
 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 

アーカイブ資産協定の締結について 

 

１ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会アーカイブ資産協定の締結 

〇令和３年６月 1日 

オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会に「今後アーカイブ協定を締結する旨」

報告 

〇令和３年８月８日 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会アーカイブ資産協定（以下、「アーカイ

ブ協定」という）を締結 

・締結主体：IOC、IPC、都、組織委員会、JOC、JPCの６者 

・目 的 ：メダル、聖火リレーのトーチ等の記念品や記録等のアーカイブ資産等を確実 

に保存・活用する枠組みを定める 

〇令和３年１０月１１日 

上記の関係者との調整の上、アーカイブ協定を公表 

 

２ 今後の取組 

〇令和３年１０月１８日 

都庁など都有施設において、アーカイブ資産等の展示を開始 

〇令和３年１０月中旬 

有識者会議を設置 

  ・設置目的：大会の成果や感動を確かなレガシーとして、将来に引き継いでいくため、ア

ーカイブ資産等の適切な保存・保管、効果的な展示等活用方法などについて、

外部有識者の意見も参考にしながら検討 

〇令和３年度末頃  

上記の議論をとりまとめ、アーカイブ資産等の活用方針を策定 

 

 

（別添資料） 

   ・アーカイブ協定の概要 

 （参考資料） 

   ・TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS AGREEMENT 

FOR THE TOKYO 2020 OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES 

   ・東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会アーカイブ資産協定（参考和訳） 
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テキスト ボックス
令和３年１０月１１日ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ特別委員会



 

アーカイブ協定の概要 

 

１ 国内当事者の役割 

① 組織委員会  

組織委員会の解散までに、アーカイブ資産をアーカイブ組織に引渡す。 

② ＪＯＣ    

ＩＯＣ及びＩＰＣから付与されるライセンスに基づき、資産の管理者(アーカイブ組織)とな

る。 

※アーカイブ組織とは、アーカイブ資産の管理者として任命され、ＩＯＣ・ＩＰＣに代わって 

資産の保存、保守、及び利用の責任を担う組織である。 

③ 東京都 

開催都市として、資産を維持、管理、利活用し、アーカイブ組織を支援する。 

④ ＪＰＣ     

パラリンピックムーブメントを展開するため、資産を維持、管理、利活用し、アーカイブ組織

を支援する。 

※都・ＪＰＣは資産管理・活用等機関として、アーカイブ組織との資産管理活用契約に基づく

権利を付与され、資産を展示等利活用する。 

 

２ アーカイブ資産 

アーカイブ資産は、開催都市契約、法令、アーカイブ協定等に基づき、組織委員会が特定し、

都、ＪＯＣ、ＪＰＣは支援する。 

 

３ アーカイブ管理委員会 

国内当事者(都、組織委員会、ＪＯＣ、ＪＰＣ)が構成員となり、大会後も資産管理が確実に実

行されるようアーカイブ組織を支援する。 

 

 

 

 

T0523227
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TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS AGREEMENT 
 

FOR THE TOKYO 2020 OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES 
 

     

 
 
 

THIS AGREEMENT is made 
 
 

BETWEEN: 
 
 
 
 

(1) THE TOKYO ORGANISING COMMITTEE FOR THE 2020 OLYMPIC AND PARALYMPIC 
GAMES, 1-8-11 Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6119, Japan (“TOKYO 2020”); 
 

(2) THE JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE, Japan Sport Olympic Square 13F, 4-2 

Kasumigaokamachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0013, Japan (the “JOC”); 
 

(3) THE JAPANESE PARALYMPIC COMMITTEE, Nihonbashi – Kakigaracho 2-13-6-3F, Chuo-ku, 

Tokyo 103-0013, Japan (the “JPC”);  
 

(4) TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 8-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-

8001, Japan (“TMG”);  
 

(5) THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, Chateau de Vidy, Lausanne 1007, Switzerland 
(the “IOC”); and 
 

(6) THE INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE, Adenauerallee 212-214, 53113 Bonn, 

Germany (the “IPC”); 
 
 

Hereinafter jointly referred to as the "PARTIES" and severally as a "PARTY". 

https://www.google.com/maps/place/Adenauerallee+212-214,+53113+Bonn,+Germany/@50.7196979,7.1139362,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bee164536aa059:0x862903df69164c55!8m2!3d50.7196979!4d7.1161249
https://www.google.com/maps/place/Adenauerallee+212-214,+53113+Bonn,+Germany/@50.7196979,7.1139362,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bee164536aa059:0x862903df69164c55!8m2!3d50.7196979!4d7.1161249
T0523227
＜参考資料１＞
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WHEREAS 1 the IOC leads the Olympic Movement and, in accordance with the Olympic Charter and the HOST CITY 

CONTRACT (including the Host City Contract Operational Requirements), the IOC is the ultimate proprietor of the IOC - 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS as well as of all information, confidential business secrets and know-how relating to 
the organising and staging of the OLYMPIC GAMES – TOKYO 2020. 
 

WHEREAS 2 the IPC leads the Paralympic Movement. The IPC is the ultimate proprietor of the IPC - INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS as well as of all information, confidential business secrets and know-how relating to the organising 
and staging of the PARALYMPIC GAMES – TOKYO 2020. 
 

WHEREAS 3 TOKYO 2020 is responsible for organising and staging the TOKYO 2020 GAMES as well as a number of 

related events (including a series of test events to be held at the TOKYO 2020 GAMES’ venues, the Opening and Closing 
Ceremonies, Torch Relays, etc. of the TOKYO 2020 GAMES as well as the Cultural Olympiad, etc). 
 

WHEREAS 4 the JOC prepares and leads Japanese athletes at the Olympic Games. It is responsible for developing 

the Olympic Movement throughout Japan in accordance with the Olympic Charter. 
 

WHEREAS 5 the JPC prepares and leads Japanese athletes at the Paralympic Games. It is responsible for developing 

the Paralympic Movement throughout Japan in accordance with the IPC Handbook. 
 

WHEREAS 6 TMG is responsible for hosting the TOKYO 2020 GAMES in collaboration with the JOC and TOKYO 2020 

as the corresponding contracting parties, together with the IOC and the IPC, to the HOST CITY CONTRACT. 
 

WHEREAS 7 This Agreement set forth the roles of the PARTIES with regard to the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS, 

including their management, preservation and future use in Japan in accordance with the ARCHIVAL LICENSE. 

 
WHEREAS 8 for the purpose of fulfilling the obligations regarding Olympic and Paralympic records and archives (in 

particular related to preservation, curation and development) stipulated in the HOST CITY CONTRACT, a DESIGNATED 
ENTITY shall be entrusted as the custodian of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS. It has been proposed, and the IOC 
and the IPC have formally accepted, the appointment of the JOC as the DESIGNATED ENTITY with the understanding that 
the JOC will be supported in these tasks by TMG, the JPC, TOKYO 2020 and potentially third parties, with the terms of 
such support to be further defined in an ASSET MANAGEMENT AND UTILISATION AGREEMENT to be approved in writing 
by the IOC and the IPC in advance. The DESIGNATED ENTITY will have the authority to day-to-day management of the 
TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS and, on behalf of the IOC and the IPC correspondingly, shall ensure compliance and 
authorize certain actions in relation to the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS pursuant to the terms of this Agreement. The 
IOC and the IPC will have the ultimate authority to control the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS as their own proprietary 
assets. 
 

WHERAS 9 the present TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS AGREEMENT (the “Agreement”) shall follow instructions 

and principles of the IOC and the IPC. 
 
Based on the above, the PARTIES hereby agree as follows: 
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1. DEFINITIONS 
In the context of this Agreement, the following capitalized terms shall have the meaning assigned to such terms in the 
present Clause 1 or otherwise they shall have the meanings assigned to such terms in this Agreement: 
 

1.1 “AMBUSH MARKETING” means any advertising, communications, commercial identification, or other activity, 
undertaken by a person or business, that is an attempt to imply, or that results in, an unauthorized association 
with the IOC, the Olympic Games (including the TOKYO 2020 GAMES), any Olympic entity, the Olympic 
Movement, the IPC, the Paralympic Games, any Paralympic entity, and/or the Paralympic Movement. 

 
1.2 “ARCHIVAL LICENCE” means the non-exclusive, royalty free, revocable license granted by the IOC and the IPC 

on the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS to the DESIGNATED ENTITY (provided that the final list of TOKYO 
2020 ARCHIVES ASSETS has been approved by the IOC and the IPC), solely for carrying out its obligations and 
responsibilities as the custodian of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS according to this Agreement, and 
solely and exclusively for INSTITUTIONAL PURPOSES (as defined under Clause 1.7) in Japan. The ARCHIVAL 
LICENCE specifically includes: 
 

(a) the right to appraise, select and retain the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS; 
 

(b) the right to arrange and describe the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS pursuant to any archiving 
policies and considerations of the IOC and the IPC, in accordance with reputable international standards 
and practices such as ISAD(G) or IASA and, in accordance with the Japanes Copyright Act: 

 
(c) the right to fix and reproduce the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS; 

 
(d) the right to process, make compilations of, and take all practicable steps for the preservation of the 

TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS;  
 

(e) the right to make available, communicate, exhibit, present, publish and perform in public the TOKYO 
2020 ARCHIVES ASSETS, exclusively for, and geo-blocked to, the territory of Japan, or otherwise as 
specifically approved by the IOC and the IPC. The foregoing expressly excludes any right to broadcast 
(including, without limitation, over the-air television, cable television, satellite television, pay television, 
pay-per-view television, IPTV, video-on-demand, home video, video downloading, mobile platform 
exhibition, theatrical, video streaming, radio and the Internet) the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS, 
except with the IOC or the IPC’s, as it may correspond, prior written consent (at the IOC and the IPC’s 
sole discretion). 
 

(f) the right to distribute copies of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS; 
 

(g) the right to communicate to the public in any manner and through any channel or medium that the 
DESIGNATED ENTITY or the ASSET MANAGEMENT TRUSTEE is the repository of the TOKYO 2020 
ARCHIVES ASSETS, provided that it is compatible with the other provisions of this Agreement; and 
 

(h) the right to translate and convert the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS exclusively for the purposes of 
accessioning, exhibiting or to facilitate data mining. 

 
1.3 “DESIGNATED ENTITY” means the organization appointed as the custodian of the TOKYO 2020 ARCHIVES 

ASSETS and, hence, responsible for their preservation, maintenance, and utilisation (including reception, 
administration, superintendence of and being responsible for) the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS on behalf 
of the IOC and the IPC. To this extent, upon acceptation of the final list of TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS by 
the IOC and the IPC, the IOC and the IPC shall grant the ARCHIVAL LICENCE to the DESIGNATED ENTITY. 
The IOC and the IPC have accepted the JOC to be appointed as the DESIGNATED ENTITY. 
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1.4 ”ASSET MANAGEMENT TRUSTEE” means an organisation (such as, without limitation, JPC or TMG) that, for 
the purpose of carrying out the operations of the DESIGNATED ENTITY based on this Agreement, has been 
entrusted to support the DESIGNATED ENTITY regarding the maintenance, management and/or utilization of 
some of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS and permited to exercise some rights based on the ARCHIVAL 
LICENCE on behalf of the DESIGNATED ENTITY, as per the terms of a separate agreement (the “ASSET 
MANAGEMENT AND UTILISATION AGREEMENT”) as approved in writing by the IOC and the IPC. In this 
regard, it is understood that the template for ASSET MANAGEMENT AND UTILISATION AGREEMENT shall be 
submitted by the DESIGNATED ENTITY to the IOC and the IPC for approval prior to implementation. 
 

1.5 “ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE” means the joint management committee composed of members of 
the JOC, the JPC, TMG and TOKYO 2020, together with other stakeholders related to the archiving, preservation 
and utilization of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS. All members of the ARCHIVES MANAGEMENT 
COMMITTEE may temporarily or permanently invite certain individuals or entities to take part in this committee 
by agreement upon discussions. The role of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE is to oversee and 
ensure the appropriate coordination between the DESIGNATED ENTITY and the ASSET MANAGEMENT 
TRUSTEES in excercising the rights granted according to the ARCHIVAL LICENSE and in particular to manage 
the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS in accordance with the terms, conditions and objectives set forth in this 
Agreement as well as with the recommendations and instructions of the IOC and the IPC. The roles, 
responsibilities and activities of the members of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE are established 
as the MANAGEMENT COMMITTEE RULES in accordance with Clause 5.1. 

 
1.6 “EFFECTIVE DATE” means the date on which all PARTIES to this Agreement have signed it. 

 
1.7 “INSTITUTIONAL PURPOSES” means all non-commercial and curatorial activities included or foreseen in the 

OLYMPIC AND PARALYMPIC LEGACY FROM THE TOKYO 2020 GAMES, intending to archive, preserve and 
manage information and physical and digital assets for heritage and legacy purposes in the territory of Japan and 
in particular, for the benefit of, as it may correspond, the IOC, the IPC, the Olympic Movement and/or the 
Paralympic Movement. 

 
1.8 “IOC - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS” means all rights, titles and interests, including intellectual property 

rights and any other rights on the OLYMPIC GAMES – TOKYO 2020 (including, for the avoidance of doubt, the 
related events), whether owned and/or controlled by the IOC pursuant to the HOST CITY CONTRACT, including 
the HOST CITY CONTRACT Operational Requirements (notably all rights, titles and interest on the TOKYO 2020 
ARCHIVES ASSETS, related to the OLYMPIC GAMES – TOKYO 2020), as (will be) confirmed, transferred and 
assigned by TOKYO 2020, the JOC and TMG to the IOC by means of the relevant deed of assignment or whether 
owned and/or controlled by the IOC from the outset, pursuant to and as described in the HOST CITY CONTRACT. 
For the avoidance of doubt, the JAPANESE PARTIES hereby acknowledge and confirm that any and all rights, 
titles and interest in and to any and all elements, contents or works created, obtained, developed, produced or 
invented pursuant to or derived from the IOC – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, shall be the sole 
ownership and for the sole benefit of the IOC, without any restriction or encumbrance whatsoever. 

 
1.9 “IPC - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS” means all rights, titles and interest, including intellectual property 

rights and any other rights on the PARALYMPIC GAMES – TOKYO 2020 (including, for the avoidance of doubt, 
the related events), whether owned and/or controlled by the IPC pursuant to the HOST CITY CONTRACT, 
including the HOST CITY CONTRACT Operational Requirements (notably all rights, titles and interest on the 
TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS, related to the PARALYMPIC GAMES – TOKYO 2020), as (will be) confirmed, 
transferred and assigned by TOKYO 2020, the JPC and TMG to the IPC by means by means of the relevant 
deed of assignment or whether owned and/or controlled by the IPC from the outset, pursuant to and as described 
in the HOST CITY CONTRACT. For the avoidance of doubt, the JAPANESE PARTIES hereby acknowledge and 
confirm that any and all rights, titles and interest in and to any and all elements, contents or works created, 
obtained, developed, produced or invented pursuant to or derived from the IPC – INTELLECTUAL PROPERTY 
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RIGHTS, shall be the sole ownership and for the sole benefit of the IPC, without any restriction or encumbrance 
whatsoever. 

 
1.10 “JAPANESE PARTIES” means TOKYO 2020 (until its dissolution), the JOC, the JPC and TMG. 

 
1.11 “HOST CITY CONTRACT” means the agreement dated 7 September 2013, for organising and staging of the 

Games of the XXXII Olympiad by and between the IOC, the JOC and TMG, to which agreement TOKYO 2020 
adjoined as of 6 August 2014 and including the HOST CITY CONTRACT-Operational Requirements closed on 
December 2016 or any further version applicable. 

 
1.12 “TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS” means the selection of assets, content or materials identified by TOKYO 

2020 (with the assistance from JOC, JPC and TMG) as having archival and legacy value, after the satisfactory 
completion by TOKYO 2020 of other required preceding processes observing relevant: (i) obligations and 
proceedings under the HOST CITY CONTRACT and its Operational Requirements; (ii) Japanese law 
requirements (in particular, but without limitation, the Act on Protection of Personal Information of Japan, the Act 
on Prevention of Unfair Competition of Japan, the National Public Service Act, the Local Public Service Act, tort 
law/civil law and any other applicable law with regard to protection of trade secrets and confidentiality 
obligations); (iii) contractual or other legally binding obligations (in terms of confidentiality or otherwise); and (iv) 
the preservation of sensitive or strategic information. The final list of assets, content or materials constituting the 
“TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS” shall be approved by the IOC and IPC in writing -as rightful owners pursuant 
to the HOST CITY CONTRACT and its Operational Requirements-, and included as integral part of this 
Agreement under Appendix 1.  

 
1.13 “OLYMPIC AND PARALYMPIC LEGACY FROM THE TOKYO 2020 GAMES” encompasses all the tangible and 

intangible long-term benefits for people, cities/territories and the Olympic and Paralympic Movements in respect 
to and after the TOKYO 2020 GAMES. 

 
1.14 “OLYMPIC GAMES - TOKYO 2020” means the Games of the XXXII Olympiad to take place in Tokyo (and other 

Japanese cities), Japan, from 23 July to 8 August 2021. 

 
1.15 “PARALYMPIC GAMES – TOKYO 2020” means the 16th Summer Paralympic Games, to take place in Tokyo 

(and other Japanese cities), Japan, from 24 August to 5 September 2021. 

 
1.16 “TOKYO 2020 GAMES” means jointly the OLYMPIC GAMES - TOKYO 2020 and the PARALYMPIC GAMES - 

TOKYO 2020. 
 

2. PURPOSE 

 

2.1 The purpose of this Agreement is to set out the arrangements for the long-term preservation of, and access to, 
the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS in order to convey the historical and social significance of the TOKYO 
2020 GAMES to the future, in accordance with the HOST CITY CONTRACT (including the HOST CITY 
CONTRACT – Operational Requirements) and the OLYMPIC AND PARALYMPIC LEGACY FROM THE TOKYO 
2020 GAMES. 

 
2.2 This Agreement also sets out the information and reporting obligations of the DESIGNATED ENTITY (and the 

ASSET MANAGEMENT TRUSTEES) and of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE vis-à-vis the IOC 
and the IPC correspondingly, in addition to their obligations to consult with the IOC and the IPC on certain matters. 
 

2.3 This Agreement further sets out the respective rights and obligations of the PARTIES in relation to the TOKYO 
2020 ARCHIVES ASSETS. 

 



 

Page 6 of 18 

 

3. RIGHTS IN THE TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS 
 
The PARTIES acknowledge and agree that: 
 

3.1 The IOC is the ultimate proprietor of all materials relating to the organising and staging of the OLYMPIC GAMES 
- TOKYO 2020 (including the related events) and the corresponding IOC – INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS and the IPC is the ultimate proprietor of all materials relating to the organising and staging of the 
PARALYMPIC GAMES - TOKYO 2020 (including the related events) and the corresponding IPC – 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. Nothing in this Agreement is intended in any way to dispute the IOC or 
the IPC’s corresponding rights (including the IOC – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS and the IPC – 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS), in particular over the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS. Nothing in this 
Agreement shall be construed as an assignment or a waiver of any of the IOC or IPC’s rights. 

 
3.2 The DESIGNATED ENTITY and the other JAPANESE PARTIES (to the extent they act as ASSET 

MANAGEMENT TRUSTEES) shall solely and exclusively use the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS in strict 
compliance with the ARCHIVAL LICENSE (in particular solely for INSTITUTIONAL PURPOSES in the territory 
of Japan) and with any other restriction and/or limitation according to this Agreement (in particular Clauses 3.3, 
3.4 and 8.2 below). In this respect, and in accordance with Clause 3.5 below, it is understood that if the final list 
of TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS (as submitted by TOKYO 2020 to the IOC and the IPC) is not approved 
by the IOC and the IPC, the ARCHIVAL LICENSE will not be granted and no asset will be transferred to the 
DESIGNATED ENTITY (or to TMG or the JPC in their capacity as ASSET MANAGEMENT TRUSTEES), save 
where the IOC and the IPC have given there prior written approval. 

 

3.3 The DESIGNATED ENTITY and the other JAPANESE PARTIES (acting as ASSET MANAGEMENT TRUSTEES) 
shall not exercise any of the rights granted as per the ARCHIVAL LICENSE if, as a result of doing so, they would 
receive any commercial benefit, excluding for reasonable fees charged to cover the costs related to granting 
access to the general public to the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS and to maintain the records stored in the 
DESIGNATED ENTITY owned or controlled archives (i.e. operational costs in connection with the DESIGNATED 
ENTITY exercising its rights/performing its obligations under this Agreement). Furthermore, the DESIGNATED 
ENTITY and the other JAPANESE PARTIES (acting as ASSET MANAGEMENT TRUSTEES) shall not exercise 
any of the rights set out above if, as a result of doing so, any third party would receive any commercial benefit. 

 
3.4 The DESIGNATED ENTITY and the other JAPANESE PARTIES (in particular when acting as ASSET 

MANAGEMENT TRUSTEES) shall not engage in any form of AMBUSH MARKETING or knowingly facilitate any 
third party in engaging in AMBUSH MARKETING. The JAPANESE PARTIES shall consult with the IOC or the 
IPC (as it may correspond), in order to prevent any use of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS in any AMBUSH 
MARKETING activity by others. In addition, the JAPANESE PARTIES shall jointly and severally procure that no 
third party shall be granted any right to sponsor or otherwise associate itself with the TOKYO 2020 ARCHIVES 
ASSETS, the TOKYO 2020 GAMES, the Olympic Games, the Paralympic Games, the Olympic Movement, the 
Paralympic Movement, the IOC and its affiliated entities, the IPC or any other member of the Olympic or 
Paralympic Movements, without the prior written consent of the IOC or the IPC (as it may correspond). The 
JAPANESE PARTIES shall jointly and severally procure that they will take all diligent and reasonably necessary 
steps to actively prevent and prohibit the direct or indirect use of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS in any 
AMBUSH MARKETING activity by a third party. 

 
3.5 The JAPANESE PARTIES acknowledge and agree that the ARCHIVAL LICENSE will be granted by the IOC and 

the IPC to the DESIGNATED ENTITY only if, and after, the final list of TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS is 
accepted in writing by the IOC and the IPC (and integrated to this Agreement as Appendix 1). 

 
4. ROLES AND RESPONSIBILITIES 
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4.1 The roles and responsibilities of the DESIGNATED ENTITY and the other JAPANESE PARTIES (to the extent 
they act as ASSET MANAGEMENT TRUSTEES) in order to maintain, manage, and utilise the TOKYO 2020 
ARCHIVES ASSETS smoothly and efficiently in the future are detailed in Appendix 2. 

 
4.2 The JAPANESE PARTIES shall sincerely discuss any change in the respective roles and responsibilities of the 

JAPANESE PARTIES regarding the maintenance, management, utilisation and cost allocation of the TOKYO 
2020 ARCHIVES ASSETS, based on reasonable standards. In this respect, the JAPANESE PARTIES agree that 
any such change shall be approved in writing by the IOC and the IPC. 

 

5. ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE 

 
5.1 The ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE shall be established to ensure the proper and smooth 

arrangement of the JAPANESE PARTIES regarding the required matters concerning the TOKYO 2020 
ARCHIVES ASSETS. The inauguration of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE shall take place within 
the two (2) months following the signature of this Agreement. In the first committee meeting, the rules of the 
committee (the “MANAGEMENT COMMITTEE RULES”) will be approved and submitted to the IOC and the IPC 
for final approval before entering into force. 
 

5.2 The ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE will be held regularly and will assist the DESIGANTED ENTITY 
in order to ensure that the management of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS will be carried out after the 
end of the TOKYO 2020 GAMES in accordance with the ARCHIVAL LICENSE and the terms of this Agreement. 

 

5.3 The ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE will consult in good faith and agree on the sharing of the 
respective roles of each member of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE. The intended roles, 
responsibilities and activities of the members of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE shall be 
established in the MANAGEMENT COMMITTEE RULES (as approved by the IOC and IPC as per Clause 5.1) 
in accordance with Appendix 2 and any future changes to such MANAGEMENT COMMITTEE RULES shall be 
submitted to the IOC and the IPC for prior written approval. The activities undertaken by the JAPANESE 
PARTIES shall then be detailed in the annual report to be submitted by the DESIGNATED ENTITY to the IOC 
and the IPC as per Clause 7.5. 

 

6. TRANSFER OF THE TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS 

 

6.1 The TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS, once approved in writing by the IOC and the IPC, shall be transferred 
from TOKYO 2020 to the DESIGNATED ENTITY. The DESIGNATED ENTITY shall then store and take over the 
TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS, in compliance with the terms of this Agreement and with the instructions and 
requirements of the IOC and the IPC. 

 
6.2 The DESIGNATED ENTITY and other JAPANESE PARTIES (to the extent that they act as the ASSET 

MANAGEMENT TRUSTEES) shall receive the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS from a storage facility 
designated by TOKYO 2020 (with the IOC and the IPC’s prior written consent). 

 

7. POST-TRANSFER OBLIGATIONS 

 

7.1 The DESIGNATED ENTITY will acquire, arrange, describe, preserve, maintain, and utilise the TOKYO 2020 
ARCHIVES ASSETS in compliance with professional international archival standards and policies agreed by all 
PARTIES and any requirements of relevant laws of Japan. 

 
7.2 The DESIGNATED ENTITY shall apply appropriate conservation treatments and make repairs to the TOKYO 

2020 ARCHIVES ASSETS as necessary in order to ensure the long-term integrity and availability of such assets. 
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7.3 The DESIGNATED ENTITY shall take all reasonable precautions compatible with providing access to the public 

to protect the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS from damage, loss or theft, and additional or fraudulent 
modifications. 

 

7.4 The DESIGNATED ENTITY will provide appropriate notices of the copyright status of the TOKYO 2020 
ARCHVES ASSETS to those accessing these assets (with references to the IOC or the IPC, as applicable). Such 
copyright notices shall be submitted to the IOC and the IPC for their prior written approval, replicating the following 
generic notice: for assets the rights of which are held by the IOC: © YEAR – International Olympic Committee - 
All rights reserved ; for assets the rights of which are held by the IPC: © YEAR – International Paralympic 
Committee - All rights reserved. 

 

7.5 The DESIGNATED ENTITY will provide a written activity report of the preservation and use of the TOKYO 2020 
ARCHIVES ASSETS to the IOC and the IPC once a year from 2021 to 2026 and as requested by the IOC or the 
IPC afterwards. The activity reports will be prepared with the cooperation of the ARCHIVES MANAGEMENT 
COMMITTEE and shall include all activities related to the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS (by the 
DESIGNATED ENTITY itself, the ASSET MANAGEMENT TRUSTEES and the ARCHIVES MANAGEMENT 
COMMITTEE (including each of its members)). With regard to the IOC, the written activity reports of the 
preservation and use of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS shall be sent to IOC Record Management at the 
following address: records@olympic.org. 

 

7.6 The DESIGNATED ENTITY shall obtain prior written consent of the IOC and the IPC prior to entering into an 
ASSET MANAGEMENT AND UTILISATION AGREEMENT with any ASSET MANAGEMENT TRUSTEE (i.e.: 
the template for ASSET MANAGEMENT AND UTILISATION AGREEMENT shall be approved beforehands) and 
supervise and be responsible and liable for all activities performed by the ASSET MANAGEMENT TRUSTEES 
and/or the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE (including each of its members) and for their compliance 
with the terms and conditions of this Agreement (including its Appendices). In the event another JAPANESE 
PARTY (i.e.: TOKYO 2020, TMG or the JPC) is acting as an ASSET MANAGEMENT TRUSTEE or a member of 
the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE, the DESIGNATED ENTITY and any such JAPANESE PARTY 
shall be jointly and severally liable vis-à-vis the IOC and the IPC with regard to (i) the activities relating to the 
management and utilisation of the assets covered by the ASSET MANAGEMENT AND UTILISATION 
AGREEMENT concluded between the DESIGNATED ENTITY and the concerned other JAPANESE PARTY, or 
(ii) the roles assigned to such concerned other JAPANESE PARTY. 

 

8. UTILISATION OF TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS 

 

8.1 Subject to the limitations in this Agreement (in particular Clause 3.3, 3.4 and 8.2) and within the limits of the 
scope of the rights granted under the ARCHIVAL LICENCE, the DESIGNATED ENTITY must take reasonable 
steps to ensure that the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS are made available for public use, with particular 
attention being placed on TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS on digital media. 
 

8.2 Regarding the utilisation of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS, the DESIGNATED ENTITY shall strictly 
observe the following:  

 

(a) the DESIGNATED ENTITY may only permit the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS to be used by the 
public for personal, non-commercial and temporary purposes, including research and private study and 
in compliance with all applicable laws, and will take the reasonable and diligent necessary steps to 
inform users of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS of such restrictions (e.g. through terms of use or 
legal notices); 

 

mailto:records@olympic.org
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(b) the DESIGNATED ENTITY shall take all measures that may reasonably be required in order to prevent 
the use of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS by third parties for commercial or non-Olympic or 
Paralympic promotional purposes, or in any other manner that would be unlawful or may harm the 
integrity of the Olympic or Paralympic Movements, and to terminate such unauthorised use by third 
parties as soon as practically possible; and 
 

(c) the DESIGNATED ENTITY may restrict access for a period to records or other assets which need 
conservation or preservation actions. These records or other assets may be made available under 
controlled access conditions during this time if appropriate. 

 
8.3 When providing access to the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS, the DESIGNATED ENTITY may charge for a 

reasonable extent of expenses required to maintain the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS that it controls, in 
accordance with Clause 3.3. 
 

8.4 Notwithstanding Clause 8.3, the DESIGNATED ENTITY shall ensure that, except at times when it is impractical 
to do so, the IOC or any third party authorised by the IOC, and the IPC or any third party authorised by the IPC, 
have unfettered access to the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS during normal business hours, free of any 
charge. 
 

8.5 The IOC, the IPC or any third party authorised by them may request a digital copy at no cost or a physical copy, 

subject to payment of normal copying charges, of any part of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS or of any 

information related to those assets, and the DESIGNATED ENTITY shall provide such a copy as soon as 

reasonably practicable, usually within twenty (20) BUSINESS DAYS after receipt of the request. For the purpose 

of this Agreement, “BUSINESS DAYS” shall include any day except Saturday, Sunday and official bank holiday 

in Japan. 

 

8.6 The DESIGNATED ENTITY shall agree to promptly inform (in any case within fifteen (15) BUSINESS DAYS 

upon knowledge) the IOC or the IPC (as it may correspond) about any third parties’ misuse of the TOKYO 2020 

ARCHIVES ASSETS. 

 

8.7 When acting as ASSET MANAGEMENT TRUSTEES to support the DESIGNATED ENTITY regarding the 

maintenance, management and/or utilization of some of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS, TMG and the 

JPC shall strictly comply with all obligations and requirements imposed to the DESIGNATED ENTITY according 

to this Agreement (in particular, but without limitation, Clauses 3.2, 3.3, 3.4 and 8 as well as with the terms of the 

ARCHIVAL LICENCE). 

 

9. CONFIDENTIALITY 

 

9.1 All information, shared by any PARTY; or that a PARTY had access to in connection with this Agreement, will 
be maintained in strict confidence and not be disclosed to third parties, except: 

 
(a) where the JAPANESE PARTY who supplied the information as well as the IOC and the IPC give their 

prior written consents; 
 
(b) as required to carry out the PARTIES’ obligations under this Agreement; 
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(c) if disclosed to the minimum extent necessary to lawyers, accountants and other professionals who bear 

legal obligations of confidentiality equivalent (or stricter) to those imposed to the PARTIES according to 

this Agreement and only where necessary for the performance of this Agreement; 

 

(d) if required by law, in which case the disclosure will be made to the minimum extent necessary according 
to the procedures specified in such law; 

 

(e) with regard to the existence and content of this Agreement (including the final list of TOKYO 2020 
ARCHIVES ASSETS and any assets contained therein (provided, however, that such assets are limited 
to disclosure in accordance with the disclosure policy accepted by the IOC and the IPC),  but excluding 
any other information referred in this Agreement); 
 

(f) when strictly concerning each PARTY’s respective directors, officers, employees, auditors, 
representatives, agents, subcontractors or otherwise, and where strictly and legitimately required, on a 
“need to know” basis, whenever such inidividuals are bound in writing to observe the confidentiality 
obligations of this Agreement or similarly stringent provisions and solely for the specific purpose of 
implementing this Agreement, with the understanding that such disclosure shall be limited to the relevant 
parts of this Agreement. 

 
9.2 In the event that any of the JAPANESE PARTIES intends to disclose the existence and content of this Agreement 

pursuant to CLAUSE 9.1(e), reasonable advance written notice shall be provided to the IOC and IPC before 
public disclosure, giving full details of the foreseen disclosure and its purpose(s) and objective(s). 
 

9.3 The obligations of this Clause 9 shall remain valid after the termination of this Agreement. 
 

10. NOTICES 

 

10.1 Any notice, request, or communication in connection with this Agreement must be in writing and, if sent by post, 
shall be addressed as follows: 

 
(1) for TOKYO 2020, address is as follows: 

19th floor, Harumi Island Triton Square Office Tower Y, 1-8-11 Harumi, Chuo-ku, Tokyo, 104-6119, Japan 
Attention : Planning for Information and Knowledge Management Section (IKM) 
 

(2) for the JOC, address is as follows: 
13th floor, Japan Sport Olympic Square, 4-2 Kasumigaoka-machi, Shinjuku Ward, Tokyo, 160-0013, Japan  
Attention : Olympic Movement Department 

 
(3) for the JPC, address is as follows: 

Nihonbashi – Kakigaracho 2-13-6-3F, Chuo-ku, Tokyo 103-0013, Japan 
Attention : General Affairs Department 

 
(4) for TMG, address is as follows: 

8-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-8001, Japan 
Attention: Coordination Section, Plannning and Promotion Division, Bureau of Olympic and Paralympic 
Games Tokyo 2020 Preparation 
 

(5) for the IOC, address is as follows: 
International Olympic Committee 
Maison Olympique, 1007, Lausanne, Switzerland 
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Attention : Legal Affairs Director 
 

(6) for the IPC, address is as follows: 
International Paralympic Committee 
Adenauerallee 212-214, 53113 Bonn, Germany 

Attention : General Counsel 
 

10.2 Any written notice, request, or communication sent in connection with this Agreement may, as an alternative to 
being sent by post: 

 
(a) be delivered in person during normal business hours and left with the addressee or any other responsible 

employee at the relevant address set out herein; or 
 

(b) be sent by facsimile transmission or email, provided receipt thereof is confirmed by a recipient who is 
authorised to do so. 

 
10.3 Any PARTY to this Agreement may from time to time change its address for the giving of any notice, request or 

communication under this Agreement by giving notice to all PARTIES. 

 
11. TERMINATION OF THIS AGREEMENT 

 

11.1 This Agreement is valid from the EFFECTIVE DATE and shall remain valid indefinitely unless otherwise 
terminated pursuant to Clauses 11.2, 11.3, 11.4 or 11.5. For the avoidance of doubt, the PARTIES expressly 
agree that this Agreement will not enter into force so long as this Agreement has not been signed by all the 
PARTIES. 

 
11.2 Either JAPANESE PARTY (the “WITHDRAWING PARTY”) shall be authorised to withdraw from this Agreement 

upon written notice to the other PARTIES (the “REMAINING PARTIES”). In such case, the REMAINING 

PARTIES shall, within sixty (60) days following the written notice from the WITHDRAWING PARTY, decide 

whether the collaboration undertaken according to this Agreement can continue without the WITHDRAWING 

PARTY (in which case this Agreement shall be amended accordingly) or if this Agreement shall terminate and 

decide upon the date of termination and steps to be taken to that end by the PARTIES. The WITHDRAWING 

PARTY shall indemnify the REMAINING PARTIES for all costs incurred, including during the WITHDRAWAL 

PERIOD (as defined below). The withdrawal shall be effective on the first BUSINESS DAY following the twelve 

(12) months term after all PARTIES have been effectively notified by the WITHDRAWING PARTY (the 

“WITHDRAWAL PERIOD”). 

 

11.3 In the event that a JAPANESE PARTY cannot or does not perform its obligations according to the terms of this 

Agreement (the “BREACHING PARTY”) due to a reason related to such BREACHING PARTY (including, without 

limitation, breach of the Agreement or bankruptcy), any of the other PARTIES may request (via written notice) 

the BREACHING PARTY to remedy the situation within thirty (30) days. If the BREACHING PARTY fails to 

remedy the situation within such period of time, (i) the other JAPANESE PARTIES may decide to remove the 

BREACHING PARTY from the Agreement (with the prior written approval from the IOC and the IPC) and (ii) the 

IOC and the IPC may decide to remove the BREACHING PARTY from this Agreement, with at least thirty (30) 

days prior written notice (sent to the BREACHING PARTY and the other PARTIES). In such case, the other 

PARTIES shall decide whether the collaboration undertaken according to this Agreement can continue without 

the BREACHING PARTY (in which case this Agreement shall be amended accordingly) or if this Agreement shall 
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terminate at the time of removal of the BREACHING PARTY.The BREACHING PARTY shall take all necessary 

measures in order to ensure the continuity of the collaboration under this Agreement (until and after the date of 

removal) at its own costs and indemnify the other PARTIES for all restitution and costs incurred as a result of 

such removal.  

 

11.4 In addition to the termination events included under Clauses 11.2 and 11.3 here above, the IOC and the IPC 

may, jointly or individually, at any time and without liability, revoke the ARCHIVAL LICENSE granted to the 

DESIGNATED ENTITY with twelve (12) months written notice (unless otherwise reasonably agreed in good faith 

between the PARTIES) sent to the DESIGNATED ENTITY (with copies to the other PARTIES), whenever the 

IOC and/or the IPC, jointly or individually, objectively and reasonably consider at their sole discretion that the 

purposes and objectives of this Agreement have not been, or will likely not be, achieved in the manner, level or 

form expected by the IOC and/or the IPC. In case of joint revocation by the IOC and the IPC, the Agreement 

would terminate at the time the ARCHIVAL LICENSE terminates. In case of revocation by only one of the IOC 

and the IPC (upon prior agreement between the IOC and the IPC), the ARCHIVAL LICENSE would only be 

revoked with regard to the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS relating to the revoking entity and the Agreement 

would remain in force with regard to the other TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS (i.e. the ones relating to the 

non-revoking entity). In such case, Clause 11.6 would therefore only apply to the TOKYO 2020 ARCHIVES 

ASSETS relating to the revoking entity. 

11.5 In the event the IOC and the IPC definitively refuse the final list of TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS submitted 

by TOKYO 2020, then this Agreement would terminate with immediate effect, save where agreed otherwise 

between the PARTIES. 

 

11.6 In the event this Agreement is terminated (for any reason whatsoever), the DESIGNATED ENTITY shall return 

the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS to the IOC and the IPC or to third parties designated by the IOC and the 

IPC before the effective date of termination of this Agreement. The costs related to such return of the TOKYO 

2020 ARCHIVES ASSETS shall be borne by: 

- The WITHDRAWING PARTY in case of termination according to Clause 11.2; 

- The BREACHING PARTY in case of termination according to Clause 11.3 (provided the BREACHING PARTY 

has been found liable by competent court or has admitted breaching this Agreement); 

- The IOC and the IPC in case of termination according to Clause 11.4 (save where the IOC and IPC revoked 

the ARCHIVAL LICENSE due to a reason related to a JAPANESE PARTY (such as, without limitation, breach 

of the Agreement or bankruptcy) in which case the costs shall be borne by such JAPANESE PARTY); 

- The DESIGNATED ENTITY in any other cases. 

 
12. NO ASSIGNMENT OR WAIVER 

 

12.1 The JAPANESE PARTIES shall not assign or transfer to third parties, provide as collateral, or otherwise dispose 
of this Agreement, their status under this Agreement and the rights and obligations arising therefrom without the 
prior written consent of all the other PARTIES. Any such assignment, transfer, disposition or act without the 
relevant written consents shall be null and void. 
 

12.2 The PARTIES acknowledge and agree that no failure on the part of a PARTY to exercise, and no delay in 
exercising, any right under this Agreement shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial 
exercise by a PARTY of any right under this Agreement preclude any other or future exercise thereof or the 
exercise of any other right. 
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13. LIABILITY 

13.1 The DESIGNATED ENTITY, and the other JAPANESE PARTIES when acting as ASSET MANAGEMENT 
TRUSTEES (or as members of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE), will take all reasonable 
precautions compatible with the provision of public access to protect the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS from 
damage, loss or theft and from additions or fraudulent amendments, and shall be liable to the IOC and the IPC 
for any damage to, or loss or theft of, the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS or any part of it during the term of 
this Agreement. In this respect, it is understood that the measures implemented by the DESIGNATED ENTITY 
(and the other JAPANESE PARTIES when acting as ASSET MANAGEMENT TRUSTEES) to protect the TOKYO 
2020 ARCHIVES ASSETS shall be no less protective than the measures normally used by archival entities at 
international level in accordance with internationally recognised professional standards. 

 
13.2 The DESIGNATED ENTITY and the other JAPANESE PARTIES (to the extent they act as ASSET 

MANAGEMENT TRUSTEES or as members of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE), upon transfer of 
the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS (from TOKYO 2020), shall indemnify and hold the IOC and the IPC, 
including their directors, employees, representatives and agents, harmless from any claim, liability or expense 
(including any and all legal fees) arising from, or in connection with, any third party’s claim that may arise from 
the storage, conservation and management of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS. 

 

14. MISCELLANEOUS 

14.1 Except as otherwise set out herein, each JAPANESE PARTY will be responsible for the costs and expenses in 

relation to this Agreement, in particular with regard to its respective activities. The DESIGNATED ENTITY 

undertakes to accept and store the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS at the DESIGNATED ENTITY's premises 

(or another location approved by the IOC and the IPC), without any fee or charge for the IOC and the IPC. 

 

14.2 In the case that any provision of this Agreement may be invalid, illegal or unenforceable, such provision shall be 

interpreted so as to reflect the intent of the PARTIES as closely as possible, to the maximum extent permitted by 

the applicable laws. The remaining provisions of this Agreement shall remain valid and shall continue to bind the 

PARTIES. 

 

14.3 The PARTIES guarantee that they will at all times comply with all applicable laws and regulations related to their 

activities pursuant to this Agreement, including (without limitation) all applicable anti-bribery and anti-corruption 

laws (some of which may have an extra-territorial reach) and respect the principles contained in the United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. 

 

14.4 Each of the JAPANESE PARTIES shall be responsible for the respect of any requirements under all applicable 

data protection, privacy or similar laws and regulations (including, without limitation, the laws of Japan) that apply 

to its respective activities in relation to this Agreement. 

 

14.5 Nothing in this Agreement shall create or be construed to create a relationship of partnership or joint venture 

between the PARTIES, or any of them. 

 

14.6 The JAPANESE PARTIES jointly agree and confirm that this Agreement as well as any and all amendments or 

modifications to this Agreement, after consultation and agreement by all JAPANESE PARTIES, will need prior 

written approval of the IOC and the IPC. Any modification or amendment made without such prior approval shall 

be null and void. 
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15. GOVERNING LAWS AND DISPUTE RESOLUTION  

15.1 This Agreement shall be interpreted in accordance with the laws of Japan. 
 
15.2 The PARTIES shall attempt to resolve any dispute or claim arising between the PARTIES out of this Agreement 

by way of prompt negotiations. If any such dispute or claim is not so resolved by the PARTIES by way of 
negotiations within a reasonable period of time (but, in any case, no more than thirty (30) days), each PARTY 
may refer it for adjudication by the courts. 

 
15.3 The PARTIES agree that any dispute relating to this Agreement (including any mediation proceeding of the court) 

will be subject to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court in the first instance, subject to Clause 15.4. 
 

15.4 Notwithstanding the foregoing, any dispute or claim arising from, or in connection with, this Agreement between 

any of the JAPANESE PARTIES and the IOC or the IPC, or whenever the IOC or the IPC is a party to a dispute 

or claim arising out of, or relating to, this Agreement, then such matter, dispute or claim, shall only and exclusively 

be submitted to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne (Switzerland), to the exclusion of any other 

jurisdiction, and be resolved definitively in accordance with the Code of Sports-related Arbitration. The language 

of arbitration shall be English. If, for any reason, the Court of Arbitration for Sport declines to accept jurisdiction, 

the dispute shall then be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent ordinary courts in Lausanne 

(Switzerland) and resolved according to Swiss law (without reference to its conflict of laws rules). 

 

15.5 The PARTIES will make reasonable efforts to continue complying with this Agreement while a dispute or claim is 

being resolved. With respect to any dispute that causes it to be economically or technically difficult for a PARTY 

to continue to comply with this Agreement, the PARTIES shall make all reasonable efforts to expedite the dispute 

process. 

16. SUPPLEMENT 
 
16.1 Any matter that raises doubts in the interpretation of this Agreement and any matter that is not stipulated in this 

Agreement shall be submitted to the IOC and the IPC. In this regard, it is understood that upon first consultation 
between all JAPANESE PARTIES, their preliminary conclusions shall be submitted to the IOC and the IPC for 
final assessment and decision on interpretation. The IOC and IPC shall consider it on an objective basis pursuant 
to the nature and objectives of this Agreement in each case.  

 

17. ATTACHMENTS 

 
(a) Appendix 1: FINAL LIST OF TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS (to be added upon approval from the IOC and 

IPC) 
 

(b) Appendix 2: ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE JAPANESE PARTIES 
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IN WITNESS WHERE OF this Agreement has been executed by the duly authorised representatives of the PARTIES 

in six (6) copies on ________________________ and each PARTY shall keep a copy.  
 
 

By the JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE:  By the TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT: 
 
 
 
 

  

HOSOKURA Koji 
 

 TANAKA Akira 

Senior Executive Board Member 
Director General 

 Senior Director, Planning and Promotion Division, 
Bureau of Olympic and Paralympic Games 

Tokyo 2020 Preparation 
     
 
 
By the JAPANESE PARALYMPIC COMMITTEE: 

  
 
By the TOKYO ORGANISING COMMITTEE FOR 
THE 2020 OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES: 

 
 
 
 

  
 
 

TORIHARA Mitsunori  MUTO Toshiro 
Chairman of the Board  Chief Executive Officer 

 
 
 
By the INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE: 

  
 
 
By the INTERNATIONAL PARALYMPIC 
COMMITTEE: 

 
 
 
 

  
 
 

Christophe DUBI  Mike PETERS 
Olympic Games Executive Director  Chief Executive Officer 

   
 
 
 

Mariam MAHDAVI   
Legal Affairs Director   
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APPENDIX 1 
 

FINAL LIST OF TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS 
 

The final this list of TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS, as approved by the IOC and the IPC, will be attached to this 
Agreement by the PARTIES as Appendix 1. 

 
 
 
 

[End of Appendix 1] 
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APPENDIX 2 

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE JAPANESE PARTIES 
 
The main roles of TOKYO 2020 are: 
(a) To submit the final list of TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS to the IOC and the IPC for approval. 
(b) To transfer the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS to the DESIGNATED ENTITY (provided the final list of TOKYO 

2020 ARCHIVES ASSETS has been approved by the IOC and the IPC). 
(c) To be a member and participate of the decisions of and activities undertaken by the ARCHIVES MANAGEMENT 

COMMITTEE until its dissolution. 
 

The main roles of the JOC (the DESIGNATED ENTITY) are: 
(a) To be a member of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE. 
(b) To act as the custodian of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS based on the ARCHIVAL LICENCE that will be 

granted by the IOC and IPC (subject to the acceptance of the final list of TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS by the 
IOC and the IPC). 

(c) To maintain, manage, utilise and promote the use of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS in order to expand the 
Olympic and Paralympic Movements throughout Japan and in order to convey the legacy of the TOKYO 2020 GAMES 
to the future generations. 

(d) To designate one or several JAPANESE PARTIES (or, where applicable, third parties), excluding TOKYO 2020, as 
ASSET MANAGEMENT TRUSTEES (as per the terms of the of the ASSET MANAGEMENT AND UTILISATION 
AGREEMENT (the template of which to be submitted by the DESIGNATED ENTITY to the IOC and the IPC for prior 
witten approval)) and entrust a part of the operations to such ASSET MANAGEMENT TRUSTEE(S), for the purpose 
of carrying out its obligations under this Agreement. ASSET MANAGEMENT TRUSTEES might be authorised to 
exercise some of the rights granted to the DESIGNATED ENTITY in the ARCHIVAL LICENCE on its behalf, provided 
they comply with all terms, conditions, obligations and objectives under this Agreement (in particular Clauses 3, 6, 7 
and 8 of this Agreement). The DESIGNATED ENTITY shall supervise and be responsible and liable for all activities 
performed by the ASSET MANAGEMENT TRUSTEES and for their compliance with the terms and conditions of this 
Agreement (and of the ASSET MANAGEMENT AND UTILISATION AGREEMENT) in accordance with Clause 7.6. 
When the ASSET MANAGEMENT TRUSTEE is TMG or the JPC, then such ASSET MANAGEMENT TRUSTEE and 
the DESIGNATED ENTITY shall be jointly and severally liable vis-à-vis the IOC and the IPC for the management and 
utilisation of the assets managed by such the ASSET MANAGEMENT TRUSTEE. 

 
The main roles of TMG are: 
(a) To be a member of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE. 
(b) As the host city of the TOKYO 2020 GAMES, to support the DESIGNATED ENTITY maintaining, managing and 

utilising the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS in order to convey the legacy of the TOKYO 2020 GAMES to the future 
generations. 

(c) To be an ASSET MANAGEMENT TRUSTEE in strict compliance with the terms of this Agreement and the ASSET 
MANAGEMENT AND UTILISATION AGREEMENTas approved by the IOC and the IPC, and, in this capacity, to carry 
out and be responsible for the storage and utilisation of a part of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS. 

 
The main roles of the JPC are: 
(a) To be a member of the ARCHIVES MANAGEMENT COMMITTEE. 
(b) To support the DESIGNATED ENTITY maintaining, managing and utilising the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS in 

order to expand the Paralympic Movement throughout Japan. 
(c) To be an ASSET MANAGEMENT TRUSTEE in strict compliance with the terms of this Agreement and the ASSET 

MANAGEMENT AND UTILISATION AGREEMENT as approved by the IOC and the IPC, and, in this capacity, to carry 
out and be responsible for the storage and utilisation of a part of the TOKYO 2020 ARCHIVES ASSETS. 

 
Any change in the roles and/or responsibilities of the JAPANESE PARTIES according to this Appendix 2 shall be 
submitted to the IOC and the IPC for their prior written approval. 
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[End of Appendix 2] 

 
[END OF THE TOKYO 2020 ASSETS AGREEMENT FOR THE TOKYO 2020 OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES] 



＜参考和訳＞ 

 

 

 

この協定は、以下の当事者間で締結される。 

 

(1) 東京都中央区晴海一丁目 8 番 11 号に所在する、公益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(以下「組織委」という。) 

 

(2) 東京都新宿区霞ヶ丘町 4 番 2 号 Japan Sport Olympic Square13F に所在する、公益財団法

人日本オリンピック委員会（以下「JOC」という。） 

 

(3) 東京都中央区日本橋蛎殻町 2 丁目 13 番 6 号 3F に所在する、日本パラリンピック委員会（以

下「JPC」という。） 

 

(4) 東京都新宿区西新宿 2 丁目 8 番 1 号に所在する、東京都（以下「東京都」という。） 

 

(5) スイス、ローザンヌ 1007、ヴィディ城に所在する国際オリンピック委員会（以下「IOC」という。） 

 

(6) ドイツ、ボン 53113、アデナウアーアレー212-214 に所在する国際パラリンピック委員会（以下

「IPC」という。） 

 

 

以下、総称して「全当事者」、個別に「当事者」という。 
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前提 1 IOC は、オリンピックムーブメントを主導し、オリンピック憲章及び開催都市契約(開催都市

契約運営要件を含む)に従って、IOC 知的財産権、並びに東京 2020 オリンピック競技大会の開催

及び運営に関するすべての情報、企業秘密及びノウハウの最終的所有者である。 

 

前提 2 IPC は、パラリンピックムーブメントを主導する。IPC は、IPC 知的財産権、並びに東京 202

0 パラリンピック競技大会の開催及び運営に関するすべての情報、企業秘密及びノウハウの最終

的所有者である。 

 

前提 3 組織委は、東京 2020 大会及び複数の関連イベントの開催及び運営について責任を負

う。（これには、東京 2020 大会の会場で開催される東京 2020 大会の一連のテストイベント、開閉

会式、聖火リレー等、並びに文化オリンピアードなどが含まれる。） 

 

前提 4 JOC は、オリンピック競技大会において、日本人競技者を準備し、主導する。JOC は、オリ

ンピック憲章に従って、日本全域にオリンピックムーブメントを展開する責任を負う。 

 

前提 5 JPC は、パラリンピック競技大会において、日本人競技者を準備し、主導する。JPC は、IP

C ハンドブックに従って、日本全域にパラリンピックムーブメントを展開する責任を負う。 

 

前提 6 東京都は、IOC 及び IPC と共に開催都市契約の契約当事者として、JOC 及び組織委と

連携して、東京 2020 大会の開催について責任を負う。 

 

前提 7 本協定は、東京 2020 アーカイブ資産に関する全当事者の役割を定めたものであり、アー

カイブライセンスに従った日本国内におけるそれらの管理、保存、将来の使用を含む。 

 

前提 8 開催都市契約に規定されているオリンピック及びパラリンピックの記録とアーカイブ（特に、

保存、キュレーション、開発に関連して）に関する義務を果たすために、アーカイブ組織は、東京 2

020 アーカイブ資産の管理者として委託されるものとする。IOC 及び IPC の事前の書面による承認

によって支援内容が今後定められる資産管理活用契約の条件に基づいて、東京都、JPC、組織委

及び潜在的な第三者によって JOC が業務を支援される認識の上で、JOC がアーカイブ組織として

指名されることが提案され、IOC 及び IPC は正式に承認した。アーカイブ組織は、日々の東京 202

0 アーカイブ資産の管理に関して権限を有し、IOC 及び IPC それぞれの代理として、本協定の条

件に従って、コンプライアンスを守り、東京 2020 アーカイブ資産に関連する特定の行為を許可す

る権限を有する。IOC 及び IPC は、東京 2020 アーカイブ資産を自らの専有資産として管理する最

終的な権限を有する。 

 

前提 9 この東京 2020 アーカイブ資産協定（以下「本協定」）は、IOC 及び IPC の指示及び原則

に従うものとする。 
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以上を前提とし、全当事者は以下のとおり合意する 

 

1. 定義 

本協定の文脈において、以下の太字で表されている用語は、本条において特定された意味を有し、

又は本協定において特定された意味を有するものとする。 

 

1.1 「アンブッシュマーケティング」とは、IOC、オリンピック競技大会(東京 2020 大会を含む)、

オリンピック関連組織、オリンピックムーブメント、IPC、パラリンピック競技大会、パラリンピック

関連組織、及び/又はパラリンピックムーブメントとの間で、承認されていない関連性を示唆し

ようと試みるか、又はそのような関連性を生じさせる、個人又は企業による、宣伝、伝達、商業

的識別、その他の活動を意味する。 

 

1.2 「アーカイブライセンス」とは、本協定に基づき東京 2020 アーカイブ資産の管理者として

の義務及び責任を遂行するため、及び、日本における組織の目的（本協定第 1.7 条に定義）

のためだけに、IOC 及び IPC によりアーカイブ組織に付与される、東京 2020 アーカイブ資

産の非独占的でロイヤリティ無料の取り消し可能なライセンスを意味する（東京 2020 アーカイ

ブ資産の最終リストが IOC 及び IPC によって承認されている場合）。アーカイブライセンスに

は、具体的に次のものが含まれる。 

(a) 東京 2020 アーカイブ資産を評価、選定、保持する権利 

(b) ISAD(G)もしくは IASA のような、信用のある国際的な標準及び慣行に従い、アー

カイブ方針、IOC 及び IPC による検討、並びに日本の著作権法に従って、東京 2

020 アーカイブ資産を整理し、記述する権利 

(c) 東京 2020 アーカイブ資産を固定し、複製する権利 

(d) 東京 2020 アーカイブ資産を保存するために処理、編集、及び、実行可能なあら

ゆる措置を行う権利 

(e) 日本国内に限定し、かつ日本以外をジオブロッキングしたうえで、又は IOC 及び I

PC が書面により個別に承認するところにより、東京 2020 アーカイブ資産を利用

可能にし、伝達し、展示し、提示し、発行し、かつ上演する権利。前述の内容は、

東京 2020 アーカイブ資産を放送する権利（放送には、テレビ放映、ケーブルテレ

ビ、衛星テレビ、有料テレビ、ペイパービューテレビ、IPTV、ビデオオンデマンド、

ホームビデオ、ビデオダウンロード、モバイルプラットフォームへの展示、劇場、ビ

デオストリーミング、ラジオ、インターネットを含むが、それらに限らない。）を明示

的に除外するが、IOC 又は IPC が（各自の裁量で）、事前に書面により個別に承

認する場合は除く。 

(f) 東京 2020 アーカイブ資産の複製物を頒布する権利 
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(g) 本協定の他の条項と矛盾しないことを条件として、アーカイブ組織、又は資産管

理・活用等機関が東京 2020 アーカイブ資産の保存場所であることを、任意の方

法により、いかなる手段又は媒体を通じて、公衆に伝達する権利 

(h) アクセス、展示、データマイニングの促進の目的に限定して、東京 2020 アーカイ

ブ資産を翻訳し、変換する権利 

 

1.3 「アーカイブ組織」とは、東京 2020 アーカイブ資産の管理者として任命され、そのため、

IOC 及び IPC に代わって東京 2020 アーカイブ資産の保存、保守、及び利活用（受付、管

理者、監督、及び責任を負うことを含む）の責任を担う組織を意味する。この範囲において、

IOC 及び IPC による東京 2020 アーカイブ資産の最終一覧の承認により、IOC と IPC は共

同でアーカイブ組織にアーカイブライセンスを付与する。IOC と IPC は、JOC がアーカイブ

組織として指名されることを了承した。 

 

1.4 「資産管理・活用等機関」とは、本協定に基づくアーカイブ組織の業務を遂行する目的

で、東京 2020 アーカイブ資産の一部の保存、管理及び／又は利活用についてアーカイブ

組織を支援するために、IOC 及び IPC によって書面により承認された別途の契約（資産管

理活用契約）の条件に従って、アーカイブライセンスに基づくいくつかの権利をアーカイブ

組織に代わって行使することを許可される機関（例えば、JPC 及び東京都を指すが、これら

に限らない。）を意味する。この点、資産管理活用契約のテンプレートは、施行の前に、承

認のために IOC 及び IPC へアーカイブ組織から提出されなくてはならない。 

 

1.5 「アーカイブ管理委員会」とは、JOC、JPC、東京都、組織委、及び東京 2020 アーカイ

ブ資産のアーカイブ、保存、利活用に関連する他のステークホルダーを委員として構成さ

れる共同管理委員会を意味する。アーカイブ管理委員会の全委員は、協議の上、合意す

ることにより、特定の個人又は団体を一時的又は永続的にこの委員会に招待することができ

る。アーカイブ管理委員会の役割は、アーカイブライセンスに従って付与された権利を行使

する際、特に、本協定で規定される条項、条件、目的及び IOC 及び IPC の推奨事項及び

指示に従って、東京 2020 アーカイブ資産を管理するために、アーカイブ組織と資産管理・

活用等機関の間の適切な調整を監督及び確保することである。アーカイブ管理委員会の

委員の役割、責任及び活動は、第 5.1 条に従って、管理委員会規則として規定される。 

 

1.6 「発効日」とは、本協定の全当事者が本協定に署名した日を意味する。 

 

1.7 「組織の目的」とは、東京 2020 大会のオリンピック及びパラリンピックのレガシーに含ま

れ、又は予見される全ての非商業的及び学芸的活動を意味し、特に IOC、IPC、オリンピッ

ク及び／又はパラリンピックムーブメントの利益となるように、日本国内において、情報、物

理的資産及びデジタル資産を遺産及びレガシーとして継承させるためにアーカイブし、保

存し、かつ管理することを意図している。 
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1.8 「IOC 知的財産権」とは、関連する譲渡証書によって組織委、JOC、東京都から IOC に

対して確認、移転及び譲渡され、開催都市契約運営要件を含む開催都市契約に従って IO

C が所有及び/又は管理するかどうかにかかわらず、東京 2020 オリンピック競技大会（疑義

を避けるために付言すると、関連するイベントを含む。）に関する知的財産権及びその他の

権利を含む、すべての権利、権原及び利益（特に、東京 2020 オリンピック競技大会に関連

する東京 2020 アーカイブ資産に関するすべての権利、権原及び利益）、又は、開催都市

契約に従い、かつ同契約に記述されているとおり、最初から IOC が所有及び/又は管理し

ているかを問わず、すべての権利、権原及び利益を意味する。疑義を避けるため付言する

と、日本側当事者は、IOC 知的財産権に基づき創作、取得、開発、生産、発明され、又はこ

れに由来する、すべての要素、コンテンツ又は著作物に関する権利、権原及び利益が、い

かなる制限や負担も課されることなく、IOC の単独の所有及び利益となることを確認する。 

 

1.9 「IPC 知的財産権」とは、関連する譲渡証書によって、組織委、JPC、東京都から IPC に

対して確認、移転及び譲渡され、開催都市契約運営要件を含む開催都市契約に従って、I

PC が所有及び/又は管理するかどうかにかかわらず、東京 2020パラリンピック競技大会（疑

義を避けるために付言すると、関連するイベントを含む。）に関する知的財産権及びその他

の権利を含む、すべての権利、権原及び利益（特に、東京 2020 パラリンピック競技大会に

関連する東京 2020 アーカイブ資産に関するすべての権利、権原及び利益）、又は、開催

都市契約に従い、かつ同契約に記述されているとおり、最初から IPC が所有及び/又は管

理しているかを問わず、すべての権利、権原及び利益を意味する。疑義を避けるため付言

すると、日本側当事者は、IPC 知的財産権に基づき創作、取得、開発、生産、発明され、又

はこれに由来する、すべての要素、コンテンツ又は著作物に関する権利、権原及び利益が、

いかなる制限や負担も課されることなく、IPC の単独の所有及び利益となることを確認する。 

 

1.10 「日本側当事者」とは、組織委（解散まで）、JOC、JPC 及び東京都を意味する。 

 

1.11 「開催都市契約」とは、第 32 回オリンピック競技大会の開催及び運営のための、IOC、

JOC 及び東京都の間で締結された 2013 年 9 月 7 日付けの契約書を意味し、組織委は 20

14 年 8 月 6 日にその契約当事者に加わった。2016 年 12 月付け開催都市契約運営要件

もしくは該当する更新版も含む。 

 

1.12 「東京 2020 アーカイブ資産」とは、 (i) 開催都市契約及び開催都市契約運営要件に

基づく義務及び手続、(ii) 日本の法律上の要件（特に、個人情報保護法、不正競争防止法、

国家公務員法、地方公務員法、不法行為法、民法、その他営業秘密の保護及び守秘義務

に関して適用される法律）、(iii) 契約上又はその他の法的拘束力のある義務（守秘義務等）、

及び(iv) 機密情報又は戦略的情報の保護、について遵守するその他の必要な事前プロセ

スを組織委が十分に完了した後に、組織委が JOC、JPC 及び東京都の支援を得てアーカイ
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ブ及びレガシーとしての価値を有するものとして特定した資産、コンテンツ又は資料を意味

する。「東京 2020 アーカイブ資産」を構成する資産、コンテンツ、資料の最終リストは、開催

都市契約及び開催都市契約運用要件に基づく権利者である IOC 及び IPC により書面で

承認され、別紙 1 の下で本協定の不可欠な部分として含まれるものとする。 

 

1.13 「東京 2020 大会のオリンピック及びパラリンピックのレガシー」は、東京 2020 大会に

関する人々、都市/地域、オリンピックムーブメント及びパラリンピックムーブメントにとっての、

すべての有形無形の長期的利益を意味する。 

 

1.14 「東京 2020 オリンピック競技大会」とは、2021 年 7 月 23 日から 8 月 8 日まで東京（及

び他の日本の都市）で開催される第 32 回オリンピック競技大会を意味する。 

 

1.15 「東京 2020 パラリンピック競技大会」とは、2021 年 8 月 24 日から 9 月 5 日まで東京

（及び他の日本の都市）で開催される第 16 回夏季パラリンピック競技大会を意味する。 

 

1.16 「東京 2020 大会」は、東京 2020 オリンピック競技大会及び東京 2020 パラリンピック

競技大会の総称である。 

 

2. 目的 

 

2.1 本協定の目的は、開催都市契約（開催都市契約大会運営要件を含む）及び東京 2020 大会

のオリンピック及びパラリンピックのレガシーに従って、東京 2020 大会の歴史的・社会的意義

を未来に伝えるために、東京 2020 アーカイブ資産を長期保存し、アクセスに関する必要な事

項を定めることである。 

 

2.2 本協定は、特定の事項において IOC 及び IPC と協議する義務に加えて、IOC 及び IPC にそ

れぞれに対応して、アーカイブ組織（及び資産管理・活用等機関）並びにアーカイブ管理委

員会の情報及び報告義務をも定める。 

 

2.3 本協定は、さらに、東京 2020 アーカイブ資産に関する全当事者のそれぞれの権利及び義務

を定める。 

 

3. 東京 2020 アーカイブ資産における権利 

 

全当事者は、以下を確認し、合意する。 

 

3.1 IOC は、東京 2020 オリンピック競技大会（関連するイベントを含む。）の開催及び運営に関連

する全ての素材並びに対応する IOC 知的財産権の最終的所有者であり、また、IPC は、東京
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2020 パラリンピック競技大会（関連するイベントを含む。）の開催及び運営に関連する全ての

素材並びに IPC 知的財産権の最終的所有者である。本協定のいかなる条項も、特に東京 20

20 アーカイブ資産に関して、IOC 又は IPC のそれぞれの権利（IOC 知的財産権及び IPC 知

的財産権を含む）に異議を唱えることを意図したものではない。本協定のいかなる内容も、IO

C 又は IPC の権利を譲渡又は放棄したものとは解釈されないものとする。 

 

3.2 アーカイブ組織及びその他の日本側当事者（それらが資産管理・活用等機関として機能する

範囲で）は、アーカイブライセンスを厳密に遵守し（特に、日本の領域における組織の目的の

ためにのみ）、本協定に基づくその他の制限及び/又は規制（特に以下の第 3.3 条、第 3.4 条

及び第 8.2 条）に従い、東京 2020 アーカイブ資産を独占的に使用する。この点に関して、ま

た、以下の第 3.5 条に従って、東京 2020 アーカイブ資産の最終的なリスト（組織委によって I

OC 及び IPC に提出されたもの）が IOC 及び IPC によって承認されない場合、アーカイブラ

イセンスは付与されず、東京 2020 アーカイブ素材の資産はアーカイブ組織（又は資産管理・

活用等機関としての能力において東京都若しくは JPC）に引き渡されないものとするが、IOC

及び IPC が事前に書面による承認を行った場合は除く。 

 

3.3 アーカイブ組織及びその他の日本側当事者（資産管理・活用等機関として活動する場合）

は、結果として、東京 2020 アーカイブ資産への一般市民へのアクセスの許可に関連する費

用負担、かつ、アーカイブ組織が所有又は管理するアーカイブに保存された記録を維持する

ためにかかる合理的な料金（すなわち、本協定に基づき、アーカイブ組織が権利を行使/実行

することに関連する運用コスト）を除く、商業的利益を享受する場合、アーカイブライセンスに

従って付与されたいかなる権利も行使しないものとする。さらに、アーカイブ組織及びその他

の日本側当事者（資産管理・活用等機関として活動する場合）は、結果として第三者の商業

的利益を得る場合、権利を行使しないものとする。 

 

3.4 アーカイブ組織及びその他の日本側当事者（特に資産管理・活用等機関として機能する範囲

で）は、いかなる形態のアンブッシュマーケティングを行ってはならず、また、第三者によるい

かなる形態のアンブッシュマーケティングも認識しながら促進してはならない。日本側当事者

は、他者によるアンブッシュマーケティングの活動において東京 2020 アーカイブ資産が使用

されることの防止に努めるために、IOC 又は IPC（該当する場合）と協議しなければならない。

また、日本側当事者は、いかなる第三者も、IOC 又は IPC の書面による事前の同意なしに、

東京 2020 アーカイブ資産、東京 2020 大会、オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、

オリンピックムーブメント、パラリンピックムーブメント、IOC 及びその関連団体、IPC、又はオリ

ンピックもしくはパラリンピックムーブメントのその他のメンバーのスポンサーになる権利、又は

その他の方法によりこれらと自らとを関連付ける権利を付与されないことを、連帯して実施す

る。日本側当事者は、第三者によるアンブッシュマーケティング活動における東京 2020 アー

カイブ資産の直接的もしくは間接的な使用を積極的に防止し、禁止するために、誠実かつ合

理的に必要なあらゆる措置を連帯して講じる。 
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3.5 日本側当事者は、東京 2020 アーカイブ資産の最終リストが IOC 及び IPC に書面により受け

入れられ（及び本協定に別紙 1 として統合され）た場合及びその後のみにおいて、IOC 及び I

PC がアーカイブ組織にアーカイブライセンスを付与することを確認し、同意する。 

 

4． 役割分担 

 

4.1 東京 2020 アーカイブ資産を将来に渡って円滑かつ効率的に維持、管理、利活用するための

アーカイブ組織及びその他の日本側当事者（資産管理・活用等機関として機能する範囲）の

役割と責任については、別紙 2 に詳細を記載する。 

 

4.2 日本側当事者は、東京 2020 アーカイブ資産を将来に渡って円滑かつ効率的に維持、管理、

利活用するために、東京 2020 アーカイブ資産の維持、管理、利活用及び費用負担に関する

日本側当事者の役割と責任分担の変更について、合理的な基準に基づき、誠実に協議す

る。この点において、日本側当事者は、いかなる当該変更も IOC 及び IPC により書面で承認

を得ることに合意する。 

 

5. アーカイブ管理委員会 

 

5.1 アーカイブ管理委員会は、東京 2020 アーカイブ資産に関する必要事項にかかる日本側当事

者間の適切かつ円滑な調整を確保するために設置される。アーカイブ管理委員会の発足は、

本協定の署名後 2 か月以内に行われるものとする。最初の委員会会議では、委員会の規則

(以下「管理委員会規則」という。)が承認され、その効力発生前に最終承認のために IOC 及

び IPC に提出される。 

 

5.2 アーカイブ管理委員会は、定期的に開催され、アーカイブライセンス及び本協定の条項に従

って東京 2020 大会終了後に東京 2020 アーカイブ資産の管理が確実に実行されるようにす

るためにアーカイブ組織を支援する。  

 

5.3 アーカイブ管理委員会は、アーカイブ管理委員会の各委員の役割分担について、誠実に協

議し、合意する。アーカイブ管理委員会の委員の意図された役割、責任、活動は、別紙 2 に

従い、（第 5.1 条に基づき IOC 及び IPC に承認された通り）管理委員会規則として規定され、

かかる管理委員会規則へのいかなる変更は事前の書面による承認を得るために IOC 及び IP

C に提出されるものとする。日本側当事者によって実施される活動は、第 7.5 条に従ってアー

カイブ組織が IOC 及び IPC に提出する年次報告書に詳述されるものとする。 

 

6. 東京 2020 アーカイブ資産の引渡し 
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6.1 IOC 及び IPC によって書面により承認された東京 2020 アーカイブ資産は、組織委からアー

カイブ組織に引渡される。アーカイブ組織は、本協定の条件及び IOC 及び IPC の指示及び

要求に従い、東京 2020 アーカイブ資産を保存し、引き継ぐ。 

 

6.2 アーカイブ組織及びその他の日本側当事者(資産管理・活用等機関として機能する範囲で)

は、組織委が指定した保存施設から(IOC 及び IPC の事前の書面による同意を得て)東京 20

20 アーカイブ資産を受け取るものとする。 

 

7． 引渡し後の義務 

 

7.1 アーカイブ組織は、専門的な国際アーカイブ標準及び全当事者で合意した方針、並びに日

本の関連法令の要件に従って、東京 2020 アーカイブ資産を取得、整理、記述、保存、維持、

利活用する。 

 

7.2 アーカイブ組織は、東京 2020 アーカイブ資産について、必要に応じて適切な保存処理を行

い、修理し、長期的な完全性と可用性を確保するものとする。 

 

7.3 アーカイブ組織は、東京 2020 アーカイブ資産を損傷、紛失又は盗難、及び追加又は詐欺的

な修正から保護するために、一般公衆への利用の提供と両立しうるあらゆる合理的な予防措

置を講じなければならない。 

 

7.4 アーカイブ組織は、東京 2020 アーカイブ資産にアクセスする機関に対し、東京 2020 アーカ

イブ資産の著作権状況に関する適切な表示（該当する場合は、IOC 又は IPC について言及

したもの）を提供しなければならない。当該著作権表示は、事前の書面による承認のために、I

OC 及び IPC に提出され、次の一般的な表示を複製する。IOC が権利を保有する資産：© 年

 – 国際オリンピック委員会 - 著作権所有。IPC が権利を保有する資産の場合：© 年 – 国際パラ

リンピック委員会 – 著作権所有。 

 

7.5 アーカイブ組織は、IOC 及び IPC に対し、東京 2020 アーカイブ資産の保存及び利活用状況

に関する活動報告を、2021 年から 2026 年までは年に一度、その後は IOC 及び IPC の要求

に応じて、提出する。活動報告はアーカイブ管理委員会の協力のもと作成し、（アーカイブ組

織自身、資産管理・活用等機関、及びアーカイブ管理委員会（それぞれの各委員も含む）に

よる）東京 2020 アーカイブ資産に関するすべての活動を含むものとする。IOC については、

東京 2020 アーカイブ資産の保存及び利活用に関する活動報告文書を、IOC 記録管理部門

の records@olympic.org のアドレスに送付すること。 

 

7.6 アーカイブ組織は、いかなる資産管理・活用等機関との間で資産管理活用契約を締結する前

に、IOC 及び IPC による書面による事前の同意を得なくてはならず（すなわち事前に資産管
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理活用契約のテンプレートについて承認されなければならない）、資産管理・活用等機関及

び/又はアーカイブ管理委員会（それぞれの各メンバーを含む）によって実行されるすべての

活動、及び本協定の条件（別紙を含む）の遵守を監督し、責任を負うものとする。別の日本側

当事者（すなわち、組織委、東京都又は JPC）が資産管理・活用等機関又はアーカイブ管理

委員会のメンバーとして行動している場合、アーカイブ組織及び当該日本側当事者は、IOC

及び IPC に対して、(i)アーカイブ組織及び該当する他の日本側当事者間で締結された資産

管理活用契約の対象となる資産の管理及び活用、又は(ii)当該他の日本側当事者に分担さ

れた役割について、連帯して責任を負うものとする。 

 

8. 東京 2020 アーカイブ資産の利活用 

 

8.1 本協定(特に第 3.4 条、第 3.5 条及び第 8.2 条)の制限事項を条件とし、アーカイブライセンス

により付与された権利の範囲内で、アーカイブ組織は、東京 2020 アーカイブ資産を、一般公

衆の利用を可能とするために、特にデジタルメディア上の東京 2020 アーカイブ資産に注意を

払い、合理的に必要な手段を講じなければならない。 

 

8.2 東京 2020 アーカイブ資産の利活用にあたり、アーカイブ組織は、以下を厳に遵守するものと

する。 

(a) アーカイブ組織は、東京 2020 アーカイブ資産を、適用されるすべての法律に従って、調査及

び個人的研究を含む、個人的、非商業的かつ一時的な目的のみのために利用することを公

衆に許可することができ、そのような制限について、東京 2020 アーカイブ資産の利用者に通

知するために、利用規約の制定又は法的通知など、合理的かつ誠実に必要な措置を講じるも

のとする。 

(b) アーカイブ組織は、第三者による商業目的、又はオリンピックもしくはパラリンピックの促進と関

係のない目的での東京 2020 アーカイブ資産の利用、その他違法又はオリンピックムーブメン

トもしくはパラリンピックムーブメントの品位を害する方法による東京 2020 アーカイブ資産の利

用を防止するため、またそのような不正利用をできる限り速やかに終了させるために、合理的

に必要な措置を講ずる。 

(c) アーカイブ組織は、保護又は保存措置を必要とする記録もしくは他の資産への一定期間のア

クセスを制限することができる。これらの記録もしくは他の資産は、適切な場合には、この期間

内でも、管理されたアクセス条件に基づき利用可能にすることができる。 

 

8.3 アーカイブ組織は、東京 2020 アーカイブ資産へのアクセスを公衆に提供する際に、第 3.4 条

に従って、自らが管理する東京 2020 アーカイブ資産を維持するために必要な、合理的な範

囲の費用について、請求することができる。 

 

8.4 第 8.3 条にかかわらず、アーカイブ組織は、そうすることが実用的でない場合を除き、IOC 又

は IOC により許可された第三者、及び IPC 又は IPC により許可された第三者が、通常の営業
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時間内に、無料で、東京 2020 アーカイブ資産に自由にアクセスできることを保証するものとす

る。 

 

8.5 IOC、IPC もしくはそれらにより許可された第三者は、東京 2020 アーカイブ資産又はそれらの

素材に関連する情報のいかなる部分についても、デジタルコピーの場合は無償で、又は物理

的なコピーの場合は通常のコピー代の支払いを条件として、そのコピーを要求することがで

き、アーカイブ組織は、合理的に実行可能な限り速やかに、通常は要求の受領後 20 営業日

以内に、当該コピーを提供するものとする。本協定の目的上、「営業日」とは、土曜日、日曜

日、日本の祝日を除くすべての日程を含むものとする。 

 

8.6 アーカイブ組織は、第三者による東京 2020 アーカイブ資産の誤用について、(把握から 15

営業日以内に)速やかに IOC 又は IPC（該当する方）に通知することに同意する。 

 

8.7 東京 2020 アーカイブ資産の一部の維持、管理、及び/又は利活用に関して、アーカイブ組織

を支援するために資産管理・活用等機関として行動する場合、東京都及び JPC は、本協定

（特に、第 3.2 条、第 3.3 条、第 3.4 条、第 8 条、及びアーカイブライセンスの条件を言うが、

これらに限らない）に従い、アーカイブ組織に課せられるすべての義務及び要件を厳密に遵

守するものとする。 

 

9. 機密保持 

 

9.1 いずれかの当事者が他の当事者に対して共有する、又は当事者が本協定に関してアクセス

できるすべての情報について、厳に秘密として管理し、第三者に対して開示してはならない。

ただし、以下の場合はこの限りではない。 

(a) 情報を提供した日本側当事者、並びに IOC 及び IPC により書面による事前の同意を得た場

合。 

(ｂ) 本協定に基づく当事者らの義務を履行するために要求される場合。 

(ｃ) 弁護士、会計士及びその他法律上、本協定に従って全当事者に課されるものと同等（又はより

厳格）で秘密保持義務を負う専門家に対して、必要最小限の範囲で開示する場合で、本協定

の履行に必要な場合にのみ。 

(ｄ) 法令によりその開示を義務付けられた場合に、当該法令に定める手続に従い必要最小限の

範囲で開示する場合。 

（e） 本協定の存在及び内容（東京 2020 アーカイブ資産の最終リスト及びそれに含まれる資産を

含む（但し、当該資産に関しては、IOC 及び IPC によって承認された開示方針に従った開示

に限る）。但し、本協定で言及されている他の情報を除く。） 

（f） 各当事者のそれぞれの取締役、役員、従業員、監査人、代表者、代理人、下請け業者などに

厳密に関係するときで、厳密かつ合法的に必要な場合において、知る必要に応じて、そのよう

な個人が本協定の守秘義務又は同様に厳格な規定を遵守することが書面により拘束され、本
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協定を実施する特定の目的のためにのみ、かかる開示が本協定の関連部分に限定されること

を理解した上で、開示する場合。 

 

9.2 日本側当事者のいずれかが第 9.1（e）条に従って本協定の存在及び内容の公開を意図する

場合、公への公開前に、IOC 及び IPC に対して合理的な書面による事前通知を提供し、開

示予定の全詳細、目的及び対象について提供しなければならない。 

 

9.3 この第 9 条の義務は、本協定の終了後も有効に存続する。 

 

10. 通知 

 

10.1 本協定に関連する通知、要請又は伝達は、書面で行わなければならず、郵送する場合は、

以下の宛先に送付するものとする。 

 (1) 組織委の宛先は以下のとおり。 

〒104–6119 東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 11 号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタ

ワーY 19F 

宛先: 国際局国際渉外部 IKM 計画課 

 

(2) JOC の宛先は以下のとおり。 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4 番 2 号 Japan Sport Olympic Square13F  

宛先: オリンピック・ムーブメント推進部 

 

(3) JPC の宛先は以下のとおり。 

〒103-0013 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6-3F  

宛先: 総務部 

 

(4) 東京都の宛先は以下のとおり。 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 

宛先: オリンピック・パラリンピック準備局計画推進部調整課 

 

(5) IOC の宛先は以下のとおり。 

International Olympic Committee 

Maison Olympique, 1007, Lausanne, Switzerland 

宛先: Director of Legal Affairs Department 

 

(6) IPC の宛先は以下のとおり。 

International Paralympic Committee 

Adenauerallee 212-214, 53113 Bonn, Germany 
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宛先: General Counsel 

 

10.2 本協定に関連して書面により送付される通知、要請又は伝達は、郵送する代わりに、 

(a) 通常の営業時間中に、本協定に定める該当住所の受取人又はその他の担当従業員に直接

交付するか、 

(b) ファックス又は E メールにより送付することができる。ただし、受領確認を行うことを許可された

受領者が、その受領を確認するものとする。 

10.3 本協定の各当事者は、すべての当事者に通知することにより、本協定に基づく通知、要請及

び伝達を行うための宛先を随時変更することができる。 

 

11. 本協定の終了 

 

11.1 本協定は、発効日から有効であり、第 11.2 条、第 11.3 条、第 11.4 条もしくは第 11.5 条の

条件に従って終了されない限り、無期限に有効であるものとする。疑義を避けるため付言する

と、全当事者は、本協定が全当事者により署名されていない限り、本協定が効力を発しないこ

とに明示的に同意する。 

 

11.2 いずれかの日本側当事者（「離脱当事者」）は、他の当事者（「残留当事者」）並びに IOC 及

び IPC への書面による通知により、本協定から離脱する権限を与えられるものとする。その場

合、残留当事者、IOC 及び IPC は、離脱当事者からの書面による通知後 60 日以内に、本協

定に従って行われる協力が離脱当事者なしで継続可能であるか（この場合、本協定はそれに

応じて修正されるものとする）、又は IOC 及び IPC の承認を条件として、本協定を終了するか

を決定し、終了する場合、終了日及び当事者がそのために実行する手順を決定するものとす

る。撤退当事者は、離脱期間（以下に定義する）中を含め、発生したすべての費用について、

残留当事者、IOC、及び IPC を補償するものとする。離脱は、全当事者並びに IOC 及び IPC

に対して、離脱当事者からの有効な通知が行われた後、12 か月経過後の最初の営業日に効

力を生じる（「離脱期間」）。 

 

11.3 日本側当事者が本協定の条件に従って義務を履行できない、又は履行しない場合（「違反

当事者」）において、それが違反当事者に関連する理由（本協定の違反又は破産を含むがこ

れに限定されない）による場合、他の各当事者は、（書面による通知により）違反当事者に対

し、30 日以内に状況を是正するよう要求することができる。違反当事者がかかる期間内に状

況を是正しなかった場合、少なくとも 30 日前の（違反当事者、及び他の当事者に送付する）

事前通知をもって、(i)他の日本側当事者は、（IOC 及び IPC からの事前の書面による承認を

得て）本協定から違反当事者を除外することを決定できる、(ii)IOC 及び IPC は本協定から違

反当事者を除外することを決定できる。その場合、他の当事者、本協定に従って行われた協

力が違反当事者なしで継続可能であるか（この場合、本協定はそれに応じて修正されるものと

する）、又は本協定が違反当事者の除外時に終了するかどうかを決定するものとする。違反当
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事者は、本協定に基づく協力の（除外の日まで及びそれ以降の）継続を確保するために必要

な全ての措置を自己の費用で講じるとともに、他の当事者、IOC 及び IPC に対して、当該除

外に起因して発生するすべての損害及び費用を補償する。 

 

11.4 上記第 11.2 条及び 11.3 条に規定された終了事項に加えて、IOC 及び／又は IPC が、共同

又は個別に、客観的かつ合理的に、IOC 及び／又は IPC が期待する方法、水準又は形態で

本協定の目的及び目標が達成されていない、又は達成されない可能性が高いと、独自の裁

量で判断した場合、IOC 及び IPC は、共同又は個別に、(全当事者間で誠意をもって合理的

に合意された場合を除き)12 か月前までの書面による通知を（他の当事者にコピーを送付する

と共に）アーカイブ組織へ送付することにより、いつでも、責任を負うことなく、アーカイブ組織

に付与されたアーカイブライセンスを取り消すことができる。IOC 及び IPC による共同の取り消

しの場合、本協定はアーカイブライセンスの終了時に終了する。IOC 及び IPC にいずれかに

よる個別の取り消しの場合（IOC 及び IPC 間の事前の合意に基づく）、アーカイブライセンス

は、取り消した組織に関連する東京 2020 アーカイブ資産に関してのみ取り消され、 その他

の東京 2020 アーカイブ資産（すなわち、取消していない組織に関連するもの）に関しては、

本協定が有効のまま維持される。この場合、第 11.6 条は、取り消した組織に関連する東京 2

020 アーカイブ資産にのみ適用される。 

 

11.5 組織委によって提出された東京 2020 アーカイブ資産の最終リストを IOC と IPC が断固とし

て拒否した場合、全当事者間で別段の合意があった場合を除き、本協定は直ちに終了する。 

 

11.6 本協定が（いかなる理由でも）終了した場合、アーカイブ組織は、東京 2020 アーカイブ資産

を、IOC 及び IPC もしくは IOC 及び IPC によって指定された第三者に対し、本協定の終了の

有効日の以前に、返還するものとする。かかる東京 2020 アーカイブ資産の返却に関連する

費用は、以下のとおり、負担される。 

- 第 11.2 条に従って終了した場合には、離脱当事者。 

- 第 11.3 条に従って終了した場合には、違反当事者（違反当事者が管轄裁判所により責任

があると認定された場合に限る）。 

- 第 11.4 条に従って終了した場合、IOC 及び IPC（ただし、日本側当事者に関連する理由

（本協定の違反又は破産を含むが、これらに限らない）に起因して IOC 及び IPC がアーカ

イブライセンスを取り消した場合はこの限りでなく、その場合、費用は当該日本側当事者が

負担するものとする）。 

- その他の場合には、アーカイブ組織。 

 

12. 譲渡禁止及び権利非放棄 

 

12.1 日本側当事者は、他の当事者全員の書面による事前の承諾なく、本協定、本協定上の地位

並びに本協定により生ずる権利及び義務を、第三者に譲渡又は移転し、担保に供し、その
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他の処分をしてはならない。書面による同意なしの当該譲渡、移転、処分、又は行為は無効

となる。 

 

12.2 全当事者は、ある当事者が本協定に定める権利の行使を怠り、又は遅延した場合でも、当該

権利を放棄したものとはみなされないこと、またある当事者が本協定に基づく権利を一度又

は部分的に行使したとしても、当該権利のその他のもしくは将来の行使、又はその他の権利

の行使を妨げるものではないことを、確認し、同意する。 

 

13. 法的責任 

 

13.1 アーカイブ組織及び資産管理・活用等機関として機能する他の日本側当事者（もしくは、ア

ーカイブ管理委員会の委員として）は、東京 2020 アーカイブ資産を損傷、紛失又は盗難、

及び追加又は詐欺的な修正から保護するために、東京 2020 アーカイブ資産への公衆アク

セスの提供と両立し得るあらゆる合理的な予防措置を講じるとともに、本協定の有効期間中、

IOC 及び IPC に対し、東京 2020 アーカイブ資産又はその一部のあらゆる損傷、紛失、又は

盗難について責任を負うものとする。この点について、東京 2020 アーカイブ資産を保護する

ためにアーカイブ組織（及び資産管理・活用等機関として機能する場合は他の日本側当事

者）が実施する措置は、国際的に認められた専門的基準に従って、国際レベルのアーカイブ

を行う組織によって通常使用される措置よりも劣るものでないレベルで保護されるべきである

と理解される。 

 

13.2 アーカイブ組織及び他の日本側当事者（資産管理・活用等機関として、又はアーカイブ管理

委員会の委員として機能する範囲で）は、東京 2020 アーカイブ資産が（組織委から）譲渡さ

れた時点で、東京 2020 アーカイブ資産の保存、保全及び管理に起因し得る第三者のクレー

ムに起因又は関連する請求、責任又は費用（すべての弁護士費用を含む）について、IOC

及び IPC（各々の役員、従業員、代理人及び代表者を含む。）を補償し、免責する。 

 

14． その他 

 

14.1 本協定に別段の定めがある場合を除き、各日本側当事者は、特にそのそれぞれの活動に関

して、本協定に関する費用及び経費について責任を負う。アーカイブ組織は、IOC 及び IPC

が手数料もしくは費用の負担をしないで、東京 2020 アーカイブ資産をアーカイブ組織の敷

地内（又は、IOC 及び IPC が承認したその他の場所）に受け入れて保存することを約束す

る。 

 

14.2 本協定のいずれかの規定が無効、違法、又は執行不能である場合、かかる規定は、当事者

の意図を可能な限り密接に反映するように解釈され、適用される法律で許可される最大限の
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範囲で解釈されるものとする。本協定の残りの規定は引き続き有効であり、当事者を拘束す

る。 

 

14.3 すべての当事者は、いかなるときも、適用される贈収賄防止法及び汚職防止法（一部は領域

外に及ぶ。）を含む（これらに限定されない。）、本協定に基づく自らの活動に関連するすべ

ての適用法令を遵守し、「ビジネスと人権に関する国連指導原則」に含まれる原則を尊重す

ることを保証する。 

 

14.4 各日本側当事者は、本協定に関連して行う各自の活動に適用されるデータ保護法、プライ

バシー法、もしくは同様の法律及び規制（日本の法律を含むがこれに限らず）に基づくいかな

る要件を尊重することについて責任を負う。 

 

14.5 本協定のいかなる定めも、全当事者間又はいずれかの当事者間において、パートナーシッ

プ又は合弁事業の関係が生じないものとし、かつ生じると解釈されないものとする。 

 

14.6 日本側当事者は、本協定ならびに本協定のすべての修正又は変更をする際は、全ての日

本側当事者で協議し、合意した上で、IOC 及び IPC の事前の書面による承認を必要とする

ことを共同で合意及び確認する。当該事前の承認なしに行われた変更又は修正は無効とな

る。 

 

15. 準拠法及び紛争解決 

 

15.1 本協定は、日本法に準拠して解釈されるものとする。 

 

15.2 全当事者は、本協定に起因して当事者間に生じるいかなる紛争又はクレームについて、迅

速な交渉により解決を試みなければならないものとする。当該紛争又はクレームが合理的な

期間内(いかなる場合も 30 日以内)に当事者間の交渉により解決されない場合、各当事者

は、当該紛争又はクレームについて、裁判手続きに付すことができるものとする。 

 

15.3 全当事者は、本協定に関する一切の紛争（裁判所の調停手続きを含む。）は、東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

15.4 前述の定めに関わらず、日本側当事者のいずれかと IOC もしくは IPC との間の本協定に起

因する又は関連する紛争又は請求、又は IOC もしくは IPC が本協定に起因又は関連して

生じた紛争もしくはクレームの当事者である場合、当該事項、紛争、もしくはクレームは、その

他の裁判管轄を排除して、ローザンヌ（スイス）のスポーツ仲裁裁判所にのみ排他的に付され

るものとし、スポーツ関連仲裁規範に従って確定的に解決される。仲裁の言語は英語とす

る。何らかの理由により、スポーツ仲裁裁判所が管轄権を拒否した場合、当該紛争は、ロー
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ザンヌ（スイス）を管轄する通常の裁判所の専属管轄権に付されるものとし、（法の抵触に関

する規則を参照せずに）スイスの法律に従って解決される。 

 

15.5 全当事者は、紛争又はクレーム請求の解決が行われている間は、本協定の遵守を継続する

ために合理的な努力をする。当事者にとって本協定を遵守し続けることが経済的又は技術

的に困難になるような紛争に関しては、全当事者は紛争処理を迅速化するためにあらゆる合

理的な努力をするものとする。 

 

16． 補足 

 

16.1 本協定の解釈に疑義を生じさせる事項及び本協定に定めのない事項については、IOC 及

び IPC に提出される。この点については、まず全ての日本側当事者で協議を行った上で、

解釈の最終的な評価及び決定のために暫定案が IOC 及び IPC に提出される。IOC 及び I

PC は、それぞれのケースにおいて本協定の性質及び目的に従って客観的に検討する。 

 

17. 別紙 

 

(a) 別紙 1: 東京 2020 アーカイブ資産リスト最終版(IOC 及び IPC より承認された後に追加) 

(b) 別紙 2: 日本側当事者の役割と責任 

 

 

本協定締結を証するため、本協定は、正当な権限を有する全当事者の代表者により、_________________

_______（発効日）付けで 6 通作成され、各当事者がそれぞれ 1 通を保有する。 
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別紙 1 

東京 2020 アーカイブ資産リスト最終版 

 

IOC 及び IPC により承認された東京 2020 アーカイブ資産の最終版のリストであり、別紙 1 として全当事者に

より本協定に添付される。 

 

［別紙 1 はここまで］ 
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別紙 2 

日本側当事者の役割と責任 

 

組織委の主な役割 

(a） 東京 2020 アーカイブ資産の最終版を承認のために IOC 及び IPC に提出する。 

(b) 東京 2020 アーカイブ資産を、アーカイブ組織に引渡す。（ただし、東京 2020 アーカイブ資産

の最終的な一覧が IOC 及び IPC に承認された場合） 

(ｃ） 解散までの間、アーカイブ管理委員会の委員となり、決定及びその活動に参加する。 

 

JOC(アーカイブ組織)の主な役割 

(a) アーカイブ管理委員会の委員となる。 

(b） IOC 及び IPC より付与されるアーカイブライセンスに基づき、東京 2020 アーカイブ資産の管

理者としての行為を行う(IOC 及び IPC による東京 2020 アーカイブ資産の最終リストの受領を

条件として)。 

(c) 東京 2020 アーカイブ資産の使用を維持、管理、利活用、促進して、オリンピック及びパラリン

ピックのムーブメントを全国に拡大し、東京 2020 大会のレガシーを次世代に伝える。 

(d) 組織委を除く日本側当事者の 1 つ若しくは複数（又は該当する場合は第三者）を資産管理・

活用等機関として指定し（IOC 及び IPC により書面による承認を受けた資産管理活用契約

（IOC 及び IPC による事前の書面による承認を得るためにアーカイブ機関から資産管理活用

契約前に提出しなくてはならない）の条件に従い）、本協定に基づく義務を履行するために当

該資産管理・活用等機関に業務の一部を担わせる。資産管理・活用等機関は、本協定に基づ

くすべての条項、条件、義務、及び目的（特に、第 3、6、7、及び 8 条）に遵守することを条件

に、アーカイブ組織に代わって、アーカイブライセンスのアーカイブ組織に付与された権利の

一部を行使することを許可される場合がある。アーカイブ組織は、第 7.6 条に従って、資産管

理・活用等機関が実施するすべての活動と、資産管理・活用等機関による本協定（及び資産

管理活用契約）の条項及び条件の遵守について、監督し、責任を負うものとする。資産管理・

活用等機関が東京都又は JPC である場合、当該資産管理・活用等機関及びアーカイブ組織

は、当該資産管理・活用等機関が管理する資産の管理及び活用について、IOC 及び IPC に

対して連帯して責任を負うものとする。 

 

東京都の主な役割 

(a) アーカイブ管理委員会の委員となる。 

(b) 東京 2020 大会の開催都市として、東京 2020 大会のレガシーを未来の世代に伝えるために、

東京 2020 アーカイブ資産を維持、管理、利活用し、アーカイブ組織を支援する。 

(c) 本協定の条件、並びに IOC 及び IPC に承認された資産管理活用契約を厳格に遵守し、資産

管理・活用等機関となり、その能力において東京 2020 アーカイブ資産の一部の保存及び利

活用を実行し、責任を負う。 
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JPC の主な役割 

(a) アーカイブ管理委員会の委員となる。 

(ｂ) 日本全域にパラリンピックムーブメントを展開するために、東京 2020 アーカイブ資産を維持管

理、利活用し、アーカイブ組織を支援する。 

(c) 本協定の条件、並びに IOC 及び IPC に承認された資産管理活用契約を厳格に遵守し、資産

管理・活用等機関となり、その能力において東京 2020 アーカイブ資産の一部の保存及び利

活用を実行し、責任を負う。 

 

この別紙 2 に基づく日本側当事者の役割及び/又は責任の変更は、事前の書面による承認を得る

ために IOC 及び IPC に提出されるものとする。 

［別紙 2 はここまで］ 

 

［東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 アーカイブ資産協定はここまで］ 




