全体の傾向	

2.1. 開業年	

イギリス イタリア オランダ スペイン ドイツ フランス
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図2-1：国別の開業年別スタジアム数	

	 図2-1は横軸に各国の開業年，縦軸にスタジアム個数を示した

グラフである．開業年の期間はParamioら4)のスタジアム変遷の

4世代の分類に従った．各国で5個以上のスタジアムが開業した

期間では，ドイツの1920~1949年を除いた全てにおいて国内リー

グの開始や国際大会が開催されている．すなわち各国でスタジア

ム開発が目立った時期と，国内リーグの開始や国際大会が開催さ

れた時期が重なる傾向がある．国内リーグの開始や国際大会の開

催に合わせてスタジアムの開発が行われやすいことが伺える．	

2.2. アクセス	

	 図2-2は横軸に最寄り駅から徒歩での所要時間，縦軸に高速道

路の出口からの距離をとった散布図である．それぞれの平均値を

元に散布図を4つの象限に分類した．左下の高アクセス型は公共

交通・自動車ともにアクセス性が良く，左上の公共交通重視型は

自動車よりも公共交通でのアクセス性が良く，右下の自動車重視

型は公共交通よりも自動車でのアクセス性が良く，左上の低アク

セス型は公共交通・自動車ともにアクセス性が悪い．右下の自動

車重視型の個数が32個で，左上の公共交通重視型の16個に対し

て2倍になっている．スタジアム全体として自動車でのアクセス

性を重視していることがわかる．	

8

12

0

16

高
速
道
路
の
出
口
か
ら
の
距
離(km

)

最寄り駅から徒歩での所要時間(分)
0 20 30 40 50平均値

11.5

平均値
4.47

公共交通重視型
(16個)

自動車重視型
(32個)

高アクセス型
(49個)

低アクセス型
(16個)

20

 
図2-2：公共交通(2)と自動車でのアクセス	

2.3. 相関関係	

表2-1：各調査項目の相関行列	

A B C D E F G H I
都市人口(A)
優勝回数(B)
開業年(C)
入場人数(D)
敷地面積(E)
距離(F)
補正距離(G)
公共交通(H)
自動車(I)

0.311*
0.221*
0.626*
-0.248*

0.102

0.099

-0.085

-0.107

0.575*
0.307*
0.246*
-0.065
-0.123
-0.106

-0.019

0.243*

0.387*

-0.047

-0.063
-0.047

0.100 0.429*
0.394*

-0.124
-0.109
-0.110

0.333*

-0.147
-0.044

0.091 0.355*
-0.220*
-0.011

-0.155
-0.061 -0.007

*p<0.05各項目とアルファベットは表1-2と対応 	

	 表2-1は全スタジアムにおける，各調査項目の相関行列である．

相関係数(3)が0.4以上の正の相関がみられた項目は，都市人口と

中心市街地からの距離，国内リーグ優勝回数と入場可能人数，入

場可能人数と中心市街地からの距離である．	

	 上記結果の理由として以下の２点が予想される．都市人口が多

いほど都市の規模が大きいため，中心市街地からスタジアムまで

の距離も大きくなる．国内リーグ優勝回数の多いクラブは伝統的

に強豪クラブとして知名度が高く，サポーターも多いことから入

場可能人数が多い．さらに入場可能人数の多い大規模スタジアム

は，中心市街地から離れて立地する傾向が掴めた．	

2.4. 小括	

	 スタジアム全体の傾向として，スタジアム開発は国内リーグや

国際大会を契機に行われやすく，公共交通よりも自動車でのアク

セス性が良いことが挙げられる．また人口の多い都市ほど郊外に

立地しており，大規模なスタジアムほど強豪クラブのホームスタ

ジアムで，郊外に立地していることが明らかになった．	

	

3. 複合化スタジアムの特徴	

3.1. スタジアムの類型化	

	 図 3-1 のように用途の複合の仕方に着目してスタジアムを 4
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つに類型化した．まずスタジアムが単体で立地するか，敷地内に

別の用途が複合しているかで分類し，前者を「独立型スタジアム」

とした．続いて後者のうち，複合用途がスタジアム内部に存在す

るのか，スタジアム外部の敷地内に存在するのかで分類し，前者

を「複合建築(単体)型スタジアム」とした．さらに後者のうち，

複合した用途が複数存在するか，スポーツ施設のみかで分類し，

前者を「複合開発(敷地)型スタジアム」，後者を「スポーツ施設

型スタジアム」とした．		

独立 複合建築(単体)

スタジアムが単独で
立地している

複合開発(敷地) スポーツ施設

スタジアムの内部に
別の用途が複合し
ている

スタジアムの敷地内
に別の用途が複合
している

スタジアムの敷地内
にスポーツ施設のみ
が複合している

用途が複数 用途が単一
(スポーツ系)

スタジアム外スタジアム内

単体で立地 敷地内に用途が複合

32個22個 28個 31個

スタジアム113個

写真出典：Googlr Earth  
図3-1：スタジアムの類型化フロー	

	 本研究では，スタジアムの敷地内に別の用途が複合している

「複合開発(敷地)型スタジアム」を複合化スタジアムと定義した．

調査対象のスタジアム113個のうち32個が該当する．	

3.2. 国内1部リーグ優勝回数	
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図3-2：国内1部リーグ優勝回数別スタジアム数と複合化スタジ

アムの割合	

	 図3-2は横軸に2019-20シーズン終了時の国内1部リーグ優勝

回数，縦軸にスタジアム数を示した棒グラフと，各国内1部リー

グ優勝回数に対する複合開発(敷地)型スタジアムの占める割合

を折れ線グラフで示した図である．全体として優勝回数が5回以

上のスタジアムは少ないが，複合開発(敷地)は	50%近く占めてい

る．優勝回数の多いクラブは資金力や知名度が既にあり，スタジ

アム開発の際の資金調達やスタジアム開発後の集客力があるた

め，複合開発が行われやすいのではないかと考察できる．	

3.3. 開業年	
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~1919年 1920~49年 1950~89年 1990年~

n=22

n=28
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図3-3：開業年別スタジアム割合	

	 図 3-3 は類型ごとの開業年別スタジアム数を割合で示したも

のである．1990 年以降に開業したスタジアムの割合が複合化ス

タジアムでは52%である．他の類型に比べて複合化スタジアムは

近年開業したものの割合が多いと言える．これは，1990 年以降

スタジアムの複合化開発が盛んに行われているという Paramio

ら4)の結果とも合致する．	

3.4. アクセス	

公共交通重視型 自動車重視型高アクセス型 低アクセス型

その他複合開発(敷地)
n=49 n=32 n=16n=16

33% 25%38% 13%

 
図3-4：アクセス型別スタジアム割合	

	 図3-4は，図2-2の散布図で分けられた４つの象限ごとの，複

合開発(敷地)型スタジアムとそれ以外のスタジアムの割合を示

した円グラフである．複合化スタジアムの占める割合について，

高アクセス型が最も大きく，公共交通重視型は自動車重視型より

も大きい．複合化スタジアムはアクセス性が高く，特に公共交通

からのアクセス性を重視していることがわかる．	

3.5. 相関関係	

表3-1：複合化スタジアムの相関行列 

A B C D E F G H I
-0.275*0.375*0.461*0.538*0.494*複合用途数(J) 0.140 0.285 0.142 -0.171

*p<0.05各項目とアルファベットは表1-2と対応  

	 表3-1は複合化スタジアムにおける，複合用途の種類数と各要

素との相関行列である．相関係数が0.4以上の，複合用途数との

正の相関がみられた項目は，優勝回数，開業年，敷地面積である．	

3.6. 小括	

	 複合化スタジアムに見られる特徴として，国内1部リーグ優勝

回数の多いクラブのホームスタジアムで，1990 年以降に開発さ

れ，公共交通でのアクセスが良いことが挙げられる．また複合用

途の種類が多いほど，強豪クラブのホームスタジアム，最近開業

したスタジアム，敷地面積が大きいということが明らかになった．	

	

4. 複合化スタジアムの実態	

4.1. ケーススタディ対象地の選定	

最
寄
り
駅
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複合用途の種類が4つ以上
複合用途の種類が3つ以下

 
図4-1：ケーススタディ対象地選定基準図	

	 3つの基準でケーススタディ対象地を選定した．1つ目の基準

は複合用途の種類が4つ以上である．3章より，複合用途数が多
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いほど国内 1 部リーグ優勝回数や開業年といった複合化スタジ

アムの特徴を示す指標が高くなることがわかったため，この指標

が大きいスタジアムを選定する．2 つ目の基準は敷地面積が 19

万m2以上である．複合開発のためには一定以上の敷地面積が必

要なため，この指標が大きいスタジアムを選定する．3つ目の基

準は最寄り駅から徒歩での所要時間が5分以下である．3章より，

複合化スタジアムは公共交通からのアクセス性を重視している

ことがわかったため，この指標が小さいスタジアムを選定する．

以上の結果を図4-1で図示した．	

	 ケーススタディ対象地は，(ア)ヨハン・クライフ・アレナ，(イ)

アリアンツ・スタジアム，(ウ)エミレーツ・スタジアム，(エ)

ユーロボーグ・サッカースタジアム，(オ)スタッド・ヴェロドロ

ームである．各事例のまとめを図4-2から図4-6で示した．これ

らを項目別に考察する．以後，各事例の名称を(ア)〜(オ)で示す．	

4.2. 空間構成	

	 まず開発地については，市が所有しているものが(ウ)を除く4

事例で見られた．元々スタジアムが立地している場所を改修して

周辺と一体的に整備した事例が(イ)と(オ)の2つである．スタジ

アムを改修するだけで移転が行われない場合であっても，一体的

に複合開発が行われたというのが特筆すべき点である．一方，荒

廃した住宅団地やゴミ集積場，使われなくなった発電所などの低

未利用地にスタジアムを開発した事例が(ア)，(ウ)，(エ)の 3

つ存在する．スタジアムの複合化開発は，地域の再開発の手段の

1つとなっている．	

	 続いて複合化の空間構成についは，全ての事例で商業施設とオ

フィスが複合している．住宅が複合している事例は(イ)を除いて

4つあるが，低所得者向け住宅や学生・高齢者向け住宅など，ま

ちの再生の一環としての住宅を設計している場合が多い．また商

業施設はスタジアムに近接する傾向がある．特に最寄り駅からの

アクセス動線上に立地しており，スタジアム来場者の「ついで利

用」を狙った配置となっていることが考察される．一方で住宅や

オフィスはアクセス動線とは交わらないよう配置されており，施

設利用者とスタジアム来訪者の棲み分けがなされている．	

4.3. 開発経緯	

	 開発経緯については，旧スタジアムの老朽化や入場可能人数の

増加のために改修，移転を行いたいというクラブの意向で行われ

る事例が(オ)を除いた4つで確認された．しかし，そうしたクラ

ブの強い意向だけで開発に至った事例は(ウ)のみで，(ア)，(イ)，

(エ)の 3 事例はスタジアムを核とする低未利用地の再開発や維

持費からの解放といった市による開発の動機も存在している．ま
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た(オ)では大会に向けてスタジアムを改修しなければならない

という市の意向によって開発が行われている．	

4.4. 開発主体	

	 開発主体については，官民が協力する事例が(ア)と(エ)の 2

つ存在する．市と民間が共同で出資した第三セクターやコンソー

シアムを設立して，市が計画を主導し，実際の開発は民間の手で

行われる．(オ)では，土地の所有者である市が民間に土地を貸す

形で開発が行われている．この事例の場合も複合計画は市が出し

ている．またクラブのみで開発を行う事例も(イ)と(ウ)の2つあ

る．(イ)では市から土地を借り，(ウ)ではクラブ自ら土地を購入

して開発を進める．このような場合，資金調達などコスト面での

ハードルが高いため，元々資金力や知名度のあるクラブでないと

自力での開発は厳しいと考察される．	

4.5. 小括	

	 開発地については，低未利用地を開発する場合が多い．また，

商業施設はスタジアム来訪者の「ついで利用」を促す配置，住宅

やオフィスはスタジアム動線と交わらないように配置されてお

り，来訪者や施設利用者に配慮した空間構成となっていることが
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図4-6：(オ)スタッド・ヴェロドローム　(Stade Vélodrome)

図4-5：(エ)ユーロボーグ・サッカースタジアム　(Euroborg)

図4-4：(ウ)エミレーツ・スタジアム　(Emirates Stadium)
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伺えた．さらに複合開発が地域の再生のための手段となっている

こともわかった．開発経緯と開発主体については，クラブの開発

意向に市による開発の動機が加わることで，官民連携での開発が

行われやすい．一方，クラブのみの開発は資金面でハードルが高

いことが明らかとなった．	

	

5. 結論		

	 欧州のサッカースタジアムを，複合化に着目して幅広く扱った

研究を行った．スタジアム開発は国内リーグや国際大会を契機に

行われやすく，自動車でのアクセス性が重視される一方で，複合

化スタジアムは主に1990年以降，地域の再生の手段として，低

未利用地に商業施設とオフィスを伴い開発され，公共交通でのア

クセス性が重視されることが明らかとなった．また，クラブの開

発意向に市による開発の動機が加わることで，官民連携での開発

が行われやすい．一方，優勝回数の多い知名度のあるクラブで複

合開発が行われやすいものの，開発は資金面でハードルが高いこ

とが課題として挙げられる．	

	 日本では，地方自治体がスタジアムを所有する場合が多い 9)

ので，地方自治体の計画のもと民間活力を生かした開発が行われ

る可能性は高い．新たな国内リーグの開始や国際大会の開催が予

定されていると，それがきっかけとなりスタジアム開発はより一

層行いやすくなるだろう．一方，地方自治体やクラブの財政が逼

迫しかねないので資金面やマネジメントにおける仕組みづくり

は必要である．また，都市公園内に立地するスタジアムが多い
9)ため，公園の活用を促進する政策の1つや，周辺地域の再生の

手段としてスタジアム周辺開発を進めるという可能性もある．	

	 本研究は日本で得られた情報から可能な限り整理・分析したも

ので，現地調査による実態把握はできていない．今後の課題であ

る．		

	

 

補注 
(1) スタジアムは含まない． 

(2) 電車やトラムのこと．バスは含まれない． 
(3) ピアソンの相関係数を用いた． 
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