
ISFJ2014ISFJ2014ISFJ2014ISFJ2014 最終最終最終最終論文論文論文論文    

0000    

 

                        ISFJ2014ISFJ2014ISFJ2014ISFJ2014                 政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文 

2040204020402040 年に向けた東京五輪施設の持年に向けた東京五輪施設の持年に向けた東京五輪施設の持年に向けた東京五輪施設の持

続可能性について続可能性について続可能性について続可能性について    

 

 

千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学    倉阪研究会倉阪研究会倉阪研究会倉阪研究会    
２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年 11111111 月月月月    

伊藤伊藤伊藤伊藤    暖暖暖暖    
        上田上田上田上田    杏杏杏杏菜菜菜菜    

        黒沼黒沼黒沼黒沼    佑美佑美佑美佑美    

        村松村松村松村松    裕二裕二裕二裕二    



ISFJ2014ISFJ2014ISFJ2014ISFJ2014 最終最終最終最終論文論文論文論文    

1111    

 

要約要約要約要約    

 
2013 年 9 月 7 日(日本時間では 8 日)に、国際オリンピック委員会(IOC)はブエノスアイレ

ス総会にて、第 32 回夏季オリンピック競技大会の開催地を東京に決定した。これは、1964
年の東京オリンピック以来 56 年ぶりの開催となる。2020 年東京オリンピック開催決定に

際し、東京都は都内に 31 箇所(選手村含む)、その他 6 箇所の合計 37 箇所に東京オリンピッ

ク会場を設けることを明らかにした。既存、仮設の施設を活用しつつ、新たに 12 箇所の恒

久新設施設を建設することが決定している。新設恒久施設が建築されることが決定している

ものの、舛添要一現東京都知事は新設恒久施設の建設計画を見直し、既存施設を代替として

利用するといった意向を示している。1998 年の第 18 回冬季長野五輪の際に建設された施

設が現在経営困難に陥っている状況や、2014 年の第 22 回冬季ソチ五輪の際に建設された

施設が安全面に関して題材的に取り上げられたことが記憶に新しいこともあり、世論として

も非常に関心を集めている問題でもあろう。 
2014 年 7 月 15 日に本研究の執筆者は、東京都環境局のオリンピック・パラリンピック

アセスメント担当課長である岩谷智子氏の講演(環境アセスメント学会主催)を聴くことが

できた。その中で、環境アセスメント報告書の作成形態がまだ決まっていないことや新設さ

れる恒久施設を東京五輪大会終了後にどのように活用するのかについても十分に検討され

ていないように感じた。このように、東京五輪とその周辺事情に関していくつかの疑問点や

不安感が生じたことも本研究を進めていく上での動機付けのひとつとなった。本研究では、

2020 年東京五輪そのものを成功させることに対してではなく、日本において更なる高齢化

が進み、人口増加のピークを迎え人口減少が始まる 2020 年東京五輪以降に重きを置いてい

る。国立社会保障・人口問題研究所の推計データでは、2040 年には 65 歳以上の高齢者

が国民の 3 人に 1 人を超えるという結果も出されているため、2020 年以降に向けてどの

ような公共施設を整備するのかという視点はきわめて重要であると考える。 
 東京都の報道資料や予算結果を調べていくにあたり、東京五輪開催に向けて多くの施策が

練られているものの、やはり東京五輪終了後の見通しが立っていないことが明らかとなって

いった。そこで 2020 年東京オリンピックに向けて新たに恒久施設として建設される 11 施

設の東京五輪終了後(2020 年以降)にかかる維持管理費及び更新投資費、大規模改修費が考

慮されていない点に注目し、FM(ファシリティマネジメント)の観点からこれら 11 施設に関

して主に費用の面でどのように運営していくことが最善であるかを分析する次第である。こ

れらの施設の費用計算は、地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書科

（平成 23 年）」で用いられている考え方に沿って算出を行う。 

また、2040 年の時点での東京五輪新設恒久 11 施設の利用度評価を年間利用者数として

定義し、2040 年の段階での施設の周囲環境を加味しながら重回帰分析を用いて将来の推定

年間利用者数を算出していく。 

そして、分析によって求められた新設恒久施設の推定年間利用者数とその該当する施設の

維持管理費及び更新投資費、大規模改修費の結果から、現時点でどのような施設整備を行う

べきかについて提言を行うことを目標とする。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

1964 年の夏季東京オリンピック・パラリンピックの開催から今年でちょうど 50 年が経

過する。当時、戦災からようやく立ち直りかけた日本は、ここで一段と都市基盤の整備を進

めなければ、経済成長の速度に都市が追いついていけない状況であり、インフラにおいては

人口の膨張やモータリゼーション化に対応することがその時期必要とされていた。このよう

な状況でオリンピック開催が契機となり、競技施設だけではなく首都高速道路や空港、新幹

線などの建設需要やカラーテレビなどの家庭の消費需要が高まった結果、オリンピック景気

と呼ばれるような好景気と経済成長をもたらした。 

 近年、これらの高度経済成長期に作られたインフラの老朽化の問題が指摘されている。実

際に 2012 年には山梨県の笹子トンネルの天井板が落下するという大事故が発生しており、

老朽化施設の更新は喫緊の問題となっている。国土交通省の調査によると全国の橋梁が平均

年齢は 35 歳であり、更新メンテナンスの必要性が上昇している。このように公共施設は一

度作ってしまうと 50～60 年にわたってずっと維持管理をしなければならない。よって公共

事業を行う際には持続可能性という観点をしっかり持つ必要があると言える。 

 さて、2013 年 9 月 7 日、国際オリンピック委員会(IOC)ブエノスアイレス総会では、2020

年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市が東京に決定した。2020 年東京オリ

ンピック・パラリンピック招致委員会立候補ファイルには、首都圏空港の機能の強化、首都

高速道路の 3 つの環状線の開通、臨海部を結ぶ新たな交通システム(BRT)等が盛り込まれて

いる。 

 1964 年から 2014 年の 50 年間で、日本の人口は約 3,000 万人増え、GDP は名目値で 16

倍に増えている。自動車の登録台数も、約 800 万台から 10 倍の約 8,000 万台に増えている。

一方、出生率は、約 2 人から 1.4 人に減り、65 歳以上の人の占める割合は 6.2%から 24.2%(約

4 人に一人)になった。先進国と呼ばれるまで豊かになった日本は少子高齢社会を迎え、い

っそうと持続可能性というものを考慮しなければならない時代になった。こうした現状で

2020 年の東京オリンピックに向けた 50 年前と同じような公共投資が、将来良好な結果を

もたらすとは言いきれないように思われる。したがって東京五輪に向けて新設される恒久施

設の将来にわたる費用でさえ考慮されていない現段階の五輪計画には修正の余地があるの

ではないか。 
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第第第第 1111 章章章章    問題意識問題意識問題意識問題意識    

2013 年 9 月 7 日、国際オリンピック委員会(IOC)ブエノスアイレス総会において、

2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市が東京に決定した。開催にむけ

て様々な公共投資が計画されている一方で、私たちは大会後の五輪関連施設の利用方法や予

算についても現段階で綿密な計画が必要であると考えている。過去のオリンピックで使用さ

れた施設に、数年後に莫大な赤字を抱えたり、採算が取れなかった末に閉鎖したりといった

問題となっているものがあるためである。さらに東京オリンピック開催後は、日本、そして

東京都の人口も減少傾向に転ずる。そのような縮小する社会を見据え、社会インフラとして

適切なものであるか長期的な目線が求められている。 
 以下では、オリンピックを含む、過去の大規模な国際大会後の関連施設の現状と、人口減 
少の動態について詳しく述べる。 

 

第第第第1111節節節節    大規模な国大規模な国大規模な国大規模な国際大会後の関連施設の現状際大会後の関連施設の現状際大会後の関連施設の現状際大会後の関連施設の現状    
 

今年(2014 年)ソチ五輪が開催されたばかりだが、莫大な維持費の問題や選手村のゴース

トタウン化など大会後の五輪施設利用の仕方に関して大きな課題を抱えている。また、過去

の五輪開催都市を見てみてもこのような問題を抱えている都市は多く、五輪開催後には「莫

大な維持費」と「廃墟状態になった誰にも利用されない施設」という 2 つの負の遺産が残

ることになる。ここでは海外の例として今挙げたソチ五輪(2014)、国内の例として長野五輪

(1998)、札幌五輪(1972)を挙げる。また、大規模イベントに伴い多くの新設施設を建設し巨

額の赤字が残った例として日韓ワールドカップ(2002)を挙げる。 
 
(1) ソチ五輪(2014) 

今年度開催されたばかりのソチ五輪だが、既に選手村などはゴーストタウン化が進んでお

り、ロシア政府の施設計画が十分に検討されていたのかが問題となっている。実際に、ソチ

周辺の五輪関連の施設とインフラの維持費だけで向こう 3年間にさらに最大 7200億円が必

要になるとも言われている。この額は五輪開催費約 4 兆 3 千億円の約 6 分の 1 に当たる。 

ロシア政府は五輪施設を今後どう維持していくかを十分に検討していないため、最終的に

施設の維持にかかる施設費用の総額は明確にはわからない。だが、ロシア政府が大会開催の

準備に力を入れ、建設計画まで考慮が行き届いていなかったことは確実である。その結果と

して、今後の年間支出額は推計の数十倍にのぼり、赤字は拡大すると言われている。 

 

(2) 長野五輪(1998) 

長野五輪の開催は長野市の財政に大きな影響を与えた。1991 年に長野五輪開催が決定し

て以来長野市の市債借入額は増え続け、1992 年度の 127 億円からピーク時の 2004 年には

229 億円にまで達した。 

長野五輪において長野市内に新設された施設とその収支は以下の通りである。 
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(出典)大和総研 「終了後」を見据えたオリンピック施設整備の在り方

http://www.dir.co.jp/consulting/theme_rpt/public_rpt/olympic/20140224_008255.pdf

 

さらに、これらの施設を維持するには

ることになり、長野市の財政はますます悪化することが考えられる。

特に長野市が管理する長野市

になっている。具体的には、建設費にかかったのが

5,000 万円、製氷作業にかかる人件費

化に伴う修繕費は毎年発生し、年間の維持費は総額およそ

に対して収入は 700 万円であり

る。 

大和総研 『終了後』を見据えたオリンピック施設整備のあり方

http://www.dir.co.jp/consulting/theme_rpt/public_rpt/olympic/20140224_008255.pdf

 

(3) 札幌五輪(1972) ボブスレー競技場

札幌五輪でも長野五輪と同様にボブスレー競技場の莫大な維持費が問題となっている。こ

の競技場の総工費は 4 億 3 千万円であったが、老朽化と維持費の増大により

されたのち、2013 年に倒壊された。

 

(4) 日韓ワールドカップ(2002)

2002 年ワールドカップサッカー開催にともない建設されたスタジアムは以下の通りであ

る。 

＜札幌ドーム、宮城スタジアム、カシマスタジアム、新潟スタジアム、埼玉スタジアム、横

浜国際総合競技場、静岡スタジアム、長居スタジアム、神戸ウイングスタジアム、大分総合

競技場＞ 

総務省の集計(2002 年)によれば、

ため自治体が整備したスタジアムなど巨大施設の建設総費用は

は 2,138 億円に達するとされている。さらに、建設のため発行した地方債の償還費に加え、

それぞれ年間数億円の維持費がかかることになる。

 実際に、黒字収入を達成しているの

5555    

「終了後」を見据えたオリンピック施設整備の在り方 

http://www.dir.co.jp/consulting/theme_rpt/public_rpt/olympic/20140224_008255.pdf

を維持するには 30 年が経過する 2030 年ごろには更新費用がかか

ることになり、長野市の財政はますます悪化することが考えられる。 

特に長野市が管理する長野市ボブスレー・リュージュパークは、すでに廃墟のような状態

になっている。具体的には、建設費にかかったのが 101 億円、1 シーズンの電気代

、製氷作業にかかる人件費は約 5,000 万円と言われている。さらに

化に伴う修繕費は毎年発生し、年間の維持費は総額およそ 2 億円に上る。

であり、赤字を長野市と国がほぼ半分ずつ負担している状態

『終了後』を見据えたオリンピック施設整備のあり方 2014 年２月 14

http://www.dir.co.jp/consulting/theme_rpt/public_rpt/olympic/20140224_008255.pdf

ボブスレー競技場 

札幌五輪でも長野五輪と同様にボブスレー競技場の莫大な維持費が問題となっている。こ

千万円であったが、老朽化と維持費の増大により

年に倒壊された。 

(2002) 

年ワールドカップサッカー開催にともない建設されたスタジアムは以下の通りであ

＜札幌ドーム、宮城スタジアム、カシマスタジアム、新潟スタジアム、埼玉スタジアム、横

浜国際総合競技場、静岡スタジアム、長居スタジアム、神戸ウイングスタジアム、大分総合

によれば、日韓で共催されたサッカー・ワールドカップ

ため自治体が整備したスタジアムなど巨大施設の建設総費用は 3,338 億円で、地元負担分

億円に達するとされている。さらに、建設のため発行した地方債の償還費に加え、

それぞれ年間数億円の維持費がかかることになる。 

実際に、黒字収入を達成しているのは札幌ドームだけである。(収入が 22
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 2014 年 2 月 24 日 

http://www.dir.co.jp/consulting/theme_rpt/public_rpt/olympic/20140224_008255.pdf 

年ごろには更新費用がかか

パークは、すでに廃墟のような状態

シーズンの電気代がおよそ

さらに、施設の老朽

億円に上る。ところが、これ

、赤字を長野市と国がほぼ半分ずつ負担している状態であ

14 日 より引用 

http://www.dir.co.jp/consulting/theme_rpt/public_rpt/olympic/20140224_008255.pdf 

札幌五輪でも長野五輪と同様にボブスレー競技場の莫大な維持費が問題となっている。こ

千万円であったが、老朽化と維持費の増大により 2000 年に閉鎖

年ワールドカップサッカー開催にともない建設されたスタジアムは以下の通りであ

＜札幌ドーム、宮城スタジアム、カシマスタジアム、新潟スタジアム、埼玉スタジアム、横

浜国際総合競技場、静岡スタジアム、長居スタジアム、神戸ウイングスタジアム、大分総合

日韓で共催されたサッカー・ワールドカップ(W 杯)の

億円で、地元負担分

億円に達するとされている。さらに、建設のため発行した地方債の償還費に加え、

22 億円、維持費
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10 億円)理由としては、J リーグやプロ野球などが活発に行われており、プロ野球の日本ハ

ムファイターズの本拠地にもなっていることが考えられる。 

それに対してその他の施設は全て赤字収入である。特に多額の維持費を抱えている施設と

して以下の 5 つの施設がある。 

 

表 2 

  
建設費

(億円) 

収入 

(億円・2002 年) 
年間維持費 

(億円・2002 年) 

札幌ドーム 442 22 10 

宮城スタジアム 270 0.46 2.8 

カシマスタジアム 193 267 2.6 

埼玉スタジアム 365 1.1 7 

静岡スタジアム 300 0.6 4.6 

長居スタジアム 21 0.87 5.59 

（出典）『毎日新聞』2002 年 8 月 16 日、『読売新聞』2003 年 1 月 7 日 

別井佑「ワールドカップの実態」より筆者作成。 

  

自治体の運営では維持費を賄えず、民間企業に運営を委託している例もある。そのため各

スタジアムは、結婚式の挙式会場として開放したり、ツアーを企画したりして様々な案をだ

し、維持費を賄う方法を考えているが、莫大な維持費を収入で賄うことが出来るほどの利用

者数を確保しなければ、施設としての維持は不可能となる。やはり、大規模イベントに伴う

施設計画を考える上では、施設にかかる莫大な維持費と利用者数の確保が重要な課題とな

る。 
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2020 年東京五輪の施設計画においては、以上にあげた過去の開催都市の現状（維持費、

施設利用の低下の問題）に加えて、人口減少という大きな問題を考慮する必要がある。日本

では 2040 年に向けて人口が減少することが予想されており、人口が減少することで施設の

利用者数も大幅に減少することが予想される。 

  
(1) 日本 

「我が国の総人口は、今後、長期の人口減少過程に入り、平成 38(2026)年に人口 1 億 2,000

万人を下回った後も減少を続け、60(2048)年には 1 億人を割って 9,913 万人となり、

72(2060)年には 8,674 万人になると推計されている。」(内閣府平成 25 年版 高齢社会白書

『将来推計人口でみる 50 年後の日本』) 

 
(2) 東京都 

東京都総務局統計部の統計によれば、東京五輪が開催される 2020 年頃には東京都の人口

増加はピークを迎え、その後は人口減少に転じ、2040 年には 2010 年と比較して 6.5％減少

(高齢者人口は 53.7%増加)する。 

 
 
 



 

グラフ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (出典：

7777    

出典：東京都総務局統計部『東京都の統計 東京都地域別人口の推移』
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第第第第 2222 章章章章    現状分析現状分析現状分析現状分析    

 
 現状分析では、第 1 章の問題意識を受けて、現時点における 2020 年東京オリンピックの施

設計画、また運営・予算計画がどのように立てられているのか、具体的に見ていきたい。 

 

第第第第1111節節節節    2020202020202020年東京オリンピックの施設計画年東京オリンピックの施設計画年東京オリンピックの施設計画年東京オリンピックの施設計画    
  

2013 年 1月 7日に IOC へ提出された『立候補ファイル』によれば、2020 年東京オリンピ

ックに向けて合計 37 箇所の競技場が設けられる。このうち既存施設が 15箇所、仮設施設が

11 箇所、そして新たに整備される新設施設が、選手村を除けば以下の東京都内に位置する、

以下の 11箇所である。 

 

表3 2020年東京五輪の新設恒久施設一覧 

No. 会場の名称 
収容人数

(人) 
開催競技 大会後の利用 

施設または

用地管理者 

1 オリンピックスタジアム 80,000 

開閉式、陸上、

サッカー、ラ

グビー 

多目的スタジアム 

独立行政法

人スポーツ

振興センタ

ー 

2 有明アリーナ 15,000 バレーボール 多目的アリーナ 東京都 

3 大井ホッケー競技場 15,000 
ホッケー、少

人数サッカー 
スポーツセンター 東京都 

4 海の森水上競技場 24,000 

ボート、カヌ

ー(スプリン

ト) 

ボート、カヌー場 東京都 

5 若洲オリンピックマリーナ 5,000 セーリング マリーナ 東京都 

6 葛西臨海公園 15,000 
カヌー(スラロ

ーム) 
カヌー場 東京都 

7 夢の島ユース・プラザ・アリーナ A 7,000 バドミントン 多目的アリーナ 東京都 

8 夢の島ユース・プラザ・アリーナ B 18,000 
バスケットボ

ール 
多目的アリーナ 東京都 

9 夢の島公園 7,000 アーチェリー アーチェリー場 東京都 
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10 オリンピックアクアティクスセンター 20,000 水泳 水泳場 東京都 

11 武蔵野森総合スポーツ施設 8,000 フェンシング 多目的アリーナ 東京都 

  
 (出典：『2020年東京五輪 実施段階環境影響調査計画書』平成26年3月 東京都 より筆者作成。) 

 
これらの競技施設を精査するにあたり、28 競技に係る各競技の国内統括団体である国内

競技連盟(NF)との調整と、すべての国際競技連盟(IF)との協議が行われた。１１１１大会後に、都

民、国民に末永く親しまれるレガシーにつなげるためにも、関係する競技団体との関係を密

に、オリンピック競技会場として満たすべき条件を考慮することに加えて、より多様な競技

が行えるよう施設設備に関する意見を取り入れることで、ある程度どの団体が使いそうだな

ど目算するねらいがある。２２２２ 

また、一方で大きな大会に際して、中高生や大学生の観客も動員して、そのスポーツが盛

んになるようにしたいという大会主催者の意向があるようだが、現状では、スケジュール埋

まっており観客も収容できる会場の確保が難しいと言われている。２他方で、特に新国立競

技場は、8 万人規模であることを IOC から要請されており、大会後の 8 万人の集客をサッ

カーやラグビー、陸上の世界大会、また十数回の大規模音楽イベントに見込んでいるものの、

そうしたスポーツイベントも、音楽イベントも想定が限られているといわざるを得ない。３３３３  

こうした協力機関への対応を検討しつつ、さらにアスリートと観客の双方にとっての利便

性を考慮した「都市の中心で開催するコンパクトな大会」というコンセプトを目指し、選手

村から半径 8km 圏内を目安に、既存の施設を選定し、あるいは新設で恒久的または仮設の

競技会場の整備を決定していったという。  

  
 

第第第第2222節節節節    新設競技施設の運営・予算計画新設競技施設の運営・予算計画新設競技施設の運営・予算計画新設競技施設の運営・予算計画    
 

第1項 新設競技施設の管理・運営者 
 
 新設競技施設を建設した2020年前後、新設施設または用地を所有・管理するのは、主に

東京都と、そのほか1964年の東京五輪が開催された際に建設された国立代々木競技場・国

立霞ヶ丘陸上競技場の管理運営を担っている、独立行政法人日本スポーツ振興センターであ

る。『立候補ファイル』(一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会)によれば、一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会はこれ

らの競技会場を大会の準備と運営に必要な期間について、無償もしくは合理的な料金にて賃

                                            
１１１１東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致委員会『2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会

招致活動報告書』 
２２２２「オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会速記録第九号」」」」平成 26 年 9 月 10 日より、小室オ

リンピック・パラリンピック準備局連絡調整担当部長、橘委員の発言。 
(http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/olympic_propulsion/009.html：：：：2014/11/4) 
３３３３ 建築関連 5 団体による「新国立競技場に関する説明会」質問書への回答 平成 26 年 8 月 8 日 日本スポ

ーツ振興センター(http://www.jia.or.jp/resources/news/000/461/0000461/H8Krcs4i.pdf)2014/11/4 
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借する１１１１。    
そして、新設恒久施設は大会終了後も引き続きスポーツ施設として用いられる計画である

が、管理・運営は施設の多くを所有する東京都の責任と負担の下行われる２２２２。具体的には、

これらの競技施設の管理・運営は、大会後に民間へ委託され、東京都としては事後的な支援

を行っていくという。この事後的な支援の期間は「2020年オリンピックといえる範囲内ま

で」の期間とされ、一概に定められているものではないということであった３３３３。 

 
第2項 新設競技施設の施設整備費 

 
 次に、下の表は新設競技施設の各施設の設備投資額とその合計を示している。大会の開催

に係る新設施設のうち、新国立競技場は独立行政法人日本スポーツ振興センター、その他の

10 施設は東京都によって整備される。 

 この日本スポーツ振興センターとは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づい

て設置されている、資本金は全て国からの出資金という、これまでも 1964 年の東京オリン

ピック時に新設された国立代々木競技場・国立霞ヶ丘陸上競技場の管理運営を行ってきた文

部科学省の外郭団体である。即ち、今回の改築にあたってもスポーツ立国の実現を目指す一

環として、費用が文部科学省のスポーツ関係予算に組み入れられるため、実質的に新国立競

技場本体を整備するのは、国である。そして本体周辺に整備される施設のうち、都民の便益

があるものについては東京都が負担する旨の協議に応じるという４４４４。ちなみに昨年の 11 月

の時点では、本体工事費は解体費も含め 1,480 億円、周辺整備費が 372 億円との内訳が示

されており５５５５ 、前者が国、後者が東京都で分担することになる。    

 従って、大会の開催に係る新設施設は、主に国と、東京都の財源によって整備される。 

 
 

表4 立候補ファイル提出時における非大会組織委員会合計設備投資 

No. 会場などの名称 
設備投資額 

(百万円) 

1 オリンピックスタジアム 13,000 

2 有明アリーナ 17,600 

3 大井ホッケー競技場 2,500 

4 海の森水上競技場 6,900 

5 若洲オリンピックマリーナ 9,200 

6 葛西臨海公園 2,400 

7 夢の島ユース・プラザ A 36,400 

                                            
１１１１一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会『東京オリンピック・パラリンピッ

ク招致委員会立候補ファイル』 
２２２２財務省主計局「オリンピック・パラリンピック関係資料」平成 25 年 10 月 に、「新設施設の将来にわた

る管理・運営については、地元の責任と負担を主体として行われるものとすること。」と記されている。 
３３３３ 筆者が出席した、2014 年 7 月 15 日に行われた、環境アセスメント学会でのオリンピック・パラリンピ

ックアセスメント担当課長の岩谷智子氏の講演より。 
４４４４ 「第 19 回 オリンピック・パラリンピック推進対策委員会特別委員会速記録第二号」平成 25 年 12 月

11 日(http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/olympic_propulsion/002.html：2014/11/4) 
５５５５ 「猪瀬知事定例記者会見 新国立競技場の費用負担報道について」平成 25 年 11 月 8 日 

(http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/ARC/20131224/KAIKEN/TEXT/2013/131108.htm：2014/11/3) 
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8 夢の島ユース・プラザ B 

9 夢の島公園 1,400 

10 
オリンピックアクアティクスセ

ンター 
32,100 

11 武蔵野森総合スポーツ施設 25,000 

計   146,500 

 
 (出典：『立候補ファイル』(2014/9/5:http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/06/20m67800.htm)

より筆者作成) 

 

第3項 新設競技施設の運営費 

    
 表3は大会の運営に係る経費を示している。立候補ファイルによれば、大会組織委員会が、大会

の運営に要する支出を、自己収入により賄うこととしている。 
 
表5 大会の運営に係る経費 

収入 金額(億円) 支出 金額(億円) 

 IOC 負担金（テレビ放映権） 695  競技会場 679 

 TOP スポンサーシップ 295  選手村 164 

 ローカルスポンサーシップ 725  上記を除く非競技会場 102 

 オフィシャルサプライヤー 95  人件費 221 

 チケット売り上げ 683  情報システム等 371 

 ライセンシング 123  閉会式等 87 

 寄付金 100  セキュリティ 100 

 資産処分 29  パラリンピック競技大会 140 

 その他 268  その他 1,150 

 計 3,013 計 3,013 

 
 (出典：『オリンピック・パラリンピック関係資料』財務省主計局 平成25年10月) 
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  第2章第1節で述べた施設計画について、大会組織委員会森善朗会長や舛添要一郎東京都

知事が計画を修正する動きがある。第2章第2節で触れた招致段階において1538億円として

いた都整備分の施設の総工費が、4千億円を超えることが知事によって認められるなど１１１１、

人件費や資材費の高騰による建築費の増加や、大会後の需要の傾向、さらに都民の生活への

影響に配慮したためである。既に2014年9月2日、新設される4施設の会場計画について見直

し、既存施設を活用する方針が定まった。4施設のうち新設施設は、夢の島ユース・プラザ・

アリーナ A・B、若洲オリンピックマリーナの3施設である。一方、同様に見直しを検討し

た新設施設のアクアティクスセンター、海の森水上競技場、有明アリーナの3施設は代替施

設がなかったため、今年度から東京都が基本計画に着手する２２２２。これらの会場の変更は、2015

                                            
１ 「五輪整備 4 千億円超…舛添知事「見通し甘すぎ」」『読売新聞』2014 年 9 月 9 日 
(http://www.yomiuri.co.jp/feature/TO000299/20140909-OYT1T50064.html：2014/11/4) 
２ 「東京五輪 4 施設の新設見直し方針」『朝日新聞』 2014 年 9 月 2 日 
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年2月に国際オリンピック委員会(IOC)に提出する大会基本計画に盛り込む予定であるが、

大会のコンセプトであった“コンパクトな会場配置”にこだわらない東京都の意向に対して

国内競技連盟(NF)、国際競技連盟(IF)の間で不信感が高まっている。セーリングを行う予定

であった若洲オリンピックマリーナが、羽田空港に近く飛行制限区域に入るとして見直しの

対象となったことについて、日本セーリング連盟関係者は、「(稲毛ヨットハーバーでは)五
輪開催に必要な海面がとれず難しい。問題がたくさんある。」と反発し、また国際セーリン

グ連盟競技責任者のフォックス氏も「原案がベスト。10種目実施するには狭く、風も不安

定」と述べている１１１１。会場として求められる水準に達していないという批判があり、見直し

に応じても新たな整備が求められる。 

 

 

第第第第4444節節節節    現状分析のまとめ現状分析のまとめ現状分析のまとめ現状分析のまとめ    
    

問題意識では、過去の大規模なイベントの際に、新たに建てられた施設のその後に触れた。

国内外を問わずして、膨大な維持更新費と施設利用者の低下のために、収支が合わず、存続

が危ぶまれていたり、実際に取り壊されたりした例が複数ある。維持更新費を予測した上で

の財源確保、施設の利用計画が不十分であったことが原因だと予想できる。 

それらを踏まえ、現状分析では、2020 年東京オリンピックの施設計画、また運営・予算

計画について述べた。要点を以下にまとめる。 

 

� 国と東京都が 11 の新設恒久施設を整備し、大会後もスポーツ施設として管理・運営を

していく。 

� 国が整備する新設施設は、日本スポーツ振興センターが管理・運営を行う。 

� 東京都が整備する新設施設は、実際には民間から指定管理者を募り、管理・運営を委託

する。指定管理者は未定である。各施設の利用形態、事業性等についても今後具体的な

検討を進めていく。 

� イベント主催者の需要はあるというが、例えば新国立競技場に 8 万人を集客できるの

は、世界大会のような大規模な大会開催時と、年数 10 回の音楽イベントなど想定が限

られている。 

� 現在建設費の高騰のため、会場計画が再検討されている。どの程度膨らむか、基本設計

に入ることが決まった 3 つの新設施設についての整備費の概算も含め、具体的な施設

条件について IOC や国内外の競技団体から承認を受ける必要があることを理由として、

精査中であり、公表されていない。 

� 東京都とスポーツ振興センターが支出する設備投資費・大会組織員会が支出する大会運

営費が 2020 年時点でかかる経費として挙げられる。大会後の将来にわたり、東京都、

あるいは民間企業が支出する、維持更新費用がかかることになるが、これもまた試算さ

れていない。 

� 既存の施設の利用が決まった新設施設について、国内協議連盟から競技要件を損なうと

の批判もあり、見直しによっても新たな整備が必要となる。 

                                            
１「東京五輪、セーリング会場変更に競技責任者が異議『原案がベスト』」『山陽新聞』2014 年 8 月 6 日

(http://www.sanspo.com/sports/news/20140806/oly14080619320004-n1.html：2014/11/4)  
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従って、2020 年の東京オリンピックの施設計画、また運営・予算計画について未だ不十分

な点があり、以下の 2 つの大きな問題が生じる可能性を免れない。  

第一に、維持更新費が膨らみ、将来に東京都の財政を硬直化させるおそれがある。特に、

新設恒久施設の改修・建て替えの周期がめぐる 2050～2080 年ごろには、一斉に多額の更新

投資費が必要となるため、段階的に予算の積み立てを行わなければならないが、現在の計画

ではそうした費用予測が不十分であるといえる。 

第二に、新設施設が有効利用されず、利用者数が低下するおそれがある。これよって、施

設は十分な収入を得られなくなり施設の維持が難しくなる。また周辺の競合する類似施設の

利用者数へ与える影響も勘案しなければならない。国際オリンピック委員会(IOC)は、オリ

ンピックが開催都市と開催国に長期的・持続可能な効果をもたらす「オリンピック・レガシ

ー(遺産)」という概念を提唱しているが、例え都民や国民に 50 年後も喜ばれる開発であっ

ても、施設が大きな維持更新費の負担をもたらし、負の遺産となってしまう。現在の計画で

は、競技団体の利用を促すため施設設備について意向を取り入れているが、五輪後の施設利

用計画について、そもそも規模や性質に需要が見合うか否か再検討する余地がある。 

 



 

第第第第 3333 章章章章    先行研究及び本稿の位置づけ先行研究及び本稿の位置づけ先行研究及び本稿の位置づけ先行研究及び本稿の位置づけ

 
 当研究では、将来にわたりかかる更新投資費と維持更新費を試算し、

握するとともに、独自の方法によって将来の五輪施設の利用者数を予測し、施設の持続可

能性を考える。その過程で、先行研究として

者予測に関する研究―入場者予測モデルの構築

ネジメント政策に関するヒアリング結果

 
(1)(1)(1)(1) 川口和英「川口和英「川口和英「川口和英「集客施設の利用者予測に関する研究集客施設の利用者予測に関する研究集客施設の利用者予測に関する研究集客施設の利用者予測に関する研究

『日本建築学会計画系論文集』第『日本建築学会計画系論文集』第『日本建築学会計画系論文集』第『日本建築学会計画系論文集』第

  

施設の将来利用者数を予測するにあたり、

は、特に大型の集客施設のように、開発規模が巨大で多額の維持更新費用が伴う計画につ

いては、その施設の内容や機能を明らかにし、その計画が可能か不可能か、持続性を十分

に検証していくことが必要だという。そして、集客施設を検討する際に基本的な根拠とな

るものとして、集客力を示す入場者数の予測を行っている。

川口氏の挙げている集客数予測モデルのうち、需給モデルを以下に表す。需給

は、縦軸に動員人数、横軸に各施設との時間距離をとり、需要曲線と供給曲線の交点で集

客数を表している。 

(出典) 川口和英(2014 年 6 月

                 

・縦軸に動員人数(Y)、横軸に各施設との時間距離

・需要曲線は各施設との時間距離に反比例する、右下がりの曲線である。総合特性値とし

て施設ごとに定量化された魅力係数

・供給曲線は、各施設の場所は物理的に固定化されているため横軸に直交する直線となる。

・Y のとる値の最大値は、i

14141414    

先行研究及び本稿の位置づけ先行研究及び本稿の位置づけ先行研究及び本稿の位置づけ先行研究及び本稿の位置づけ

当研究では、将来にわたりかかる更新投資費と維持更新費を試算し、財政へ

、独自の方法によって将来の五輪施設の利用者数を予測し、施設の持続可

その過程で、先行研究として東京都市大学川口和英教授「

入場者予測モデルの構築―」と、千葉県流山市が行うファシリテリマ

に関するヒアリング結果の２つを参考にした。 

集客施設の利用者予測に関する研究集客施設の利用者予測に関する研究集客施設の利用者予測に関する研究集客施設の利用者予測に関する研究    ――――入場者予測モデルの構築入場者予測モデルの構築入場者予測モデルの構築入場者予測モデルの構築

『日本建築学会計画系論文集』第『日本建築学会計画系論文集』第『日本建築学会計画系論文集』第『日本建築学会計画系論文集』第 79797979 巻巻巻巻    第第第第 700700700700 号号号号    日本建築学会日本建築学会日本建築学会日本建築学会 

を予測するにあたり、東京都市大学の川口論文を参照した。川口氏

は、特に大型の集客施設のように、開発規模が巨大で多額の維持更新費用が伴う計画につ

いては、その施設の内容や機能を明らかにし、その計画が可能か不可能か、持続性を十分

に検証していくことが必要だという。そして、集客施設を検討する際に基本的な根拠とな

るものとして、集客力を示す入場者数の予測を行っている。 

川口氏の挙げている集客数予測モデルのうち、需給モデルを以下に表す。需給

は、縦軸に動員人数、横軸に各施設との時間距離をとり、需要曲線と供給曲線の交点で集

 
月)上記論文集より 

                  
、横軸に各施設との時間距離(X)をとる。 

需要曲線は各施設との時間距離に反比例する、右下がりの曲線である。総合特性値とし

て施設ごとに定量化された魅力係数 M が高いほど、需要曲線は上にシフトする。

供給曲線は、各施設の場所は物理的に固定化されているため横軸に直交する直線となる。

i 地区の人口の最大発生量、すなわち参加比率 δ
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財政への影響を把

、独自の方法によって将来の五輪施設の利用者数を予測し、施設の持続可

集客施設の利用

が行うファシリテリマ

入場者予測モデルの構築入場者予測モデルの構築入場者予測モデルの構築入場者予測モデルの構築――――」」」」    

論文を参照した。川口氏

は、特に大型の集客施設のように、開発規模が巨大で多額の維持更新費用が伴う計画につ

いては、その施設の内容や機能を明らかにし、その計画が可能か不可能か、持続性を十分

に検証していくことが必要だという。そして、集客施設を検討する際に基本的な根拠とな

川口氏の挙げている集客数予測モデルのうち、需給モデルを以下に表す。需給モデルで

は、縦軸に動員人数、横軸に各施設との時間距離をとり、需要曲線と供給曲線の交点で集

需要曲線は各施設との時間距離に反比例する、右下がりの曲線である。総合特性値とし

が高いほど、需要曲線は上にシフトする。 

供給曲線は、各施設の場所は物理的に固定化されているため横軸に直交する直線となる。 

δ×i 地区人口で
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ある。参加比率 δ とは一年間の施設利用者数を i 地区人口で割ったものであり、一人

当たり施設利用回数を示す。 

・X のとる値の最大値はある施設を日帰りで利用する場合の限界となる時間距離である。 

・需要曲線と供給曲線の均衡点における動員人数の合計、すなわち� �ｉ����  が、施設 i に

おける利用者の総数である。 

 
上記の需給モデルの特徴は、魅力係数(M)に比例して集客数が増加する点である。この

魅力係数とは、ある施設がもっている人を集める能力であり、理論上で構成される抽象的

な構成概念である。空間、収容、アクセス性、施設のグレード、立地地点の周辺のほか施

設の集積度などの要因が組み合わせられることによって定められる。 

しかし、これらを定量化することは難しく、問題を単純化して単一の基準が適用される

ことが多いという。本稿では、そうした 1 つの基準を用いるのでは現実に即さないと考え、

魅力係数の根拠となる要因を分解し、各要因が与える影響を示す複数の係数をおき、重回

帰分析を用いて施設の利用者数を予測する。 

 

(2)(2)(2)(2)    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市が行うファシリティが行うファシリティが行うファシリティが行うファシリティマネジメント政策マネジメント政策マネジメント政策マネジメント政策に関するに関するに関するに関するヒアリング結果ヒアリング結果ヒアリング結果ヒアリング結果 

 

施設整備の在り方を考えるにあたり、2014 年 6 月 20 日、千葉県流山市にヒアリングを行

い、流山市が積極的に取り組んでいるファシリティマネジメント(FM)政策について、流山

市総務部財産活用課ファシリティマネジメント推進室、枝松久雄氏と赤崎正和氏からお話を

伺い、参考にした。ファシリティマネジメント(FM)とは、アメリカで生まれた新しい経営

管理方式であり、公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会においては、「企業・団

体等が保有又は使用する全施設資産及びそれらの利用環境を経営戦略的視点から総合的か

つ統括的に企画、管理、活用する経営活動」と定義されている。要するに、施設を効果的か

つ効率的に建設・管理・運用することで、施設から得られる効用を最大化しようという概念

である。そして、その中でも流山市は FM を先進的に導入している自治体の取り組みを手

本に、内容やノウハウなどを流山市での事例に合わせて柔軟に改善し、FM 政策を実施して

いる。さらに流山市では二つの PPP(Public-Private-Partnership と Public-Public-Partner 

Ship)に取り組んでいる。一つ目の PPP(Public-Private-Partnership)は公共サービスに

民間のノウハウを活用しながら官民が協力して質の高いサービスの提供（広い概念での官民

連携）を実現しようとするものである。二つ目の PPP は、他の多くの自治体とも連携強化

を図ろうとするものである。 

 主に参考にしたのは以下の 3 点である。 

 1 点目は、公共施設の将来にわたる更新費用の試算方法である。流山市は、武蔵野市

「FX-MAXS」青森県・佐倉市などが利用している「BIMMS」、自治総合センター「簡易推

計ソフト」の 3 つを参考に、「公共施設保全計画システム」という独自のシステムを用意し、

20 年後まで各年にかかる施設の更新費用を試算している。当研究では、「簡易推計ソフト」

を参考に、新設恒久施設の更新費用を第 3 章第 2 節にて算出した。 

 2 点目は、施設の管理方法のひとつとして、施設の運営を民間に委託する指定管理者制度

をとっているという点である。指定管理者制度を採用することで、民間企業ならではのノウ

ハウを生かしたサービス性の向上、また、それに伴う利用者数の増加や、自治体への負担が
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軽減することが考えられる。そのため、大会後にどのような管理体系をとるかを加味する必

要性があることを指摘された。これは、施設にかかる費用や利用者数の予測を難しくするた

め、施設を新設することの是非を単純に判断することが出来ないことを示唆している。以上

をふまえて、東京都の管理方針を調査した結果は、第 1 章第 1 節第 2 項に示した通りであ

る。 

3 点目は、流山市が第一に考えているのは、公共施設を縮小することでのコストの削減

ではなく、あくまでもまちづくりだということである。流山市によれば、地域住民のこと

を考えた施設整備の在り方とは、単に施設を解体し維持費を削減することだけではなく、

その施設を拠点としてまちづくりに貢献出来ることである。即ち、今後のまちづくりに貢

献するようなものならば、コスト以上に地域の発展に貢献できる。そして、今後のまちづ

くりや自治体経営を考える上で重要な施設となり得るかが、最終的には施設を維持してい

くかの判断基準にもなるという。これらを踏まえ当研究では、単に財政面ことのみを考え

費用を削減する方法だけではなく、いかにまちの末永い繁栄を達成するかを考慮しながら、

将来を見据えた施設の在り方を考える。 
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第第第第 4444 章章章章    実証実証実証実証分析分析分析分析    

 

第第第第1111節節節節    分析方針分析方針分析方針分析方針    
 

本章では、2020 年東京五輪新設恒久施設の建設妥当性を図るために、以下の 2 点に注目

して実証分析を行った。 

 

(1) 各新設恒久施設の維持管理費用・更新費投資用 

(2) 各新設恒久施設の推定年間利用者数 

 

 上記の 2 点については、次節以降で詳しく述べていきたい。 

 
 

第第第第2222節節節節    維持管理費用・更新投資費用維持管理費用・更新投資費用維持管理費用・更新投資費用維持管理費用・更新投資費用    
  

現状分析でも示したように、五輪のために新設された施設の維持管理費用が五輪終了後に

自治体の重い財政負担となる事例が多くみられる。また、建物のライフサイクルを考えた場

合に大規模改修や建て替えにかかる費用も考慮する必要がある。ここで維持管理費用を「毎

年計上される水光熱費、人件費、修繕費、消耗品費、税金、保険、清掃費等の建物の維持に

かかわる費用」、大規模改修を「一定期間ごとに建物の機能・性能を全面的に当初のレベル

まで回復させること」と定義する。この節では各新設恒久施設の維持管理費と更新投資費用

それぞれについて概算をし、費用負担の程度について分析する。 
 まず維持管理費用について、大分市の「プロリーグで使用されている全国主要アリーナ調

査結果(2014年)」より1m2あたりの維持管理費の原単位を算出する。この結果を事項の表に

示す。 
 

表 6 全国主要アリーナの維持管理費 

施設名 
延床面積

(m2) 

平成 24 年度 
年間維持管理費

(万円) 

1m2あたり維持

管理費(万円) 

インドアスタジアム 15,885 8,571 0.5396 

ありそドーム 12,153 10,718 0.8819 

さいたまスーパーアリーナ 132,397 330,000 2.4925 

千葉ポートアリーナ 19,509 23,542 1.2067 

アミューズ豊田体育館 8,234 42,800 5.1980 

浜松アリーナ 20491 16,472 0.8039 

三重県営サンアリーナ 24312 32,079 1.3195 

パークアリーナ小牧 16,733 20,173 1.2056 

ウィングアリーナ刈谷 14,570 25,775 1.7690 

日本ガイシスポーツプラザ 31,833 87,083 2.7356 

ハンナリーズアリーナ 8,316 16,863 2.0278 
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 (出典：大分市(2014)「プロリーグで使用されている全国主要アリーナ調査結果」のデータより筆者作成。

www.city.oita.oita.jp/www/contents/1391131688165/.../arena_doc2.pdf) 

 

維持管理費は施設の設備や性質によって大きく変わってくるが数値化が困難なため、延床

面積に比例して維持管理費が増加するものと仮定する。 

 次に更新投資費について、これは大規模改修費と建替費用の合計である。財団法人自治総

合センターの「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書科(平成 23 年)」には

耐用年数経過後に現在と同じ延床面積等で建替えすると仮定し、延床面積の数量に更新単価

を乗じることにより建替え費用を算出するとあり、これに基づいて試算を行う。更新単価は

既に更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価等を基に用途別に

設定されている。なお大規模改修の単価は建替えの 6 割と想定し、建築後 30 年に大規模改

修、耐用年数の 60 年に建替えを行うものとして更新投資費用の試算をする。 

 

建替費 = 延床面積(㎡)×建替単価(万円) 

大規模改修費 = 延床面積(㎡)×大規模改修単価(万円) 

 

 上述した計算方法(に東京五輪新設恒久施設を当てはめた結果が表 6 である。各施設の延

床面積は、『2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 実施段階環境影響評価計

画書』のデータ、また基本設計が東京都財務局より公告されている施設はその公表値に基づ

くものである。 

 

表 7 施設毎の更新単価及び大規模改修単価 

 建替単価 大規模改修単価 

市民文化系、社会教育系、行政系等施設 40 万/m2 25 万/m2 

スポーツ・レクリエーション系等施設 36 万/m2 20 万/m2 

保険・福祉施設 36 万/m2 20 万/m2 

学校教育系、子育て支援施設等 33 万/m2 17 万/m2 

公営住宅 28 万/m2 17 万/m2 

公園 33 万/m2 17 万/m2 

供給処理・下水道施設 36 万/m2 20 万/m2 

(出典：株式会社ファインコラボレート研究所『公共施設等更新費用試算ソフト仕様書』平成 26 年 3 月) 

 
 
 
 
 

グリーンアリーナ神戸 18,276 10,858 0.5941 

ローズアリーナ 13,113 65,446 4.9909 

広島グリーンアリーナ 50,079 65,262 1.3032 

ニューウェーブ 8,056 9,031 1.1210 

アクシオン福岡 23,656 18,892 0.7986 

アリーナかぶとがに 16,220 15,198 0.9370 

べっぷアリーナ 20,735 8,396 0.4049 

ビーコンプラザ 32,453 37,015 1.1406 

鹿児島アリーナ 29,023 18,098 0.6236 

平均 
  

1.60471.60471.60471.6047    
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表 8 2020 年東京五輪新設恒久施設の更新投資費及び維持管理費 

 
延床面積

(㎡) 
建替単価

(万円) 

大規模改

修単価 
(万円) 

建替費用 
(万円) 

大規模改

修費用 
(万円) 

年間維持

管理費用

(万円) 

新国立競技場 210,878 36 20 7,591,608 4,217,560 338,395 

有明アリーナ 32,170 36 20 1,158,120 643,400 51,623 

大井ホッケー競技場 4,700 36 20 169,200 94,000 7,542 

海の森水上競技場 9,400 36 20 338,400 188,000 15,084 

岩洲オリンピックアリーナ 2,000 36 20 72,000 40,000 3,209 

葛西臨海公園 800 36 20 28,800 16,000 1,284 

夢の島ユース・プラザ・アリーナ A 
64,500 36 20 2,322,000 1,290,000 103,503 

夢の島ユース・プラザ・アリーナ B 

夢の島公園 9,500 36 20 342,000 190,000 15,245 

オリンピックアクアティクセンター 32,920 36 20 1,185,120 658,400 52,827 

武蔵の森総合スポーツ施設 26,900 36 20 968,400 538,000 43,166 

合計       16,497,648 9,165,360 735,382 
                          

 (出典：『2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会  

実施段階環境影響評価調査計画書』より筆者作成) 

 

※大規模改修の単価は、立て替えの約 6割で想定するのが一般的とされているため、この想

定の単価を設定する。 

※更新(建替)は耐用年数の 60 年が経った時点に行う。 
※大規模改修は、建物付属設備及び拝観の耐用年数がおおむね 15 年であることから、2 回

目の回収である建設後 30 年で行う。 

 

 

第第第第 3333 節節節節    新設恒久施設新設恒久施設新設恒久施設新設恒久施設の年間利用者数の年間利用者数の年間利用者数の年間利用者数予測予測予測予測    
 

前章までに述べたように新設競技場が利用されずに将来の負の遺産にならないよう、事前

に各施設の将来の年間利用者数を予測する必要がある。 
 

第 1 項 分析手法 
 
新設競技場の年間利用者数を予測するために、まず現存するスポーツ施設の年間利用者数

に影響を与える複数の要因を重回帰分析する。分析結果をもとに 2020 年から 2040 年の将

来の人口変化を加味した各新設施設の年間利用者数を算出する。 
その際、2020 年東京五輪に向けて新設される 11 の新設恒久施設について、『A. ライブ・

イベント等のスポーツに限らない多目的利用が想定される施設』と『B. スポーツの中でも

少ない種目に利用方法が限定される施設』の 2 パターンに分けて分析を行う。これは施設

の利用目的の違いによって各変数の影響度に差が生じると考えたからである。 
新設 11 施設の分類は以下の通りである。 

 
A.A.A.A.    多目的利用が想定多目的利用が想定多目的利用が想定多目的利用が想定される施設される施設される施設される施設    
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…新国立競技場、有明アリーナ、夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ、 
夢の島ユース・プラザ・アリーナ B、武蔵の森総合スポーツセンター 

    
B.B.B.B.    利用方法が利用方法が利用方法が利用方法がその競技にその競技にその競技にその競技に限定されると想定される施設限定されると想定される施設限定されると想定される施設限定されると想定される施設    

…大井ホッケー競技場(ホッケー)、海の森水上競技場(ボート、カヌー) 
若洲オリンピックマリーナ(セーリング)、葛西臨海公園(カヌー) 
夢の島公園(アーチェリー)、オリンピックアクアティクスセンター(水泳) 
 

また、パターン A のサンプルとしては「全国コンサート会場リンク集～zaseki.info」 
(http://www.zaseki.info/) より収容人数 5000 人以上の大規模スポーツ施設を利用した。 
パターン B ではホッケー、ボート、カヌー、セーリング、アーチェリー、水泳それぞれ

の現存する競技場を抽出してサンプルとして利用した。 
 

    
パターンパターンパターンパターン AAAA の変数の設定の変数の設定の変数の設定の変数の設定    
被説明変数(Y)      ：施設の年間利用者数 
説明変数(X1～4)    ：収容人数、所在市町村人口密度、所在市町村高齢化率 

代替可能施設数 

    
XXXX::::説明変数説明変数説明変数説明変数((((予想される係数の符号予想される係数の符号予想される係数の符号予想される係数の符号))))    

① 説明変数に選んだ理由 

② サンプルとして使用した各施設のデータの出典 

 

XXXX1111::::延床面積延床面積延床面積延床面積((((＋＋＋＋))))    
① 延床面積が大きい(小さい)、即ち施設の規模が大きい(小さい)ほど、施設の収容可能人

数も増加(減少)し、利用者数も増加(減少)することが予想される。 

② 各施設の HP、施設管理者の事業報告書参考。 

    

XXXX2:2:2:2:所在市町村人口所在市町村人口所在市町村人口所在市町村人口密度密度密度密度((((＋＋＋＋))))    
① その施設周辺の人口密度が増加(減少)すれば、その施設が近いからという理由で施設を

利用する利用者の数も増加(減少)すると考えられる。実際には、日本では 2040 年に向

けて人口が減少することが予測されているため利用者数は減少すると想定できる。 

② 総務省統計局『平成 22 年度国勢調査』 
 

XXXX3333::::所在市町村高齢所在市町村高齢所在市町村高齢所在市町村高齢化率化率化率化率((((－－－－))))    
① 下の図は、平成18年と平成23年に何らかの「スポーツ」を行った人々の割合を年齢別に

示したものと、高齢者のスポーツの種類別行動者率を示したものである。これを見ると、

高齢になるほどスポーツを行う機会は減少していることがわかる。 

 
グラフ2 
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(出典：総務省統計局 『平成18年社会生活基本調査』『平成23年社会生活基本調査』 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi635.htm) 

 

また、以下の図は高齢者が行うスポーツを種類別に示したものである。 

 

グラフ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：総務省統計局 『平成18年社会生活基本調査』『平成23年社会生活基本調査』 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi635.htm) 

 
このように、「スポーツ」の行動者率は高齢になるほど減少し、また、高齢者が行うス

ポーツはウォーキングなど小規模なものがほとんどである。したがって、スポーツ施設

を利用する高齢者の数は少なく、高齢化率が増加(減少)すれば施設全体の利用者数が減少

(増加)し、高齢化率と利用者数の間に負の相関があることが予想できる。日本では2040

年に向けて高齢化がますます進行するとされており、施設の利用者数は減少することが

予想される。 
② 総務省統計局『平成22年度国勢調査』より 

    

XXXX4444：：：：代替代替代替代替可能可能可能可能施設数施設数施設数施設数((((＋＋＋＋))))    
① その施設周辺に代替可能施設が多ければ、その地域ではその施設の需要が多いというこ

とを表していると考えられる。したがって、周辺代替施設が多ければ(少なければ)利用

者数も増加(減少)すると考えられる。 
② 文部科学省『平成 20 年度体育スポーツ施設現況調査』 施設規模別 設置箇所数【陸

上競技場,野球場・ソフトボール場、球技場、多目的運動広場、水泳プール(屋内)、水泳

プール(屋外)、体育館、柔道場、剣道場、柔剣道場(武道場)】 

    

 

パターンパターンパターンパターン BBBB    

被説明変数(Y)：施設の年間利用者数 

説明変数(X1～4)：敷地面積、所在市町村人口密度、所在市町村高齢化率、 

中央競技団体の登録競技者数 
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XXXX1111：：：：敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積((((＋＋＋＋))))    
① ②A.多目的利用が可能な施設の場合と同様である。    

    
XXXX2222：：：：所在地所在地所在地所在地人口密度人口密度人口密度人口密度((((＋＋＋＋))))    
① ②A.多目的利用が可能な施設の場合と同様である。 

    

XXXX3333：：：：所在地所在地所在地所在地高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率((((－－－－))))    
① ②A.多目的利用が可能な施設と同様である。 

    

XXXX4444：：：：中央競技団体の登録競技者数中央競技団体の登録競技者数中央競技団体の登録競技者数中央競技団体の登録競技者数((((＋＋＋＋))))    

① 問題意識で述べた長野五輪、札幌五輪のボブスレー・リュージュ会場の例のように、マ

イナーなスポーツ競技の施設ほど利用者数が低下し施設としての維持が難しくなる傾

向がある。つまり、このように実施可能な競技数が限定される施設においては、その競

技を行う人口(スポーツ人口)が少ない(多い)ほど、施設利用が低下(増加)すると考えられ

る。 

② 各スポーツの実施人口(何らかのスポーツを実施している人の数)、競技人口(競技を実

施している人の数)を把握するのが難しいため、把握することが可能な中央競技団体の

登録競技者数[チーム数]を説明変数として使用する。 

 

表 9 中央競技団体登録者数 

 

平成 23 年度 日本体育協会調べ※2 

平成 25 年 笹川スポーツ財団 中央競技団体現況調査※3 

 

なお、この分析に用いたパターンA,パターンBそれぞれの記述統計量は以下の通りである。 

 

表 10 パターン A の記述統計量 

 
(出典：筆者作成) 

 
表 11 パターン B の記述統計量 

 
(出典：筆者作成) 

 

平均 中央値 標準偏差 最大 最小 サンプルサイズ
延床面積(㎡) 44,189.43 30,000 38,765.9382 172,758 6,947 57
人口密度(人/㎢) 4,879.03 3,534.80 4,690.4371 18,269.30 86.40 57
高齢化率(%) 20.71 20.50 3.2196 31.70 11.90 57
代替施設数 17.88 14 17.2058 60 1 57

平均 中央値 標準偏差 最大 最小 サンプルサイズ
敷地面積(㎡) 17,882.25 10,697 21,242.9365 93,000 409 39
人口密度(人/㎢) 2,349.92 988.40 3,200.7068 11,980.60 227.80 39
高齢化率(%) 22.46 22.04 3.4600 30.87 16.61 39
スポーツ人口(人) 82,879.95 118,714 51,346.7600 118,714 9,650 39

団体名 登録者数(人)[チーム数] 

(公財)日本水泳連盟 118,714[5,769] 

(公財)日本セーリング連盟 9,650 

(公社)日本カヌー連盟 5,071 

(社)日本ホッケー協会 10,391[559] 

(公社)日本ボート協会 8,764 

(公社)全日本アーチェリー連盟 12787 
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第 2 項 重回帰分析の結果 
 

表 12 パターン A の分析結果 

 
(出典：筆者作成) 

表 13 パターン B の分析結果 

 

 

 

 

 
(出典：筆者作成) 

 

分析結果よりパターン A の代替施設数以外の説明変数の係数の符号が分析前に予想して

いた通りになったことが分かる。代替施設数が多い都道府県は東京都などの大都市圏であ

り、これは利用者が分散してしまう影響よりも同じような施設が数多く存在するほど利用需

要がある地域であることを表すからであると考えられる。t 値より多目的な利用がされるス

ポーツ施設では延床面積の影響度が強く、特定の競技専用のスポーツ施設ではその競技人口

の影響度が大きいことが分かった。    

    

 

第 3 項 推定利用者数の試算結果 
 
 前項で求めた係数と、11 の新設恒久施設のデータ(2020 年〜2040 年)を利用して、以下の

ように推定利用者数の試算を行った。尚、2020 年以降の利用者数を推定するにあたり、人

口密度は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(平成 25 年 3 月)

と東京都総務局統計部『東京都の人口(推計)』(平成 25年 1月)より、推計人口(人)を各市

町村面積(㎢)で割り、算出した結果を用いた。高齢化率は同じく、国立社会保障・人口問題

研究所「日本の地域別将来推計人口」(平成 25年 3 月)から参照した。 

 
パターン A 
推定年間利用者数＝13.40087×延床面積(㎡)＋51.94012×人口密度(人/㎢) 

－12549.07×高齢化率(％)＋6776.5529×代替施設数 

＋185168.8(切片) 

 

パターン B 
推定年間利用者数＝1.7603×施設面積(㎡)＋11.14107 ×人口密度(人/㎢)−1808.5474 

         ×高齢化率(％)＋1.0648×スポーツ人口(人)−1497.746(切片) 

     

 

 

 

 

延床面積 人口密度 高齢化率 代替施設数
係数 13.40087 51.94012 -12549.07 6776.5529
t値 3.55769 1.00518 -0.27919 0.47965
有意確率 0.00081 0.31947 0.78121 0.63348
修正済決定係数 0.32551

敷地面積 人口密度 高齢化率 スポーツ人口
係数 1.760376 11.14107 -1808.55 1.06488547
t値 2.21250 2.21890 -0.34990 3.00478
有意確率 0.03375 0.03327 0.72857 0.00496
修正済決定係数 0.35516



 

表 14 新設恒久施設の利用者数の試算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 4 多目的スポーツ施設の推計年間利用者数の推移

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 5 種目別スポーツ施設の推計年間利用者数の推移

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリンピックスタジアム

有明アリーナ

夢の島ユース・プラザ・アリーナA

夢の島ユース・プラザ・アリーナB

武蔵の森総合スポーツ施設

大井ホッケー競技場

海の森水上競技場

オリンピックアクアティクスセンター

若洲オリンピックマリーナ

夢の島公園

葛西臨海公園

24242424    

新設恒久施設の利用者数の試算結果(2020〜2040) 

   （出典：試算結果より筆者作成）

多目的スポーツ施設の推計年間利用者数の推移 

（出典：試算結果より筆者作成）

種目別スポーツ施設の推計年間利用者数の推移 

2020年 2025年 2030年 2035年
3,824,953 3,817,954 3,781,539 3,717,260
1,396,817 1,404,944 1,398,342 1,366,415

夢の島ユース・プラザ・アリーナA

夢の島ユース・プラザ・アリーナB

1,276,424 1,263,496 1,069,216 1,187,405
152,794 151,611 147,490 139,827
129,323 131,508 131,152 126,777

オリンピックアクアティクスセンター 287,129 289,314 288,958 284,583
109,200 111,384 111,028 106,653
113,244 115,429 115,073 110,697
120,350 118,796 114,012 106,461

推定年間利用者数（人）

1,830,068 1,838,194 1,831,592 1,799,666
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（出典：試算結果より筆者作成） 

 

（出典：試算結果より筆者作成） 

2035年 2040年
3,717,260 3,625,445
1,366,415 1,314,861

1,187,405 1,121,623
139,827 128,462
126,777 119,251
284,583 277,057
106,653 99,127
110,697 103,172
106,461 97,338

推定年間利用者数（人）

1,799,666 1,748,111
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（出典：試算結果より筆者作成） 

第第第第 4444 節節節節    持続可能性を表す持続可能性を表す持続可能性を表す持続可能性を表す指標の設定指標の設定指標の設定指標の設定    
 

 第 4 章の第 2 節にて各新設恒久施設の更新と維持にかかる費用、第 3 節において 2020 年

から 2040 年までの推定利用者数を試算した。これらの試算結果から各施設の持続可能性を

表す指標として利用者負担額というものを独自に定義した。 

  

利用者負担額= 

 

利用者負担額は年間に換算した建替費と大規模改修費、維持管理費の合計金額を推定年間

利用者数で割った値である。これは各施設の年間総費用を推定した数の利用者で賄うと仮定

した場合に、実質的に利用者 1 人あたりが支払うことになる金額である。以下に新設恒久

施設の利用者負担額を示す。 

 

表 15 新設恒久施設の利用者負担額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

(出典：筆者作成) 

 

 この利用者負担額から各施設の持続可能性を考察するにあたって、パターン A の重回帰

分析の際にサンプルとして利用した 51の多目的利用がされている大規模スポーツ施設の利

用者負担額の平均を目安として用いる。これを大幅に上回る施設は計画の見直しが必要にな

るものと見なす。パターン B で用いたサンプルの利用者負担額は各施設でのばらつきが非

常に大きく、その平均を利用するのは適当ではないと判断した。 

 

表 16 サンプル施設の利用者負担額の記述統計量 

 

 
（出典：試算結果より筆者作成） 

 

 上表よりサンプル施設の利用者負担額の平均 890 円を目安として利用する。 

 

 

年間総費用(年間更新投資費+年間維持管理費) 

推定年間利用者数 
 

平均平均平均平均 中央値 標準偏差 最大 最小 サンプルサイズ
利用者負担額(サンプル施設) 890.36890.36890.36890.36 573.69 1400.24 9247.57 173.02 51

年間総費用（円）
推定年間利用者数
（2040年・人）

年間利用者負額（円）

a b c=a/b

オリンピックアクアティックスセンター 1,096,429,455 277,057 3,957

夢の島公園 241,112,959 103,172 2,337

海の森水上競技場 238,574,928 119,251 2,001

新国立競技場 5,352,149,321 3,625,445 1,476

夢の島ユース・プラザ・アリーナA・B 1,637,030,089 1,748,111 936

大井ホッケー競技場 119,287,464 128,462 929

有明アリーナ 816,484,620 1,314,861 621

武蔵の森総合スポーツ施設 682,730,378 1,121,623 609

若洲オリンピックマリーナ 50,760,623 99,127 512

葛西臨海公園 20,304,249 97,338 209
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第第第第 5555 章章章章    政策提言政策提言政策提言政策提言    

第第第第1111節節節節    分析に基づく分析に基づく分析に基づく分析に基づく施設整備見直しの検討施設整備見直しの検討施設整備見直しの検討施設整備見直しの検討    
 

東京都は平成26年11月現在、東京オリンピックの施設整備計画の見直しを行っている。こ

れは現状分析でも述べたように、建設費の高騰や消費税増税の影響により当初予定していた

整備費1538億円が4584億円まで膨張したためである。東京都はまず施設整備費を削減するこ

とを優先して見直しを行っているようである。しかし、建設費などの費用は建物のライフサ

イクルコストの一部でしかなく、我々は大会終了後の持続可能性も考慮して見直すべきであ

ると考えている。 

そこで前章で定義した「利用者負担額」を利用して施設の持続可能性を考察する。利用者

負担額が大規模スポーツ施設の利用者負担額の平均である890円を大幅に超え、持続可能性

の面から見直しを検討すべき施設としてオリンピックアクアティクスセンター、夢の島公園

競技場、海の森水上競技場、新国立競技場を挙げ、以下に考察を行う。 

 

(1) オリンピックアクアティクスセンター 

  

東京五輪の大会計画概要によれば、オリンピックアクアティクスセンターは、競泳・飛込・

シンクロナイズドスイミングの会場となり、大会後は、収容可能人数を2万人から5000人に

縮小して、利用しやすい規模の水泳場に改修される。大会後は、東京都が所有し、既存の辰

巳国際水泳場同様、水泳各種別の都内選手権、日本選手権からジャパンオープン等の国際大

会で使用するとともに、住民も使える水泳場となる予定である。 

 この施設の問題として挙げられるのが、徒歩10分の位置に既存施設で国際大会でも使用さ

れている辰巳国際水泳場が存在することである。大会後には改修により規模も同程度になる

こともあり、東京都が新設する施設の中では一番高額な683億円をかける必要性が問われて

いる。辰巳国際水泳場では収容人数が足りないことが懸念されるが、改修で仮設の観客席を

作ることは検討するべきではないか。予定通りオリンピックアクアティクスセンターを建設

する場合にも、市民の利用に限定するといった辰巳国際水泳場との棲み分けがされることが

必要であろう。 

 

(2) 夢の島公園競技場 

 夢の島公園の一部に、アーチェリー場として建設予定の施設である。東京五輪の大会計画

概要によれば、大会後には周辺の緑地を取り込み、国内及び国際競技大会が開催され、都内

のアーチャーの日常的な活動拠点となる予定である。整備費は24億円と新設施設では一番低

いが、我々が前章で試算した推定年間利用者数は2020年以降に11,000人程度で推移している。

既存のアーチェリー場と比較すると利用者数が多いと言えるが、利用者負担額は新設施設で

2番目に大きい2337円となった。したがって維持管理が行いやすいよう規模を縮小するか、

アーチェリーの振興を推進し、競技人口を増やす施設計画などを考える必要がある。 

 

(3)海の森水上競技場 

 海の森水上競技場は、ボート・カヌー(スプリント)会場として建設予定の施設である。施

設延床面積は9,400m2とそれほど広大な敷地を使うわけではない。しかし、水上競技施設で

あるため、海の森周辺の水流を管理するため大量の水門を設置する必要があり、その建設費

が建設費用及び維持管理費を膨れ上がらせている。加えて、ボート・カヌーのスポーツ人口

は日本ボート協会の登録競技者数8,764人と日本カヌー連盟の登録競技者数5,071人を合わ
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せても13,835人と少ない。 

また平成26年9月に埼玉県戸田市の市長は東京都にボート競技場の彩湖へ変更の要望書を

提出した。これは東京都に受け入れられなかったが、平成26年8月8日に戸田ボートコースの

大学ボート部監督らでつくる戸田監督会が行った東京湾の現地調査では、「海上は変化が激

しく、ボート競技は難しい。彩湖の方が風も東京湾よりも平均風速が低く、出場選手にとっ

て公平性が保たれるコースを提供することができる」という見解を述べている。したがって

既存施設を中心に競技環境も考慮して見直しを行っていくべきである。 

 

(3) 新国立競技場 

 新国立競技場は、2020年東京五輪のメイン会場として建設されるが、延床面積は

290,000m2、総座席数は80,000席と五輪過去開催国が新設してきた施設のなかで大きな部

類に入る。整備費も当初は1300億円の予定であったが3000億円に跳ね上がり、現在は1700

億円の修正案で設計が行われている。収容人数は80,000人と日産スタジアムの72,327人を

超え、国内最大となる予定である。我々の試算では推定年間利用者数は360～380万人で推

移しているが利用者負担額は平均をやや超える値となった。競技場のデザインが整備費、

維持管理費を増大させている一因でもあり、デザインも含め将来にわたって管理しやすい

設計に変更する必要がある。 

 

第第第第2222節節節節    都道府県レベルでの施設管理の必要性都道府県レベルでの施設管理の必要性都道府県レベルでの施設管理の必要性都道府県レベルでの施設管理の必要性    
 

 前節において2020年東京オリンピックに向けて新設される恒久施設について分析に基づ

いた考察を行った。その際に考慮した施設の維持費用や年間利用者数は経営者の効率的な施

設管理・効果的な利用に大きく関わっており、これはこれまで述べてきた五輪競技施設のみ

に求められるわけではない。東京都は「防災上重要な公共建築物」として耐震化を行うため

にリスト化されているものだけでも 4,631 の公共施設を所有している。このうち高度経済

成長期に集中的に整備された社会資本は今後急速に老朽化することが見込まれており、適切

かつ確実に維持管理・更新を進める必要がある。ここで部局及び施設それぞれ個別に管理等

の事務が行われれば、標準的な管理方法等が示されていないことによる非効率な管理、対症

療法的な修繕等による施設間格差、各施設の情報が共有されないことによる遊休施設の放置

等の様々な課題が生じる可能性がある。 

 こうした中で私たちはファシリティマネジメント(以下 FM)という考え方を東京都に導入

すべきであると考えている。FM とは土地・建物・設備といったファシリティを対象として、

経営的な視点から設備投資や管理運営に要するコストの最小化や施設課対用の最大化を図

るため、総合的・長期的視点から企画・管理・活用する経営管理活動のことをいう。これを

導入している自治体は全国各地にあり、都道府県レベルでは青森県が平成 16 年から取り組

んでいる先進的な自治体である。 

 東京都の施設管理の現状としては、東京都都市整備局が平成 22 年度に「東京都建築安全

マネジメント計画」を策定している。これは限られた経営資源を効率的・効果的に活用し、

建築ストックの実態把握に努めながら、各種法制度の実効性を確保すること、関係者が建築

物の安全確保の目標を共有し、施策の体系化・重点化を図りながら、計画的に取り組んでい

くことを目的とし、平成 26 年間までの 5 年間を実施期間としている。しかし、これは各種

法制度の面から建築物の安全性を確保することが主であり FM のように財政面からのアプ

ローチを行うものではない。 
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第第第第3333節節節節    具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策    
 

 東京都に FM の手法を導入した場合に、有効であると思われる 3 つの取り組みを以下に

示す。なお、これらの取り組みは実際に FM を導入する場合に庁内に設置される推進会議

がつくる「FM 導入基本方針」に沿って行われるべきである。 

 

1.1.1.1.PDCAPDCAPDCAPDCA サイクルによる評価システムサイクルによる評価システムサイクルによる評価システムサイクルによる評価システム    

    

PDCA とは「Plan Do Act Check」の頭文字であり、FM を導入する上での前提条件であ

る。具体的には、まず、組織の戦略に沿ったＦＭ戦略をもち、中長期計画を立案する。これ

ら計画にのっとり、不動産の取得、賃貸借、建物建設、改修等のプロジェクトのマネジメン

トを行い、既存ファシリティについてその運用、メンテナンス、ファシリティサービス等、

運用維持の実務を行う。また、適時にファシリティの数量、品質およびコストの適正性に関

する評価を行い、その結果を戦略と計画にフィードバックしていく。都有施設についての包

括的な中長期計画は将来のまちづくり政策と不可分であるため、維持管理だけではない広い

視野を持つことが求められる。 

 

2.2.2.2.データベースによる都有建築物の一元管理データベースによる都有建築物の一元管理データベースによる都有建築物の一元管理データベースによる都有建築物の一元管理    
 

ファシリティ情報のデータベース化を行い、保全情報システムにより全庁での一元化・共

有化をすることでファシリティの「見える化」を図ることができる。施設基本情報としては

施設建築物のプロフィール、工事履歴、不具合状況、光熱水費・使用量活用等が入力される。

一元管理をすることでデータ活用による施設情報比較分析をした上で、各施設に情報提供す

ることが可能になる。またこのデータを利用して都有施設の全体コストの把握、施設財務シ

ミュレーション等に活用するライフサイクルコスト試算が可能になる。 

課題としては数多くの施設情報の収集・入力が必要となるため、データベース構築のコス

トがかかることが挙げられる。しかし、東京都では前述した「東京都建築安全マネジメント

計画」において建築行政用の建物データベースを運用しており、このノウハウを生かすこと

ができるであろう。 

 

3.3.3.3.ファシリティコスト縮減に向けたベンチマーキングファシリティコスト縮減に向けたベンチマーキングファシリティコスト縮減に向けたベンチマーキングファシリティコスト縮減に向けたベンチマーキング    
    

 ベンチマーキングとは同一条件下にある同種・同規模の施設同士の単位コスト(1m2 当た

りの光熱水費、1 人当たりの光熱水費)を比較する手法である。これは公共建築の保全にか

かる手法、プロセス、手続き、サービスの内容について、他組織と比較・評価し、最良の方

法を自組織に取り入れ、改善することを目的としている。メリットとしては①目標を的確か

つ効率的に設定できること、②先進的事例にならい実践するので、自己流とならず、改善に

よるコスト縮減等の成果を容易に確保できること、③成果が早期に数字で見え、さらなる改

善へ誘導できること、が挙げられる。ベンチマーキングを行うには他施設のデータが整備さ

れている必要があるが、上述したデータベースが構築されれば自然に導入することができる

であろう。 
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第第第第 6666 章章章章    終わりに終わりに終わりに終わりに    

  

本稿では、2020 年東京五輪が開催決定したことで、多くの新設恒久施設が建設されるこ

とに際し、今後人口減少していく日本において持続可能性の面で問題が生じるのではないか

ということを一番の問題意識として捉え、新設恒久施設ごとに 2040 年段階での状況を分析

することで持続可能性の如何を記した。第 1 章では、日本の現状と過去の五輪開催都市、

W 杯開催都市の状況を記した。第 2 章では、2020 年東京五輪に焦点をあて、当初東京都が

五輪の運営・計画方針をどのように立てていたか、また、その後の計画見直し内容も含めて

記述した。第 4 章では、新設恒久施設の将来にかかると予測される更新投資費用、大規模

改修費用、維持管理費用をもとに年間総費用を算出し、全国の既存スポーツ施設をサンプル

として使用して重回帰分析を用い、2040 年段階での推定年間利用者数を算出した。第 5 章

では、第 4 章で求めた年間総費用と推定年間利用者の 2 つの側面から、2040 年の段階で新

設恒久施設ごとに望ましい対策を記し、まとめとして全体を通していえる政策を執筆した。 

本稿は、施設の持続可能性を考察することが目的であったため、本稿の目的は達成された

といえる。  
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