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Abstract: Regarding the environment required of stadiums, the J. League requires that the spectator seats be 100% covered and that they be 

dedicated to football. However, compared to Europe, there are fewer stadiums dedicated to soccer with full roofs in Japan so far. The reason is the 

problem of fostering the lawn. In order to develop the lawn, it is necessary to introduce fresh outside air in order to constantly exhaust the moisture 

contained in the lawn, but in a stadium dedicated to soccer with a full roof, it is difficult for take wind flow into the pitch, and it is difficult to adopt 

it in hot and humid Japan. In this research, we will examine the shape of the stadium to maintain a wind environment suitable for fostering lawns 

only with natural winds while satisfying the condition that it is a stadium dedicated to soccer with a full roof. 

 

１． はじめに 

サッカーの試合が開催されるスタジアムは，サッカ

ー専用あるいは陸上競技兼用に大別され，またスタン

ドも全面が屋根によってスタンドが覆われているスタ

ジアムとそうではないスタジアムがある．スタジアム

に求める環境についてＪリーグスタジアム標準では，

屋根の必要性に関して，「天候に左右されず大会を開

催すること、観客が濡れずに観戦できる環境を提供す

るというような観点から、観客席を 100％覆うことが

望まれます」,トラックの取り扱いに関しては，「スタ

ジアム内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えるかどうかは、観客席

からピッチまでの距離に大きく左右されます」と言及

しおり[1]，全面屋根のサッカー専用のスタジアムが望

まれている．しかし，現在の日本には欧州と比べて，

全面屋根のサッカー専用スタジアム Figure 1 が少ない．

理由としては，芝生の育成の問題があげられる．現在

Jリーグの規約では，ピッチは「天然芝もしくは Jリー

グが認めたハイブリッド芝」と規定している[3]．その

ため，芝生の育成には，芝生の湿分を常時排気するた

めに新鮮な外気の導入が必要だが，全面屋根のサッカ

ー専用スタジアムではピッチに風が流入しにくくなる．

また，日本の気候は欧州に比べて高温多湿となってお

り，日本では全面屋根のサッカー専用スタジアムは，

芝生の育成にとっては好ましくない環境であると言え

る．実際に文献の調査[4]によると，スタジアムの芝生

管理の問題点として，「日照不足や通気性不足による

芝の育成不良」が挙げられている．  

 本研究では，全面屋根のサッカー専用スタジアムと 

いう条件を満たしながら， 大型送風機などの設備に

頼らず自然風のみで芝生の育成に適した風環境を維持

するためのスタジアム形状について検討する．本報で

は，アメダスデータをもとにした流入風速の検討と一

つのモデルの提案を行う． 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Stadium Dedicated to Football with a Full Roof[2] 

 

２． アメダスデータ 

自然風での解析を行うため，アメダスの観測データ

を用いる．会場はアメダスの観測地が近くにある平塚

競技場としたため，観測地は平塚競技場から最も近い

辻堂とする．データは 2012 年 8 月 1 日～2022 年 7 月

31 日の 10 年分とし，芝生が湿分を排気する際の流入

風速として，時間帯は芝生の温度が上昇する午前 9 時

～午後 6 時で集計した（Figure 2）[5]．その結果，風向

頻度が高く，風速が大きかった南の平均風速 3.63m/s

と南南西の平均風速を南成分に分解した 4.87m/s を使

用し,その二つの風速を平均した南風 3.93m/s を流入風

速とする（Figure 2）．  

Figure 2.Wind Rose 
１：日大理工・学部・建築 ２：日大短大・教員・建築 ３：日大理工・教員・建築 
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３．数値流体解析概要 

３-１. 数値流体解析概要                

計算ソフトは（株）環境シミュレーション製の数値

流体解析ソフト「Wind Perfect V5」を使用する．Table 

1 に解析計算条件を示す．目標とするピッチレベルで

の風速は，新国立競技場において大型送風機を用いて

風速 3～5m/s を維持する施設計画[6]を提案している例

を参考に風速 3m/s以上とする． 

３-２．解析モデル 

サッカーの国際規格である 105m×68m のピッチに対

して，JFA から推奨されている[1]ゴールラインから

10m，タッチラインから 8.5m離れた場所にスタンドを

設置する．既往研究[7]では,スタンド数の違いによっ

て風量を確保しようと試みていたが，それだけでは目

標の風速を確保することができていなかった．よって，

スタンド数以外のアプローチによって風量を確保する

必要がある．そこで，今回はスタンドに当たり横に逸

れていく風もスタジアム内に取り入れるために，スタ

ジアムの四隅から風を取り入れるモデル A を提案した．

寸法に関しては，既往研究 のスタジアム形状と新国立

競技場の屋根形状[8]を参考に設定する(Table 2,Figure 

3,Figure 4)． 

Table 1. Analysis calculation conditions 

Table 2. Studium Shape Dimensions 

縮尺  モデル d[ｍ] r[m] t[m] θ[°] 

1/1  A 50 3 13 27.5 

Figure3 . Two Dimentional Stadium Shape 

 
Figure 4. Model A 

３． まとめ 

日本のスタジアムが求める基準と現状について確認

し，既往研究や既存スタジアムを参考に解析モデルを

提案した．今後は,提案モデルの解析を行い，風の流

れを把握する．また，その結果をもとにスタジアム形

状を調整していき，目標風速を得ることができる全面

屋根のサッカー専用スタジアムのモデルを提案するこ

とを目標とする． 
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離散化手法 有限体積法

乱流モデル 0方程式

圧力解法 Gauss-Seidel

移流項 一次精度風上差分

解析空間 1125×925×213

流入条件 地表面粗度区分Ⅲ,基準高さ15m,風速3.93m/s

側壁境界条件 Free Slip

天井境界条件 Free Slip

床面境界条件 No Slip

計算時間 541秒
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