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東京2020大会に向けた様々な取組と成果
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1 2016年大会の招致活動

概要

　本項の記載は、原則として特定非営利活動法人東
京2016オリンピック・パラリンピック招致委員会による
「2016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」（2010年２月発行）に基づいており、字句
表現等は当該報告書に従うとともに、詳細の内容に
ついては、当該報告書に譲る。

　2016年大会の招致活動は、東京都の高い財政力と知
名度を背景に、環境に配慮した、アスリート本位の大会計
画を掲げて臨んだ。大会のビジョン、コンセプトを端的に
表すものとして、「Uniting Our Worlds」「Setting the Stage 
for Heroes」「100-Year Legacy」という３つのキャッチフ
レーズを時宜に応じて使用し、オリンピック・パラリンピッ
クの東京開催への理解と賛同を求めた。
　2016年大会の開催理念、動機は、スポーツの感動の下、
世界の国々が、人類の直面する危機とその克服への思いを
一つに連帯することで、世界中の若者に未来への希望を与
え、勇気と力を贈りたいというものであった。
　東京 1964大会は、スポーツの力により、戦禍から立ち
直った東京・日本の姿を全世界に示し、日本を成長の時
代へと導いた。それから40年余りが経過した現代の地球
社会は、地域紛争が絶えず、地球温暖化は深刻の度を増
すなど、様々な新たな困難に直面していた。戦後 60年以
上にわたり平和を貫いてきた日本で、再びオリンピック・パ
ラリンピック競技大会を開催することは、半世紀前に、大
会を通じて、日本人に夢と希望、自信と勇気を与えてくれ
たことへの恩返しでもあった。
　2016年大会招致の開催計画は、大会の確実な成功に
向けて、大会に参加する全てのアスリートが最高のパフォー
マンスを発揮できるよう、アスリート本位の大会を目指して
策定された。これを旨とする東京の計画の最大の特徴は、
ほぼ全ての会場を東京都心部の半径８km圏内に収めた
世界一コンパクトな会場コンセプトにあり、選手の移動に
掛かる負担を最小限に抑えるよう配慮した。
　加えて、オリンピック・パラリンピックの開催には、競技
を行う会場（Venue）と大会を支える都市（City）、そして
大会を支える人 （々People）、の３つの要素が重要であると
の考えから、「 Setting the Stage for Heroes」のキャッチフ
レーズを生み出した。
　また、招致委員会は、2007年7月、「結び」をモチーフ
とした招致ロゴを発表した。モチーフの「結び」には、ス
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ポーツと文化を結ぶ、都市と環境を結ぶ、日本と世界を結
ぶ、若者とスポーツを結ぶ等、多くの価値を多元的に結ぶ
狙いが込められており、子どもと未来、都市と人間等、東
京都の開催理念・動機のキーワードを体現するものとなっ
ていた。こうした東京の「結び」のモチーフを土台にして
国際キャンペーンのスローガンとして策定されたのが、
「  Uniting Our   Worlds」であった。
　このフレーズは、日本語では「平和に貢献する　世界を
結ぶオリンピック・パラリンピック」という意味であり、多
様な価値を統合し、相互理解、友情、世界平和へと導き、
これを世界に発信するという2016年大会の開催理念を象
徴するものであった。
　さらに、開催計画では、大会の実現を通じて、環境や
平和等地球的課題の解決に向けて、都市と人間の再生に
つながる、有形、無形の数々のレガシーを残すことを意図
した。2016年東京大会は、東京1964大会の競技施設の
再活用のみならず、東京  1964大会から50年間にもわたり、
連綿と続くオリンピック・ムーブメントを昇華させ、さらにそ
の後  50年間にわたって継続的に推進していく「100年レガ
シー（100-Year   Legacy）」を創出し、世界に示す大会とし
た。
　また、オリンピック・パラリンピック競技大会を通じて地
球環境問題の解決を世界に訴えるため、世界初の「カー
ボンマイナスオリンピック」を提唱した。大会運営全体とし
てCO2  排出量の削減を宣言し、計画の随所に、その具体
策を盛り込むなど、能力と経験、技術の粋を集めて、環
境に最も配慮した大会計画の策定に取り組んだ。
　財政面でも、東京都は、2006年から毎年度  1,000億円
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 ずつ、合計 4,000億円の「東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催準備基金」を積み立てるなど、強固な基盤を持ち、
大会に向けた万全の準備をしていた。
　さらに、施設整備については、既存会場を積極的に活
用しつつ、会場を新設する場合も臨海部の都有地等に整
備する計画となっており、新たな用地買収を必要としない
ことを大きなアピールポイントとした。

結果と成果

　2016年大会招致活動は、基本コンセプトや財政面で高
い評価を受けながら、リオデジャネイロに敗れるという結
果で幕を閉じた。
　しかしながら、招致活動を契機として、国や東京都のス
ポーツ施策の強化、スポーツ界の人脈・運営ノウハウの蓄
積、スポーツ分野における国際的  PR能力の向上、障がい
者スポーツの振興、アンチ・ドーピング研究所の設立等、
多くの成果が得られた。
　また、招致活動の実施に当たっては、単に招致の実現
にとどまらず、スポーツと文化の振興、国際交流の促進、青
少年の健全育成に加え、東京の場合は環境保全等を重視
したオリンピック・ムーブメントの推進に努め、その成果を
招致活動のレガシーとして残していくよう配慮した。
　さらに、招致活動と歩調を合わせる形で、都内区市町
村との連携によりオリンピック・ムーブメント共同推進事業
を実施した。
　この事業は、1,270万名にも及ぶ多くの都民の参加を得
るとともに、次世代を担う子どもたちに夢や勇気を与え、ス
ポーツと文化の振興、青少年の健全育成等オリンピック・
ムーブメントの推進に大きく寄与した。
　加えて、東京都では、2003年に開始したディーゼル車
の排ガス規制や2010年の大規模事業所に対する温室効
果ガス排出総量削減の義務化等様々な環境施策を推進し
てきた。2016年大会の招致活動においても、環境を最優
先にした開催計画を策定し、国内外での様々なプロモー
ション機会を通して、海外への問題提起、史上初となるカー
ボンマイナスオリンピック等、東京そして日本の環境に対す
る思いと先進的な環境施策への取組を世界にアピールし
た。
　このような東京都そして日本の積極的かつ先進的な環
境施策や招致活動を契機とした環境保護の取組は、2020  

年大会招致活動はもとより、東京都や組織委員会が実施
する大会に向けた計画策定や会場設営などの様々な取組
の中で、持続可能性への配慮として受け継がれることと
なった。
　さらに、立候補都市選定後の国際プロモーション活動に
おいても、海外に対して、極めて短期間に、集中的に東京

の魅力を発信する機会が得られ、こうした活動により、IOC
総会における支持の獲得に寄与したほか、世界における
東京・日本の理解及びプレゼンスの向上にも結びついた。
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2 2020年大会の招致活動

概要

　本項の記載は、原則として特定非営利活動法人東
京 2020オリンピック・パラリンピック招致委員会によ
る「 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」（2014年４月発行）に基づいており、
字句表現等は当該報告書に従うとともに、詳細の内
容については、当該報告書に譲る。

　2020年大会招致は、スポーツの力や世界の連帯、未
来への希望などの2016年大会招致時の思いに加え、2011  

年３月11日に発生した東日本大震災からの復興を世界に
示し、世界中から寄せられた支援や励まし・友情への返礼
とするため、東京が  2020年大会の開催都市に選ばれるこ
とを目的として進められた。
　招致活動に当たっては、2016年大会招致活動の経験か
ら、国、国会、都議会、全国自治体、経済界、スポーツ
界などを巻き込んだオールジャパンの体制を築き、都民・
国民の支持の高まりを受けながら活動を進めた。また、
2016年大会招致でも高評価を得た「都市の中心で開催す
るコンパクトな大会」を引き続きコンセプトとして掲げ、ア
スリートと観客の双方にとっての利便性を考慮し、東京圏
にある33競技会場のうち28会場、IOCホテル及び  IPCホ
テルが選手村から半径  8km圏内に存在するように配置し
た。東京が示したこのコンセプトは、宿泊施設、セキュリ
ティなどと並んで再び高い評価を受け、招致成功の大きな
要因となるとともに、後年大会開催を目指す国内外の都市
に対し、一つのモデルを提示した。
　競技会場の配置においては、過去の遺産を守りながら
未来へのビジョンを示すために、競技会場を、運営テーマ
により二つのゾーンに分けた。一つは東京  1964大会のレ
ガシーが集積するヘリテッジゾーン、もう一つは未来に向
けて発展する東京の姿を象徴する東京ベイゾーンである。
これによって、競技だけでなくエンターテインメントのため
の会場や施設、緑地などが新設又は改修され、地域にとっ
て重要でポジティブなレガシーとして継承することを可能と
した。
　スポーツの視点からは、「アスリートファースト」を計画
に盛り込み、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮でき
る競技会場を提供するため、IFとの連携の下、要件を満た
す既存の施設を選定するとともに、新設で恒久的又は仮設
の競技会場を整備することとした。さらに、国際スポーツ
振興プログラムの作成や大会後の競技会場の地域社会
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への還元によって、都民・国民に身近でスポーツを楽しむ
機会を提供することで、レガシーとしての意義を強調した。
　また、東京がとりわけ重点を置いたのは、パラリンピッ
クの成功である。特に、輸送においては、オリンピックと全
く同等な輸送サービス及び運営をパラリンピック特有の
ニーズに対する適切な配慮を持って行うとし、選手・関係
者のみならず、観客も含めた障がい者への配慮を明確に
示した。会場や施設についても、誰もが気持ち良く、特に
意識しなくても利用できる施設・設備を目指し、法令やガ
イドラインを踏まえて、オリンピック・パラリンピック競技会
場を設計・建設することにより、優れたアクセシビリティを
実現するとした。
　このような取組の結果、2020年東京大会を契機として、
障がい者スポーツの認知度の向上や競技の充実はもとよ
り、ユニバーサルデザインの考え方に基づく街づくりを促
進させ、ノンステップバスの導入や、公共交通機関、公共
施設の更なるバリアフリー化、スポーツやイベントの会
場、その他のインフラに関する新たな公共施設等と同様の
バリアフリーの基準の導入などをもたらすことを目指した。
　また、2020年大会招致では、「  Discover Tomorrow～
未来（あした）をつかもう～」をスローガンに、国や全国
の自治体、市民の支援・協力を得ながら、強固に連携す
る取組を推進した。
　国の支援としては、所轄官庁や民間を含む様々な組織
が連携して大会の計画・運営に取り組むために、各種連
絡調整会議を設置した。特に財政面では、開催都市東京
都の強固な財政基盤を背景としながら、日本国政府によ
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るバックアップ体制を明確に打ち出した。これらの方策は、
後に大会の円滑な準備及び運営に資するための支援の
方策を定めたオリパラ特措法の制定によって結実した。
　経済の側面では、様々なマーケティング活動を通じて、
招致オフィシャルパートナーを獲得することができた。これ
らの活動を通じて、大会の招致に対する国民の関心を喚
起し、招致活動におけるスポンサーシップを有意義で価値
あるものとすることを示した。

経緯

１　招致表明～申請都市決定

　東京都は、2011年  7月16日、石原慎太郎都知事が  JOC
に対して立候補意思表明書を提出し、JOCから国内立候
補都市として承認されたことを受け、同日開催された日本
体育協会及び  JOC創立  100周年記念祝賀式典の際に、石
原都知事が正式に2020年オリンピック競技大会の招致へ
の立候補を表明した。JOCは、同年  8月、東京を申請都
市としてIOCに通知した。
　2020年大会への申請都市は次の6都市（国）であった
（IOC公表リスト順）。
・バクー（アゼルバイジャン）
・ドーハ（カタール）
・イスタンブール（トルコ）
・マドリード（スペイン）
・ローマ*（イタリア）
・東京（日本）   
* ローマについては、2012年2月、イタリアの経済状況を理由
に招致を断念した。

　東京都は、2011年  8月、スポーツ振興局内に招致推進
部を設立し、計画策定に向けた準備をスタートさせた。
　さらに、同年  9月、2020年オリンピック・パラリンピック
大会の招致活動の中心的な役割を担う組織として、「東京
2020オリンピック・パラリンピック招致委員会」（以下
「  2020招致委員会」という。）が任意団体として設立され、
理事長にJOCの竹田恆和会長が就任した。

２　申請都市段階～立候補都市段階

　東京のほか、招致の申請を行う各都市には、過去の招
致活動と同様、IOCから大会計画の概要について質問項
目に回答する形で「申請ファイル」の提出が求められた。東
京は、開催計画について政府機関やNFを始めとする関係
団体と調整し、2020招致委員会理事会での承認を受け、
申請ファイルの内容を決定し、2012年  2月、IOCに提出し
た。

　IOCに提出された5都市の申請ファイルは、IOC委員、IF、
専門家等から構成されたワーキンググループでの検討を
経て、2012年 5月、カナダ・ケベックシティで開催された
IOC理事会で、イスタンブール、東京、マドリードの３都市
が「立候補都市」に選定された。東京は、同時に公表さ
れたIOCワーキンググループレポートの中で、コンパクトな
大会コンセプト、宿泊施設、セキュリティなどにおいて高評
価を獲得した。
　2020招致委員会では、当初より関係機関との連携体制
の強化が重要であると認識し、スポーツ界はもとより、国、
経済界などオールジャパンでの体制を早期に確立した。
オールジャパン体制をより強固にするための方策の一つと
して、2020招致委員会に政界、経済界、スポーツ界等の
代表者からなる評議会を設け、国内支持率向上のための
国内招致活動に取り組んだ。
　これらの活動を受けて作成された立候補ファイルは、
2013年 1月、IOC本部及び IPC本部に提出された。

３　IOC評価委員会～ IOC総会

　立候補ファイルの内容を検証するため、同年 3月、IOC
評価委員会が立候補都市を訪問した。評価委員は、IOC
委員、IF代表、NOC代表、アスリート委員会代表、IPC代
表、専門家等の中から任命され、順次各立候補都市を４
日間ずつ視察した。
　視察を終えたIOC評価委員会は、2013年 6月、2020年
オリンピック・パラリンピック競技大会の各立候補都市に対
する評価委員会報告書を公表した。
　コンパクトな会場計画、4,000億円の基金を始めとした
強固な財政基盤、充実した輸送システムなどを中心に東
京の評価はおおむね高く、ほかにも、ビジョン、レガシー、
コンセプト、競技及び会場、選手村、パラリンピック、宿
泊、環境、セキュリティ、政治及び市民の支援、マーケティ
ングの各事項で、高い評価を得た。
　報告書公表の翌週 2日間にわたり、スイスのローザンヌ
において、テクニカル・ブリーフィングが行われ、東京もテ
クニカル・プレゼンテーションの初日に、出席した86名の
IOC委員に対するプレゼンテーション及び質疑応答を行っ
た。
　各都市の視察やプレゼンテーションを終えたIOC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
を決定すべく、2013年 9月、全 4日間の日程で、アルゼン
チンのブエノスアイレスにて第 125次 IOC総会を開催した。
　開催都市を決定するIOC総会においては、投票の直前
に立候補都市がIOC委員に対して最後のプレゼンテーショ
ンを行った。最終プレゼンテーションには、イスタンブール
はトルコのエルドアン首相、東京は日本の安倍首相、マド
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IOC総会におけるプレゼンテーション

招致決定の瞬間

リードはスペインのラホイ首相の各国家首脳が登壇し、各
都市とも国の総力を結集してアピールした。
　東京はまず、プレゼンテーションに先立ち、高円宮妃殿
下からIOCによる東日本大震災の被災地への支援につい
て謝辞が述べられた。続いて、震災で大きな被害を受け
た宮城県気仙沼市出身のパラリンピアンである佐藤真海
（執筆時点では谷真海）選手が登壇し、スポーツの持つ力
の大きさについて語った。また竹田理事長、安倍首相、猪
瀬直樹都知事らが登壇し、不確実な時代において確実に
大会を開催することによってオリンピック・ムーブメントに貢
献すること、日本国政府の全面的な支援を力強く訴えた。
さらに、現役のオリンピアンであるフェンシングの太田雄貴
選手や招致“Cool Tokyo”アンバサダーの滝川クリステル
氏など、東京は、これまで招致活動を進めてきたチームが
一丸となって、スポーツの持つ力・日本ならではのおもてな
しの心についてプレゼンテーションを展開して、東京招致
を強烈にアピールした。

　各都市のプレゼンテーションに続いて、2020年のオリン
ピック・パラリンピック開催都市を決定するIOC委員の投票
が行われた。
　1回目の投票で、42票を獲得した東京が１位、イスタン
ブールとマドリードの2都市が 26票で同票となり、両都市
のタイブレイクの結果、49票を獲得したイスタンブールが、
東京との決戦投票へ進んだ。
　決戦投票では、東京が 60票を獲得し、2020年オリン
ピック・パラリンピック競技大会の開催都市に決定した。
　2016年大会招致への挑戦の上に築かれた、東京の
2020年大会招致活動は、こうして幕を閉じた。

４　招致推進活動経費

　オリンピック・パラリンピック招致推進活動経費は、立候
補ファイルの策定等に係る経費、国際招致活動に係る経
費、招致気運醸成等に係る経費からなる。経費の対象期
間は、東京が国内立候補都市に決定した後の2011年９月
から、開催都市が決定した2013年９月までの約２年間であ
る。
　経費のうち東京都の負担については、２年間で招致活動
経費 37億円とし、うち2012年度予算で20億円が計上さ
れた。
　招致活動の結果、最終的に要した経費の総額は約 89
億円であり、その内訳は、立候補ファイルの策定等に係る
経費が約10億円、国際招致活動に係る経費が約 41億円、
招致気運醸成等に係る経費が約38億円であった。当該経
費のうち東京都の支出は約35億円となった。残余の約54
億円は、寄附金等の収入から2020招致委員会が支出し
た。
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日本におけるオリンピック・パラリンピック

　日本国内におけるオリンピックに関わる活動は、IOCから
駐日フランス大使であったオーギュスト・ジェラールを通じ
て要請を受け、1909年に柔道の創始者として名高い嘉納
治五郎氏が、アジア初、日本人初のIOC委員に就任したこ
とを契機として開始された。
　２年後の1911年には、オリンピック競技大会参加の母体
として、大日本体育協会を設立し、初代会長に嘉納氏が
就任した。以後同協会は、オリンピック選考予選会の開催
や、競技場の整備等を推進し、日本におけるオリンピック
の礎を築いた。嘉納氏が理想として掲げていた「精力善
用」や「自他共栄」の考え方は、東京 2020大会のコンセ
プトにも通じる重要な理念であり、今大会にもしっかりと受
け継がれている。
　嘉納氏を始めとした関係者の尽力により、翌 1912年に
開催された第５回ストックホルム大会で、日本選手のオリン
ピック競技大会への初参加が実現した。同大会には、短
距離走の三島弥彦と、マラソンの金栗四三の２名が初の代
表選手として選出され、それぞれ短距離走（100m、200m、
400m）とマラソンに出場した。また、大会への参加に当
たっては、選手２名のほか、大日本体育協会から、会長の
嘉納氏を団長に、理事の大森兵蔵氏を監督とし、総勢４
名の日本初、アジア初となる日本代表選手団が組織され
た。
　1916年にベルリンで開催予定であった大会は、第一次
世界大戦のため中止となったが、続くアントワープ1920大
会にも、日本選手が参加した。同大会では、テニスに出
場した熊谷一弥がシングルスで準優勝、柏尾誠一郎とペア
を組んだダブルスでも準優勝を果たし、日本に初のメダル
をもたらした。以降、日本は、オリンピック競技大会に継
続的に選手団を派遣することとなった。

1940 年大会

　日本でのオリンピック競技大会の開催について、1929年
に来日した国際陸上競技連盟のエドストローム会長（後の
IOC会長）と、日本学生陸上競技連盟の山本忠興会長と
の間で、初めて意見交換がなされた。その後、1940年は
紀元 2600年（注：「日本書紀」において神武天皇が即位
したとされる年から2600年目）に当たることから、第12回
オリンピック競技大会を開催する絶好の機会であるとして、
1931年に東京市会でオリンピック競技大会招致決議案が

可決、翌  1932年には、オリンピック競技大会招致のため
の実行委員会が設置され、ロサンゼルスで行われた第30
次IOC総会に東京でのオリンピック競技大会開催の招請
状が正式に提出された。
　以後、招致に向けた様々な活動が実を結び、1936年に
ベルリンで行われた第  35次  IOC総会で、東京が  1940年夏
季大会の開催地として選ばれた。また、２年後の1938年
にカイロで行われた第  37次  IOC総会で、札幌が  1940年冬
季大会の開催地として正式に決定した。
　しかしながら、1937年に始まった日中戦争の激化に伴う
国外からの開催反対意見表明や、国内の物資調達面の懸
念などの周辺環境の悪化を受け、1938年の閣議において
東京大会及び札幌大会の返上（中止）の決議がなされた。
　東京及び札幌で開催予定であった1940年大会は中止
となったが、大会の開催に向けた取組によって重要なレガ
シーを残した。メインスタジアムが置かれる予定であった現
在の駒沢オリンピック公園敷地や、ボート会場として建設さ
れた戸田漕艇場は、後に実現した東京  1964大会の会場と
して活用された。

東京 1964 大会

　幻となった東京及び札幌での1940年大会の後、第二次
世界大戦を経て最初に開催されたオリンピック競技大会
はロンドン1948大会であったが、日本が復帰を果たしたの
は、続くヘルシンキ1952大会であった。日本は同大会に
代表選手団103名を派遣した。
　オリンピック競技大会への戦後初となる日本選手参加
を受けた大会への関心や機運の醸成に後押しされ、東京
は、ヘルシンキ1952大会の開催に先立ち、1960年開催予
定の第17回オリンピック競技大会の正式招請状をIOCに提
出した。惜しくも招致競争に敗れた東京は、1955年の東
京都議会にて1964年大会の招致を満場一致で決議し、再
度招致活動を開始した。
　政府も1957年、閣議で1964年大会の東京招致への努
力を申し合わせ、翌 1958年には政府、東京都及び日本体
育協会（大日本体育協会から大日本体育会を経て1948年
に名称変更、現在の日本スポーツ協会）を中心に、財界、
報道機関、学識経験者等各界の代表者で構成された「東
京オリンピック準備委員会」が設立された。
　折しも東京で開幕した第 54次IOC総会で、ブランデー
ジ会長にオリンピック競技大会開催の正式な招請状が手
交され、翌 1959年には、IOC委員であり、日本体育協会
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の会長、かつ、1946年に設立された日本オリンピック委員
会（JOC）の委員長でもあった東龍太郎氏が都知事に当選
し、オリンピック競技大会の東京開催に向けた機運を高め
る一翼を担った。
　こうして迎えた1959年５月、ミュンヘンで開催された第
55次IOC総会において、東京は他都市に大差をつけ、過
半数となる34票（全  56票）を獲得し、開催地に決定した。
　アジアで初めて開催された夏季オリンピックとなった東
京1964大会（以下、本項において「本大会」という。）は、
1964年10月10日から24日までの15日間で20競技163種
目が実施された。本大会には、過去最多となる93の国と
地域から5,152名（男子4,474名、女子678名）の選手が
参加した。日本も、437名（男子 294名、女子61名、役
員82名）の選手団を派遣し、本大会から正式競技となっ
た柔道などの競技で金 16個、銀５個、銅８個、合計 29個
のメダルを獲得した。
　本大会は、選手たちの活躍もさることながら、第二次世
界大戦後、日本が民主化し経済的な復興を果たした姿を
世界にアピールするとともに、日本の社会全体に大きな影
響をもたらした。
　本大会に向けて建設された国立代々木競技場や日本
武道館などの競技会場は、本大会のレガシーとしてその後
多くの競技大会の会場として使用されており、東京 2020
大会の会場としても使われた。また、代々木ワシントンハイ

ツ跡地に設けられた5,900名収容の選手村は、青少年に
学習と体育活動の場を提供することを目的として設立され
た国立オリンピック記念青少年総合センターとなった。競
技会場等の直接本大会に関わる施設以外にも、本大会の
開催に合わせて行われた東海道新幹線の開業や高速道
路及び幹線道路の建設など、本大会が、東京の都市のイ
ンフラの飛躍的な整備の契機となった。
　都市インフラ以外にも、オリンピック初の衛星放送による
国際中継に成功し、衛星放送技術を始めとしたテレビ中
継技術の向上や、電子計測の導入など、様々な技術革新
が本大会によってもたらされた。芸術面でも、これまでの
イラストによるポスターから、オリンピック競技大会初となる
写真のポスター採用やスポーツピクトグラムなど、本大会
が行った新たな取組が国際的にも高い評価を受けた。
　そのほか、本大会に先立つ1961年には、スポーツに対
する関心が高まり、日本初のスポーツ振興における基本法
となるスポーツ振興法（昭和3  6年法律第1  41号）が制定
されるなど、法制度を含めた環境整備が進められた。加
えて、開会式が行われた10月10日は  1966年以降、国民
の祝日の一つである「体育の日」となった（「体育の日」は、
その後  2000年に10月第２月曜日とされ、2020年には名
称を「スポーツの日」に改められた）。

第２回パラリンピック競技大会

　加えて、本大会は、パラリンピック競技大会についても
大きな転機となった。
　パラリンピックの起源とされる国際ストーク・マンデビル
大会（車いす使用者による競技大会）は、毎年開催される
競技大会のうちオリンピック開催年については、オリンピッ
ク開催都市で競技大会を実施する方針であった。このた
め、オリンピック開催年として第１回を開催したローマ1960
大会（第９回国際ストーク・マンデビル競技大会）に続く本
大会でも、同大会を東京で開催できないかという要請が

東京1964大会　パラリンピック開会式
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国際ストーク・マンデビル大会委員会（ISMGC、現在のIPC
の前身）からなされていた。国際ストーク・マンデビル大
会の創始者である医師のルードウィッヒ・グットマン卿（Sir 
Ludwig Guttmann）や、グットマン卿に師事していた日本
の医師である中村裕博士ら関係者の尽力により、1962年
には大会の準備に当たる「国際身体障害者スポーツ大会
準備委員会」が設立され、東京  1964オリンピック競技大
会後に国際ストーク・マンデビル大会を開催することが決
定した。大会では、皇太子殿下（現在の上皇陛下）が名
誉総裁に御就任になった。障がい者にお心を寄せられて
いた皇太子同妃両殿下（現在の上皇上皇后両陛下）は、
連日会場に足を運ばれ、競技を御覧になった。
　東京1964オリンピック競技大会直後の1964年11月に開
催された同大会は、第１部を車いすの選手による第  13回国
際ストーク・マンデビル競技大会、第２部を全ての身体障
がい者を対象とした日本人選手及び西ドイツの招待選手
数名による国内大会として開催され、第１部と第２部を合わ
せた大会全体の名称を「国際身体障害者スポーツ大会」
とした。これは、国際ストーク・マンデビル大会を車いす
の選手だけの大会とすることを主張したグットマン卿に配
慮しつつ、あらゆる障がい者の参加する大会を目指した中
村博士ら日本側の思いを実現するために選択された結果
であった。第１部は、IPC設立後にアジア初のパラリンピッ
クである第２回パラリンピック競技大会と位置づけられて
いる。
　また、この大会で初めて「パラリンピック」という言葉が
用いられた。当初、下半身まひを示すパラプレジア
（Paraplegia）の「パラ」とオリンピックを合わせた意味が
込められたパラリンピックの語は、第１部の愛称として用い
られ、ポスター等でも広く用いられた。
　その後、国際ストーク・マンデビル大会は、車いす以外
の各種の障がい者も参加するようになり、パラリンピックは
「並行」を示すパラレル（  Parallel）の「パラ」と再定義さ
れ、1985年に「パラリンピック」が正式名称となり、ソウ
ル1988大会はオリンピック組織委員会がオリンピックとパ
ラリンピックを連動させた初めての大会となった。1989年
にはIPCが設立され、パラリンピックは、かつて本大会の
開催に中心的な役割を果たした中村博士が目指した「あ
らゆる障がい者の参加する大会」となった。

札幌 1972 大会

　東京1964大会の招致決定後、1940年大会で東京と同
年開催が決定していた札幌に冬季大会を招致しようとす
る機運が盛り上がり、1961年、JOC傘下に「オリンピック
冬季大会招致委員会」が設置された。
　同年、1968年冬季大会開催地に立候補することが札幌

市議会で議決され、国内候補地の選出、閣議了承を経て
立候補に至ったが、招致活動は苦戦を強いられ、1964年
にインスブルックで行われた第  61次  IOC総会では、わずか
６票（全4  8票。立候補６都市中４位）しか獲得できなかっ
た。
　しかし、この失敗が日本のスポーツ界と札幌市及び北海
道の関係者を結束させ、1968年大会の次の開催年となる
1972年大会の招致活動に向けた関係者一丸となった取組
につながった。加えて、海外へのアピールや競技施設の造
成を積極的に進めたことも功を奏し、1966年、ローマで
行われたIOC総会にて、ついに招致が決定した。
　札幌   1972大会はアジア初の冬季オリンピックとして、
1972年２月３日から13日までの  11日間、35の国と地域から
1,006名（男子  801名、女子  205名）の選手が参加し、６
競技  35種目が実施された。日本選手団は総勢 110名（男
子70名、女子20名、役員20名）で、特に「日の丸飛行
隊」と呼ばれたスキージャンプ日本代表選手の表彰台独
占は、歴史的な快挙となった。
　札幌1972大会の開催は、経済活動の基盤となる都市イ
ンフラの整備を促進し、街並みは大きく変貌し、札幌の魅
力向上につながった。特に、雪が多い札幌の大会期間中
の交通手段として整備された地下鉄は、大会終了後も市
民にとって、冬季の交通手段として大きな役割を果たして
いる。また、地下鉄開通に合わせて整備された本格的な
地下街も、地域経済の活性化につながった。
　加えて、札幌の国際的な知名度を高め、札幌  1972大会
の開催に伴って整備されたスポーツ関連の充実した設備
と合わせて、アジアにおける冬季競技の拠点としての確固
たる地位を築くことにもつながった。

長野 1998 大会

　札幌に続き、1968年冬季大会の開催地にも名乗りを上
げていた長野が、1988年に1998年冬季大会の国内候補
都市として選出され、1990年２月にIOCに対して立候補届

長野1998大会の様子
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を提出した。自然との共存を訴えた運動が IOC委員の支
持を集め、1991年６月、バーミンガムで行われた第97次
IOC総会にて、1998年大会の招致が決定した。
　長野1998大会は1998年２月７日から22日までの16日間、
72の国と地域から2,176名（男子  1,389名、女子  787名）
の選手が参加し、７競技68種目が実施された。世界記録
は７種目、オリンピック記録は16種目も更新されるととも
に、313名（男子 100名、女子 66名、役員 147名）を派
遣した日本選手団の選手たちも、金５個、銀１個、銅４個と、
冬季オリンピック史上初の２桁となる合計10個のメダルを
獲得した。
　長野 1998大会は、「美しく豊かな自然との共存」を基
本理念とし、大会開催と環境への配慮の両立を念頭に、肥
料に再利用できる食器の使用や、生息する植物や生物に
配慮した会場計画など、持続可能性にも配慮した大会運
営を行った。一方で、各種の告知や結果の速報でインター
ネットを活用するなど、スポーツ大会における技術革新が
進んだ大会でもあった。
　また、長野市内の小中学校が学校単位で、長野 1998大
会に参加する国や地域の文化を学び、その国の人 と々交流
する「一校一国運動」が実施された。この取組により、参
加した多くの学校が大会後も地雷撤去のための募金や義
手義足の資金調達のための資源回収を行うなどの国際交
流活動を継続したり、卒業生が国際交流分野で活躍した
りするなど、オリンピック教育の一形態としても注目された。
　加えて、長野 1998大会は、日本及びアジア初の冬季パ
ラリンピックでもあった。1998年３月５日から14日までの10
日間、32の国と地域から571名の選手が参加し、５競技 34
種目が実施された。国内のメディアも積極的に報道し、日
本国内のパラリンピックに対する知名度が大きく向上した。

東京 1964 大会以後の夏季大会の招致

　東京1964大会以後も、日本で再びオリンピック・パラリ
ンピック競技大会を開催すべく招致活動が行われてきた。
1977年からは名古屋への夏季大会招致に向けた活動が
行われたが、1981年９月にバーデンバーデンで行われた
IOC総会で韓国初開催を掲げたソウルに敗れ、招致には
至らなかった。
　また、1995年には大阪市議会で「オリンピック競技大会
の大阪招致宣言」が議決され、大阪が大会招致に名乗り
を上げた。「地球市民のオリンピック」を基本理念に招致
活動を進めたものの、2001年７月、モスクワで行われた
IOC総会で北京に敗れ、またも大会招致は実現しなかった。
　こうした招致活動が各都市で行われる一方、アトランタ
1996大会では日本選手の獲得メダル数が 14個にとどまる
など成績の落ち込みが見られ、スポーツ界で危機感が高

まった。
　そのような状況を憂慮した国は2000年、スポーツ振興
法に基づいて、長期的総合的視点から目指すスポーツ振
興の基本的方向を示した「スポーツ振興基本計画」を策
定した。計画では、スポーツを「人生をより豊かにし、充
実したものとするとともに、人間の身体的・精神的な欲求
に応える世界共通の人類の文化の一つ」とし、青少年の
心身の健全な発達や地域における連帯感の醸成、国民経
済への寄与、国際的な友好と親善への寄与といった社会
的な意義を有していることが示された。その上で、スポー
ツの振興を通じた子どもの体力の向上や地域におけるス
ポーツ環境の整備充実とともに、「我が国の国際競技力の
総合的な向上」が主要な方針として挙げられた。
　この方針の下、JOCを中心として、国立スポーツ科学セ
ンター（JISS）やナショナルトレーニングセンター（NTC）の
設立など、国際競技力向上に向けた取組が進められた。
　こうしたスポーツ界の動きが、スポーツの社会的意義の
観点からオリンピック・パラリンピックの招致機運を高め、
再び夏季大会の招致活動につながっていった。
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2　大会の推進体制（オールジャパンの取組、大会関係者との連携）



  

 

 

1 名誉総裁

名誉総裁

　組織委員会は、天皇陛下を東京  2020オリンピック競技
大会及びパラリンピック競技大会の名誉総裁に推戴申し
上げたいと政府を通じてお願いし、2019年  7月22日に名
誉総裁に御就任いただくこととなったと公表した。御就任
期間は、当初の東京  2020大会の開催予定日の1年前とな
る2019年7月24日からパラリンピック競技大会閉幕日まで
であった。天皇陛下の名誉総裁御就任は、オリンピック競
技大会としては東京  1964大会、札幌  1972大会、長野  1998
大会に続くものであり、パラリンピック競技大会としては初
めてのことであった。天皇陛下の名誉総裁御就任は、世
界平和と友好、復興支援、パラリンピック・ムーブメントの
推進といった東京  2020大会の価値が幅広く共有及び支
持される上で大変意義深く、光栄なことであった。
　オリンピック憲章では、開会式で開催国の国家元首が開
会宣言をすることが規定されている。過去に日本で開催さ
れたオリンピック・パラリンピック競技大会では、昭和天皇
が東京  1964大会及び札幌  1972大会で開会を宣言され、
1964年の国際身体障害者スポーツ大会では、当時皇太子
であられた上皇陛下が、名誉総裁の立場で御臨席になっ
た。また、長野  1998大会では、天皇御在位中の上皇陛下
がオリンピック競技大会の開会宣言をされ、当時皇太子で
あられた天皇陛下が、パラリンピック競技大会で名誉総裁
として開会を宣言された。
　天皇陛下は、2021年  7月23日に東京  2020オリンピック、
同年8月24日に東京2020パラリンピックの開会式に御臨
席になり、開会を宣言された。なお、新型コロナウイルス
感染症対策のため、出席者数を削減したことなどに伴い、
皇后陛下は御臨席にならなかった。東京  2020オリンピッ
ク開会式の前日となる2021年  7月22日には、天皇陛下が
IOC関係者を御引見になり、開会式当日にも開会式に出
席する各国首脳等と御会見及び御引見になったほか、東
京  2020パラリンピックの開会式当日にもIPC関係者を御
引見になった。
　また、秋篠宮皇嗣殿下が  2021年  8月8日に東京  2020
オリンピック、同年  9月5日に東京  2020パラリンピックの閉
会式に、天皇陛下の御名代として御臨席になった。なお、
新型コロナウイルス感染症対策のため出席者数を削減し
たことなどに伴い、秋篠宮皇嗣妃殿下は御臨席にならな
かった。閉会式については、国家元首又は国家元首に指
名された者が出席することとされており、天皇陛下が秋篠
宮皇嗣殿下を差し遣わされた。

　2021年 7月6日に行われた東京 2020オリンピックの日
本代表選手団の結団式に当たり、秋篠宮皇嗣殿下は、主
催者からの願い出によりオンラインで御臨席になり、おこと
ばをお寄せになった。また、同年 8月17日に行われた東
京 2020パラリンピックの日本代表選手団の結団式に当た
り、秋篠宮皇嗣殿下は、主催者からの願い出によりビデオ
メッセージをお寄せになり、当日は結団式の様子をオンラ
インで御視聴になった。
　なお、新型コロナウイルス感染症の日本国内での感染
状況により、多くの会場で無観客での開催となったことなど
を踏まえ、両大会を通じて天皇皇后両陛下や皇族方の会
場における競技御覧は実施されなかった。
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2 組織委員会

設立

　2013年９月に、2020年のオリンピック・パラリンピック
競技大会の開催都市が東京都に決定した後、IOC、東京
都及び  JOCの三者で開催都市契約  2020が締結された。
　2014年１月には、本契約に基づき、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が、東京
都及び  JOCの拠出により設立された。設立に際しては、公
益財団法人日本体育協会名誉会長、文部科学大臣兼オリ
パラ担当大臣、公益財団法人日本オリンピック委員会会
長、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリ
ンピック委員会委員長、東京都副知事といった関係組織の
代表者による「東京オリンピック・パラリンピック調整会議」
（以下「調整会議」という。）を開催し、設立時評議員、同
理事、同監事を選任した。また、続いて設立時理事会に
おいて、代表理事（会長）として、元内閣総理大臣の森喜
朗公益財団法人日本体育協会名誉会長を選定した。その
後、第１回評議員会、第１回理事会を開催し、組織委員会
事務局を統括する事務総長に元財務事務次官の武藤敏
郎株式会社大和総研理事長を選任した。
　事務局は、事務総長、副事務総長、事務次長の下、総
務部、企画財務部、事業戦略広報部、マーケティング部、
国際渉外部及び大会準備部の６部体制で始まった。2014
年６月には、10局体制に強化し、各局長を配置した。その
後も、大会の準備段階に応じて、新規部門の設置や部門
の統廃合をしながら、事務局体制の整備を進めた。
　2015年１月には、内閣府からの認定を受け、公益財団
法人へと移行した。

組織委員会の設立

機構

　組織委員会は、「一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律」（平成  18年法律第  48号。以下「一般法人法」
という。）に基づき、設立時に評議員会、理事会及び監事
を設置した。代表理事を会長とし、事務局のトップ（CEO）
は事務総長が務めた。

評議員会、理事会、監事

　評議員会は、一般法人法にのっとり、理事及び監事の
選任及び解任や定款の変更、計算書類の承認などの重要
事項を決議する機関として設置された。組織委員会の設
立当初は、設立者であるJOC及び東京都からそれぞれ２名
ずつが評議員として選任されたが、その後、有識者から２
名が選任され、合計６名の評議員から構成されることと
なった。また、2014年３月の第２回評議員会において、川
淵三郎公立大学法人首都大学東京理事長及び公益財団
法人日本サッカー協会最高顧問が評議員に新たに選任さ
れ、以降東京 2020大会の終了後まで評議員会議長を務
めた。
　理事会は、法人の業務執行の決定や事業報告及び計
算書類等の承認を始めとした重要事項の決定、理事の職
務執行の監督などを行う機関として設置された。理事会を
構成する理事は、組織委員会設立時理事会の開催に当
たって、森喜朗氏、武藤敏郎氏のほか、国、JOC、東京都
から合計６名が選任された。東京2020大会の開催時には、
会長（代表理事）を筆頭に、副会長７名、専務理事１名、
常務理事２名、その他の理事 34名から構成され、JOC、JPC、
東京都、政府のほか、持続可能性、テクノロジー、教育な
ど各分野における専門家、政治及び経済、スポーツ、文
化及び芸能、メディアなどの各界を代表する著名人、有識
者などで構成されるオールジャパンの体制とした。理事会
は2014年１月以降、約８年間にわたり、計 49回（ 2022年
3月時点）開催された。また、法人設立当初、理事の上限
を35名としていたが、2021年２月の森会長から橋本会長
への交代の際に、女性の活躍が重要課題となったことか
ら、理事の定員（上限）を45名に引き上げるとともに、新
たに女性理事を12名選任し、理事の女性比率を約 42％
に引き上げた。
　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めると
ころにより、監査報告書を作成する役割として設置され、組
織委員会の設立者であるJOC及び東京都からそれぞれ１
名ずつを選任した。その後、組織委員会が存続する間の
毎年６月の定例評議員会において、監査報告書に基づく監
査結果の報告を行った。
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会長、副会長

　会長（代表理事）は、2014年１月、東京都や国、JOCと
の意見交換等を行う「調整会議」を開催し、設立時評議
員、同理事、同監事を選任した後、設立時理事会におい
て森喜朗氏に決定した。
　森会長は、同年６月、初回のIOC調整委員会（CoCom）
でIOCに対して会場計画の見直しを提案し、東京都や関係
自治体と協力して既設会場の利用を約４割から約６割とす
ることで、約 2,000億円以上のコスト削減を達成するととも
に、調整会議を通じた国及び東京都との調整や、IOC調
整委員会やプロジェクトレビューを通じたIOCとの交渉を
行い、東京 2020大会の運営の根幹部分を定めることに尽
力した。また、「復興オリンピック・パラリンピックは東京
2020大会の源流」と繰り返し内外に訴え、福島あづま球
場での野球・ソフトボールの実施や聖火リレーの福島県で
のグランドスタートを実現した。

IOCプロジェクトレビュー後の会見に臨む森会長

　2021年２月、森会長が  JOC評議員会における自身の発
言による混乱の責任を取って辞任した後、御手洗組織委
員会名誉会長を座長とする８名で構成する候補者検討委
員会の議論を経て、同月18日、冬季及び夏季のオリンピ
アンであり、当時オリパラ担当大臣を務めていた橋本聖子
氏が新会長に就任した。
　橋本会長は、アスリートとして冬季及び夏季を合わせて
７回のオリンピック競技大会に出場した経験を踏まえつつ、
新型コロナウイルス感染症対策、男女平等の推進、「東京
2020モデル」の将来への継承という３つの重点施策を掲
げ、東京  2020大会の準備の総仕上げを行った。新型コロ
ナウイルス感染症対策では、安全・安心な大会の実現に
向けて、専門家から具体的なコロナ対策の助言を得る「専
門家ラウンドテーブル」を立ち上げ、感染症学及び公衆衛
生学などの専門的かつ客観的な知見に基づく検討体制を
構築した。また、就任後２週間で理事の女性比率を、政府
目標を超える約  42％に引き上げるとともに、組織委員会
内に「ジェンダー平等推進チーム」を立ち上げ、男女同時

旗手など諸施策を実現し、東京 2020大会における女性の
参画強化のため、スピード感を持って組織のガバナンス改
革に着手した。

就任時に花束を受け取る橋本会長

　副会長は、JOC、JPC、東京都、国及び各スポーツ団体
等多くのステークホルダーからの意見を的確に反映させる
ため、東京 2020大会の開催時には、政府、経済界、ス
ポーツ振興団体、JOC、JPC及び東京都などを代表するメ
ンバー７名が就任した。

名誉会長

　名誉会長は、御手洗冨士夫一般社団法人日本経済団
体連合会名誉会長及びキヤノン株式会社代表取締役会
長兼社長CEOが2014年３月17日に就任した。御手洗名誉
会長は、多くの理事会に出席するとともに、開閉会式に関
する有識者懇談会や、森会長辞任後の候補者検討委員会
の座長を務めるなど、組織委員会の運営を支えた。

顧問会議、参与、専門委員会

　東京  2020大会の開催準備に当たり、招致段階で築き
上げたオールジャパン体制を堅持するとともに、各界から
幅広く助言を得ることで大会の成功を期することを目的と
して、2014年６月に行われた第３回理事会において、顧問
会議、参与及び専門委員会を設置した。
　顧問については、同年  10月に第１回顧問会議を開催し、
目指すべき大会ビジョンを関係者で共有するとともに、東
京  2020大会の開催に向けて士気の高揚を図った。また、
開会式の１年前を想定した2019年７月24日には、「大会１
年前準備状況報告会」を開催し、評議員や理事等も出席
のうえ、開催に向けた準備状況を報告した。顧問には、名
誉最高顧問の安倍晋三氏、最高顧問（東京2  020大会の
開催当時）の菅義偉内閣総理大臣、大島理森衆議院議
長、山東昭子参議院議長を始め、閣僚、被災地を含む地
方公共団体、経済団体、メディア関係、文化関係を始め
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とする学識経験者等、各界の代表者約 180名が就任した。
　参与は、組織委員会事務局の組織運営や東京 2020大
会の開催に当たって専門的な識見が必要な分野に対して
助言を受けるため、政財界や行政、文化及び芸能などの
各分野の専門家及び著名人等 12名を選任した。
　専門委員会については、2014年６月の第３回理事会にお
いて、「アスリート委員会」及び「メディア委員会」を、2015
年１月の第５回理事会において、「街づくり・持続可能性委
員会」、「文化・教育委員会」及び「経済・テクノロジー
委員会」を、それぞれ設置した。
　そして、2016年７月には、上記の５つの専門委員会にて
専門的な見地から助言を受け、東京 2020大会を通じてで
きるだけ多くの人々、自治体や団体が参画し（アクション）、
大会の開催をきっかけにポジティブな影響を残し、その成
果を、次代を担う若者や子どもたちに継承する（レガシー）
ためのプランとして、「東京 2020アクション＆レガシープラ
ン」を公表した。
　また、本プランの公表後は、定期的に各専門委員会を
開催し、東京 2020大会の開催準備状況や課題の報告、各
分野における課題の検討、議論などを進め、各ステークホ
ルダーとの連携を図った。
　東京 2020大会の終了後、組織委員会は、本プランで実
施したアクションの成果であるレガシーを取りまとめ、「東
京2020アクション＆レガシーレポート」を2021年12月に公
表し、同年 12月末をもって全ての専門委員会の活動を終
了した。

専門委員会開催実績

アスリート委員会 11 回

街づくり・持続可能性委員会 10 回

文化・教育委員会 9 回

経済・テクノロジー委員会 7 回

メディア委員会 10 回

組織委員会事務局

　組織委員会の事業の運営を円滑に行うため、理事会で
の決定に基づき、理事会の下に事務局を設置した。事務
局の体制の変遷は、次頁のとおりである。設立当初、事
務局職員は44名であったが、東京2020大会の開催時に
は約 7,000名の体制となった。
　事務総長は、事務局のトップ（CEO）として、会長の命
を受けて全ての業務を統括し、責任を有する役割を担っ
た。また、副事務総長は、総長を補佐するとともに、事務
総長に事故があった場合等の不測の事態にその職務を

代行するものとされた。
　2014年の組織委員会設立当初から当面の間は、理事の
選任、顧問会議の設置など、オールジャパンでの準備体制
を整えることが組織体制構築の主要な目的であった。その
後、2015年７月24日に決定された大会エンブレムを９月１
日に撤回することとなったことなどを契機とし、組織委員会
の内部統制や情報共有、経営企画の強化策を実施し、ガ
バナンスの見直しとして主に次の取組を行った。
　まず、2015年  11月には、事務総長以下の幹部職員によ
る意思共有の場として「経営会議」を設置した。以降、定
例会として2021年  12月現在で計  186回開催した。経営会
議は、3,000万円以上の契約又は重要事項の決定に際し
ては原則として全て付議することを内規で明確化するなど、
組織運営に係る重要な役割を果たした。また、経営会議
に先立つ事務総長、副事務総長などの組織委員会幹部に
よる検討の場として「予備検討会議」の運用を開始した。
　さらに、事務総長直轄の組織として「経営企画室」を設
置するとともに、FAごとの進捗管理（PMO）を外部機関の
助力を得て実施した。このPMO（プロジェクト・マネージ
メント・オフィス）は、2016年  11月より経営企画室が管理
を開始した。具体的な取組としては、組織委員会の全  FA
（52FA）の進捗状況を管理するため、2020年７月を「ゲー
ムズ・タイム（G-0）」と設定し、それに向けたFAごと、各
月ごとに達成すべきマイルストーンをIOCの協力も得て設
定した。マイルストーンは当初約  250に及び、それぞれの
進捗状況を毎月整理して「見える化」し、経営会議に報告
した。その後、競技会場の整備、練習会場の契約、テス
トイベント、競技用備品の調達状況等の個別課題について
も同様に進捗管理を行った。東京  2020大会の開催延期
の決定後は当該取組を改め、延期に伴う契約の見直し等
のフォローアップに移行した。
　上記の取組のほかにも、参画及び対話と透明性を組織
委員会の運営の重要な柱に据えて各種の取組を推進した。
具体的には、まず、エンブレムの再選考時における徹底し
た透明性の確保を行った。すなわち、当該再選考の過程
においては、受賞歴要件の撤廃（条件を満たせば子ども
でも参加が可能）、コンセプトの提出の義務化、審査の一
部のインターネット中継、４候補に絞った段階でのパブリッ
クコメントなど、参画や対話を重視した様々な取組を行っ
た。また、審査に当たっては、弁護士等のデザイン以外の
専門家や有識者も参加するなど、客観的かつ多面的な評
価を行う体制を整えた。
　東京  2020マスコットの審査においても、同様の手法で
透明性を確保した。この審査では、マスコットの最終決定
を、組織委員会が設置したマスコット審査会によって選定
された最終候補３作品の中から、国内外の小学生の学級
単位での投票により決定した。オリンピック・パラリンピッ
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ク競技大会のマスコット選定が国内外の小学生によって行
われたのは史上初であり、東京2020大会にとって重要な
参画の取組となった。
　東京2020大会の準備のための各種調達が本格化した
2017年３月には、弁護士及び公認会計士が参加する「調
達管理委員会」を設置し、個々の契約の妥当性を外部の
目も交えて審査した。また、東京都と東京商工会議所の
協力を得て、東京都と組織委員会の全ての競争入札案件
が提示されるウェブサイト「ビジネスチャンス・ナビ2020」
を開設し、中小企業を中心とした受発注取引のマッチング
を行った。さらに、組織委員会の調達状況について、競争
入札の割合、競争入札や随意契約の金額（パートナー・
カテゴリに係るものを除く）、契約相手方の事業者名など
を随時公表した。
　このような参画及び対話と透明性の確保は、新型コロ
ナウイルス感染症対策の検討時にも生かされるように努
めた。具体的な取組としては、ロードマップの公開と重要
な意思決定の時期の事前提示や、プレイブックの３回の発
行による対話と情報公開などが挙げられる。

開催都市・東京都、政府等との連携

　東京2020大会の開催準備に当たっては、大会の成功と
いう共通の目標の下、関係者と連携及び協力して取り組
むことが不可欠であった。組織委員会は、国、東京都を
始め、関係自治体やパートナーなど、様々な東京2020大

会の関係者と連携して、オールジャパンの体制で大会の開
催準備を進めていった。
　まず、東京2020大会の準備及び運営全般について総
覧し、全体調整を行う会議体として、組織委員会会長、オ
リパラ担当大臣、文部科学大臣、東京都知事、JOC会長
及びJPC会長が集まる「調整会議」が設置され、東京
2020大会の会場計画や組織委員会の予算、聖火リレー
の実施など、大会の準備及び運営における特に重要な事
項について協議され、オールジャパンとしての方向性が確
認された。調整会議の議長は持ち回りとされ、2014年１月
以降、計18回開催された。調整会議の事務局は組織委
員会企画財務局企画部と当該開催回に議長となった組織
の共同事務局とされた。
　また、東京都の「2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会実施準備会議」や、国の「2020年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議」な
ど、東京2020大会の開催に当たって各組織が設置した会
議体に参加するとともに、オリパラ担当大臣を座長とする
国（内閣官房）主催の「関係自治体等連絡協議会」を通
じて、競技会場が所在する自治体とも緊密に連携しながら
準備を進めた。
　加えて、組織委員会は、「東京2020パートナーミーティ
ング」（以下「パートナーミーティング」という。）や「東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会国内競技団体
連絡協議会」（以下「N F協議会」という。）を開催し、東
京2020大会のマーケティングパートナーや国内の競技団体

組織体制の変遷
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（NF）との連携強化にも努めた。パートナーミーティングで
は、マーケティングパートナーに対して東京 2020大会に関
する情報を有効的に提供し、意見交換した。また、NF協
議会では、オリンピック競技とパラリンピック競技合同での
開催となったことから、それぞれのNFが一堂に会し、東
京 2020大会の開催準備に関する情報を共有し、意見交
換する機会となり、東京 2020大会のオリンピックとパラリ
ンピックを一体のものとするという在り方を体現することが
できた。

ガバナンス

　オリンピック・パラリンピックという国民的関心の大きな
事業を担う組織委員会では、事業を公正かつ適正に進め
ていくことが求められることから、組織のガバナンスを高め
ることが非常に重要であった。
　2015年７月に発表した東京 2020エンブレム（旧エンブ
レム）の選定に関しては、国民から様々な批判を受け、組
織運営を抜本的に見直すきっかけとなった。旧エンブレム
は、製作者のデザインに類似する作品の存在が各方面か
ら指摘されたことに加え、一部のデザイナーに公募前に参
加を要請するなど、デザインの選定過程に不明瞭さや密室
性があったことが問題視された。そのため、組織委員会で
は、当該エンブレムの選定を取り下げ、新たな東京 2020
エンブレムを改めて公募するとともに、民間有識者による
調査チームの協力も得ながら、旧エンブレムの選定の考え
方、選考過程、発表から取下げに至る経緯などを幅広く
検証し、様々な反省点を浮かび上がらせた。同時に、得ら
れた反省を教訓として生かし、その後の組織運営に取り入
れていった。
　組織委員会では、この問題を契機にガバナンスの重要
性を再認識し、オープンで透明性の高い意思決定プロセ
スの確保や内部統制の強化など、その後の東京 2020大
会の準備における各フェーズでの体制の変化と組織の拡
大を見据えた様々なガバナンス改革を進めた。

意思決定プロセスの明確化

　旧エンブレムに係る上記の問題を受け、組織としての意
思決定プロセスをより明確にするため、2015年 11月に、事
務総長や副事務総長、全局長から構成される「経営会議」
を設置した。経営会議では、当法人の業務執行等に当たっ
て勘案すべき事項を関係者の間で十分に理解し、及び共
有するとともに、様々な関係者の専門的知見を踏まえた観
点から重要事項の検討を行った。また、大会準備の進捗
に応じ、副事務総長を増員し、担当分野の重点化を図る
とともに、担当副事務総長の下に「組織・人事会議」や

「チケッティング関係局長会議」、「輸送関係局長会議」な
どの関係局長会議を設置することで、組織の垣根を越えた
検討や相互牽制が働くように体制を再整備した。さらに、
よりタイムリーかつ丁寧な議論ができるよう、理事会の開催
回数を増やすとともに、理事会の資料や議事要旨を公表
することで、意思決定プロセスの透明化を図った。

内部統制の仕組みの整備

　東京 2020大会の開催経費には、国や東京都から多額
の公的な資金が投入されるため、東京 2020大会の開催
準備を進めるに当たっては、合規性、経済性、効率性、有
効性等の観点から、適切に取り組むことが求められた。そ
のため、組織委員会では、組織の発展段階に応じ、様々
な内部統制の仕組みを整備した。
　2014年５月には、組織委員会内の法的な支援体制を構
築するため、法務課を設置した。また、同年７月には、当
法人の制度、組織、業務活動等の有効性、効率性等を検
証し、改善するために、監査課を設置し、内部監査の実
施体制を整備した。
　2016年１月には、法務課を法務部に拡充し、法的なサー
ビスやコンサルティング機能を強化するとともに、監査課を
監査室へと組織改編し、事務総長直轄組織にすることで、
独立性及び透明性を高め、牽制機能の強化を図った。ま
た、監査室や法務部を経営会議へ参加させることで、監
査及び法務両面での牽制機能を強化した。

コンプライアンスの推進

　組織委員会は、高い公益性を持つと同時に、役職員は、
刑法その他の罰則の適用について、法令により公務に従
事する職員とみなす、いわゆる「みなし公務員」となるため
（オリパラ特措法第   28条）、法規等を遵守し、及び尊重し、
社会的信頼を確保することは非常に重要であった。また、
組織委員会の職員は、国や自治体、マーケティングパート
ナーを始めとする民間企業などの様々な派遣元で構成さ
れることから、職場のルールの共通理解の下、規律正しい
組織づくりを行うため、内部規程とそれを遵守するための
コンプライアンス体制の整備を推進した。
　加えて、組織委員会では、組織全体のコンプライアンス
向上を目的として、チーフ・コンプライアンス・オフィサー
（  CCO）を設置するとともに、コンプライアンス委員会を設
置及び開催し、CCOを中心としてコンプライアンスに係る体
制の構築及びその推進に関する事案を検討し、及び審議
した。さらに、不正行為等の早期発見と是正を図るため、
公益通報を受け付ける内部窓口及び外部窓口を設置した。
　こうした取組に加え、職員が高い使命感を持ち、厳正
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な倫理感に則って、公正で適切な業務を行うための指針と
して、職員の「行動規範」を定めた。

情報公開の推進

　組織委員会は、理事会議事録の公開などの情報公開の
取組を行ってきたが、旧エンブレムの選考過程における不
透明さや大会経費の情報不足を指摘する声などを受け、
オリンピック・パラリンピック競技大会という国内外の関心
が高く、大規模かつ公共性の高いイベントを準備及び運営
するに当たっては、国民の理解を深め、開催機運を高めて
いくことが重要であることを再認識した。
　組織委員会では、法令に基づく対応のほか、次のような
積極的かつきめ細やかな情報発信に努めた。契約情報に
ついては、組織委員会の調達の重要性及び公共性にも配
慮し、守秘義務が課されたマーケティングパートナーとの契
約状況についても、相手方の同意を得つつ、公表するよう取
り組んだ。
・組織委員会の意思決定機関である理事会の議事録及
び資料の公開
・調達方針、契約情報など各種情報の公開
・大会の象徴であるマスコットの選考過程など主要事業
における進捗状況の透明化
・ 会議後の記者ブリーフィング（理事会や東京  2020聖火

リレー検討委員会など、東京  2020大会の運営において
重要な議論が行われる各種会議及び委員会等）
　また、2016年１月には、スポークスパーソンを新設した。
スポークスパーソンは、定例記者会見などのプレス対応や
国内外での講演等のPR活動を担い、丁寧かつ積極的に
情報を発信した。
　2017年５月には、大会運営に関する情報公開をより積極
的に行うために、IOC、東京都及び  JOCと協議し、これま
で契約当事者間の守秘義務契約により非公開とされてい
た開催都市契約 2020及び付属する大会運営要件などの
関連文書を公表した。

人事

オールジャパンの協力体制による人員及び組織体制の
構築

　東京 2020大会の成功のためには、大会の運営を支え
る最も重要な経営資源である人材を、限られた予算の中
で確実に確保するとともに、組織委員会の役職員全員が
大会終了まで継続して意欲高く業務に専念できる環境の
整備が不可欠であった。
　そこで、組織委員会では、2015年２月に定めた人材管
理長期戦略に基づき、オールジャパンの協力体制の下、開 
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催都市である東京都、各省庁、地方自治体及びマーケティ
ングパートナーを始めとする民間企業等から職員派遣及
び出向等に係る協力を得ることとした。中でも、東京都に
おいては、組織委員会が実施する事業との関連性や、東
京都の施策推進の観点から、組織委員会との連携を強化
するとともに、東京都都職員が有する専門的知識や能力を
活用するため、約  1,000名まで段階的に派遣規模を拡大し
た。また、各省庁からは約  100名、地方自治体からは約
500名、マーケティングパートナーを始めとする民間企業か
らは約1,000名の派遣又は出向を受け、それぞれの専門性
や培ってきた知見を生かせる分野に配置した。その結果、
組織委員会で直接雇用した契約職員や人材派遣等と併
せて確保した職員は、東京  2020大会の開催時（最大）で
約  7,000名となり、約  400の企業や団体からの協力の下、
経験や年齢、職種などそれぞれ背景の異なる多種多様な
人材で構成された組織となった。
　人材確保に当たっては、世界最大のイベントに携わるこ
とによる専門性の向上、新たな能力の開発や人脈構築な
ど、各出向元からの出向目的を踏まえた上で、出向者の専
門性を生かすとともに、組織委員会での業務従事が絶好
の育成機会となるよう人材を配置するなど、職員の満足度
を高める取組を行った。また、公募や人材派遣を主とした
多様なチャネルでも、東京  2020大会の計画及び運営とい
う難易度と希少性の高い業務であることを積極的にア
ピールし、様々な業種から、外国籍の者やイベント経験者
等、専門性の高い優秀な人材を積極的に発掘し、登用し
た。加えて、障がい者も出向や直接採用等で多数参画し、
障がい者法定雇用率（2.3％）を遵守したほか、障がい者
の働く環境を整える職場適応援助者（ジョブコーチ）の関
与等を通じて、国内随一の多様性に溢れる組織体制を実
現できた。

大会延期に伴う人員及び組織体制の見直し

　2020年３月に発表された東京 2020大会の開催延期を
受け、その後の業務に見合う人員及び組織体制の見直し
を行った。まずは延期決定後速やかに、当面の人事方針
を策定し、それに基づく取組を進めた。具体的には、延
期後の業務動向を把握し、延期により新たに発生した業
務には、既存の体制を生かした適切な人員配置を図り、業
務遂行に当たり人員数を必要最小限となるよう見直した。
また、出向職員の出向期間延長に係る手続を速やかに行
い、既存職員の知識及び経験の流出を最小限にとどめた。
加えて、東京 2020大会の開催期間中の運営要員として採
用した職員は、当初の契約期間どおり2020年９月末で契
約を終了し、2020年内は新たな採用を停止することで、延
期による人件費の増大を抑制した。

　2020年夏からは、延期後の大会の簡素化に伴うサービ
スのレベルや提供期間の変更等を人員体制に反映し、必
要人員数の抑制や採用時期を2021年４月以降に先送りす
る等の対応を行った。一方で、新型コロナウイルス感染症
対策に伴う業務量の増加には適切に必要人員を措置する
など、業務量の増減に応じた柔軟な人員体制を構築した。
　これらの取組により、延期後の大会運営に見合う必要最
小限の人員体制を実現した。

Tokyo 2020 Spiritの取組

　組織委員会は、多様なバックグラウンドを持つ職員で構
成されるため、それぞれの「違い」を「強み」に変え、一
人ひとりが生き生きと活躍し組織力を最大限に高めるこ
とを目的に、2015年４月、職員が共有したい価値観として
「 Tokyo 2020   Spirit」（以下「Spirit」という。）を策定した。
Spiritは「One   Team for   Our   Dreams　～みんなの夢を実
現する、一つのチーム」をスローガンとし、職員一人ひと
りが「敬意（  Respect）」、「責任（Professionalism）」、「勇
気（  Courage）」及び「変革（  Change）」を意識し行動する
ことを目的とした。また、各職場の責任者と推進担当者に
よる「  Spirit推進委員会」を設置し、職場単位でSpiritを
実践及び推進するための施策を実行するとともに、所属を
超えた職員同士の横のつながりを深めるための「スポー
ツレクリエーション」や、自身の経験や趣味、組織委員会
メンバーへのメッセージなどを記入する「プロフィールシー
ト作成」、アスリートや大会を支える人々が講演する「Spirit 
Talk」や「ランチ勉強会」、職員の声を直接聴くために毎
年実施した「コミュニケーション面談」や「メンバーアン
ケート」などの各種取組を通じ、働きやすい職場風土づく
りを推進した。
　こうしたSpiritの取組と風土づくりは、東京  2020大会の
開催時に大きな効果をもたらした。東京  2020大会では、
想定外の課題が次々と発生する時期もあったが、「One 
Team」を合言葉に、大会の成功という共通の目的に向け
て、組織委員会内だけでなく、外部の関係者や機関とも連
携し、協力することで難局を乗り切る場面が多数あった。

ダイバーシティ＆インクルージョンの取組

　組織委員会では、東京 2020大会の開催に向けて、人
権及びダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）推進の意
識向上を図るために、2017年３月に「東京 2020ダイバー
シティ＆インクルージョン戦略」を策定し、2018年 12月に
組織委員会の役職員が自らD&Iの推進を誓う「 D&I宣言」
を行った。アクションワード「 Know Differences, Show
Differences.ちがいを知り、ちがいを示す。」の下、様々な
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障がいのある職員が自ら講師となり、D&Iマインドを醸成
することを目的にした「障害平等研修」を始めとする各種
研修を行ったほか、アクセシビリティやIT技術を活用した
情報保障等、東京2020大会に関わる人のための環境整
備を行った。人事制度の整備やLGBTQに関する理解のた
めのワークショップ開催（2019年３月）などを含めたこうし
た取組が高く評価され、企業などの団体においてLGBTQ
に関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援
する任意団体「work with Pride（wwP）」が策定した
LGBTQに対する職場環境を評価する「PRIDE指標」にお
いて、2018年にはシルバー、2019年から2021年までは最
高位のゴールドを獲得した。
　D&Iの考え方を具現化した事例の一つがユニフォームで
ある。職員及びボランティアについては東京2020ゴールド
パートナーである株式会社アシックスの協力を得てユニ
セックスデザインを実現し、テクニカルオフィシャルのフォー
マルウェアについては東京2020オフィシャルサポーターで
ある株式会社AOKIホールディングスの協力を得て女性用
スカートの廃止によるパンツへの統一や、個人の嗜好に応
じて男女問わず、ネクタイ、スカーフのいずれかを選択可
能にした。

研修等の取組

　組織委員会の職員に対しては、Spirit、オリンピック憲章、
ダイバーシティ、持続可能性などについて職員共通の知識
として身に付くよう、研修（ｅラーニング）を活用した取組を
行った。これらの内容は、職員だけでなく、ボランティアへ
の研修にも盛り込んだほか、委託事業者に対する説明会
を開催し、各事業者に研修素材を提供した。こうした取組
を通じて、東京2020大会の運営に携わる全てのスタッフ
が、大会コンセプトの一つである「多様性と調和」を十分
に理解し、各々の業務の中で実践するための環境を整えた。

大会後の人材の活躍

　組織委員会では、準備段階から活躍した人材の大会後
のキャリア形成を目的に、契約職員を対象として、再就職
支援プログラムを実施した。同プログラムでは、集合型セ
ミナーや個別コーチングにより、職員のキャリアの棚卸しを
支援したほか、マーケティングパートナーを中心に、採用
予定のある企業やスポーツ関連団体を集めたジョブ・キャ
リア・フェアを開催した。また、こうした企業及び団体の
求人情報をまとめて検索でき、応募まで可能なウェブサイ
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トを立ち上げ、契約職員の情報収集、採用活動を支援し
た。こうした取組により、東京  2020大会の知見を有する多
くの人材に新たな活躍の場を提供した。

　東京 2020大会の計画準備及び運営を通じ、出身母体
や専門分野、国籍、障がいの有無、性別等、多様性に溢
れるチームで、国内外の様々な関係者と共に業務を遂行す
る経験は、国内の他の組織にはない、組織委員会特有の
人材育成と活躍につながった。
　SpiritやD&Iの取組、各種研修を通じて、組織委員会の
職員が自ら多様性と調和の価値観を身に付け、実践した
ことは、ボランティアやコントラクターを含む大会スタッフ、
ステークホルダー等の関係者が、更に大きな「One  Team」
となって東京 2020大会の成功に向けて連携するための基
盤となった。
　様々な困難を乗り越えて東京 2020大会を完遂し、ほか
では得られない知見及び経験を得た組織委員会の職員
が、出向元の企業や団体に戻り、あるいは新たな分野に
おいて活躍することを通じて、「多様性と調和」を実現し、
日本に新たな変化をもたらしていくことが、東京 2020大会
の人材面でのレガシーとして期待される。

計画調整

大会運営のための計画の策定

　組織委員会では、東京  2020大会の開催に向けて、複
雑かつ多岐にわたる準備業務を限られた期間内に確実に
行うため、関係者が密接に連携し、効果的な計画立案を
進めることが非常に重要であった。
　そこで、組織委員会は、開催準備から大会の運営に至
るまでのプロセスを４つのフェーズに分け、大会の準備段階
に応じ、適時適切な計画策定を進めた。
　助走期間となる基礎フェーズ（2013年から2015年まで）
は、東京  2020大会の開催準備を進める基礎段階として設
定された。本フェーズでは、2015年２月に、大会開催準備
の枠組みを提供する基本的な計画である「東京2020大会
開催基本計画」を策定した。本計画では、大会ビジョンを

定めるとともに、大会に必要な一連の特定サービス及び
関連サービスの提供を担当する部署である52のファンク
ショナルエリア（FA）を定義し、開催準備のベースとなる
各FAの所管業務やFA間の協力関係等について整理した。
　計画立案フェーズ（2015年から2019年まで）は、東京
2020大会のオペレーション上の具体的な準備に着手する
とともに、リオ2016大会を踏まえ計画を改善する段階とし
て設定された。本フェーズでは、大会本番時の各部門の行
動計画となるFA運営計画や会場運営計画の素案を策定
した。また、全ての会場及び施設で一貫した運営が行わ
れるように、特定の業務やサービス提供のための「ルール
（Policy）」と「実施手順（  Procedure）」の策定を進めた。
各計画の策定に当たっては、IOC及びIPCとの度重なる協
議に加え、リオ2016大会や平昌  2018大会への視察や過
去大会の実務経験者からのヒアリング等を行い、計画の
精緻化を図った。
　実践準備フェーズ（  2019年から2020年まで）は、運営
準備の演習等により、組織全体の実践力を強化し、計画
立案からオペレーションへの移行を行う段階として設定さ
れた。数多くのテストイベントや机上演習等を行い、職員
の資質向上を図るとともに、これまでに策定した各種計画
を改善した。
　大会運営フェーズ（  2020年から）は、実践準備フェーズ
で改善した各種計画に沿って、東京  2020大会を滞りなく
運営する段階として設定された。組織委員会は、万全を期
して大会の運営に臨む準備を進めていたが、2020年３月
に発表された、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大
を受けた開催延期など、実践準備フェーズから大会運営
フェーズへの移行の過程で実施準備や運営に大きな影響
を受けた。あらかじめ計画されたオペレーションは追加や
変更を余儀なくされ、最善の対策を模索しながらの本
フェーズとなったが、全てのFAが一致団結し、それぞれの
役割を機動的に果たすことで、無事に大会を終えた。

     

 
 
 

 
 

 
 

 

 

大会の準備運営におけるフェーズ
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ファンクショナルエリア（FA）一覧
English Abbreviation Japanese

1 Accommodation ACM 宿泊
2 Accreditation ACR アクレディテーション
3 Arrivals & Departures AND 出入国
4 Brand Protection BRP ブランド保護
5 Brand, Identity & Look of the Games BIL 大会のブランド・アイデンティティ・ルック
6 Broadcast Services BRS 放送サービス
7 Business Development BUS ビジネス開発
8 Ceremonies CER セレモニー
9 City Activities & Live Sites LIV 都市活動・ライブサイト
10 City Operations CTY 都市運営調整
11 Cleaning & Waste CNW 清掃・廃棄物
12 Communications （including Digital Media and Publications） COM コミュニケーション（デジタルメディア・出版物含む）
13 Communications, Coordination & Command/Control CCC コミュニケーション・コーディネーション・コマンド／コントロール
14 Culture CUL 文化
15 Doping Control DOP ドーピングコントロール
16 Education EDU 教育
17 Energy NRG エネルギー
18 Event Services EVS イベントサービス
19 Finance FIN 財政
20 Food & Beverage FNB 飲食
21 Government Relations GOV 国・自治体調整
22 IF Services （included under Sport） INS IFサービス（競技に含まれる）
23 Information & Knowledge Management IKM 情報・知識マネジメント
24 Language Services LAN 言語サービス
25 Legacy LGY レガシー
26 Legal LGL 法務
27 Licensing LIC ライセンシング
28 Logistics LOG ロジスティクス
29 Marketing Partner Services MPS マーケティングパートナーサービス
30 Medical Services MED メディカルサービス
31 NOC & NPC Services NCS NOC・NPCサービス

32 Olympic & Paralympic Family Services （including Dignitary Programme and Protocol）
OFS,PFS, 
DIP,PRT

オリンピック・パラリンピックファミリーサービス 
（要人へのプログラム・プロトコール含む）

33 Operational Readiness OPR 運営実践準備管理
34 Paralympic Games Integration PGI パラリンピックインテグレーション
35 People Management PEM 人材管理
36 Planning & Coordination PNC 計画・調整
37 Press Operations PRS プレスオペレーション
38 Procurement （including Rate Card） PRC,RTC 調達（レートカード含む）
39 Risk Management RSK リスクマネジメント
40 Security SEC セキュリティ
41 Signage SIG 標識・サイン
42 Spectator Experience SPX 観客の経験
43 Sport SPT 競技
44 Sustainability SUS 持続可能性
45 Technology TEC テクノロジー
46 Test Events Management TEM テストイベントマネジメント
47 Ticketing TKT チケッティング
48 Torch Relay OTR 聖火リレー
49 Transport TRA 輸送
50 Venue Management VEM 会場マネジメント

51 Venues & Infrastructure （including Venue Development and General Infrastructure） VNI 会場・インフラ（会場設営・一般的なインフラ含む）

52 Villages Management VIL 選手村マネジメント



     

 

 

 

 

関係者との連携強化

　このような段階的な計画策定と同時に、関係者間の連
携を進める取組を実施した。まず、組織委員会内の連携
強化として、各 FAの計画担当者が定期的に集まり、各計
画の内容、各ステークホルダーに対する提供サービスのレ
ベルの検討や確認などを目的とするFA横断的な検討チー
ムである「 Planning One Team」を設置した。この検討チー
ムにおいては、時にはオリンピアンやパラリンピアン、オリ
ンピック・パラリンピック競技大会の運営経験者等を迎え
て、上述したFA運営計画等の東京 2020大会の運営に関
する重要なテーマについて情報共有や議論を行った。
　また、組織委員会とIOC及び IPCとの連携の強化を図っ
た。重要事項の調整のために、IOC及び IPCとのテレビ、電
話等を用いた遠隔会議（テレカンファレンス）を、各団体
の幹部レベルで定期的に開催するとともに、主な課題の進
捗管理についても優先度を念頭にフォローを図った。特に
影響度の大きい重要課題については、イシュー・リゾリュー
ション・グループ（ Issue Resolution Group）と呼ばれる天
候や輸送等テーマ別のワーキンググループを設定し、IOC、
IPC、IF、組織委員会等の各団体の関係部門が参加して集
中的に議論することで課題の解決を図った。

会場チーム体制

　東京2020大会の開催時の運営体制を見据えて、組織
委員会では、フェーズに合わせて、52のFAで構成される
「機能別組織」の体制から、43の競技会場及び主要な非
競技会場（選手村、国際放送センター（以下「IBC」とい
う。）及びメインプレスセンター（以下「M  PC」という。また、
共通の施設を使用するIBCと総称して「IBC/MPC」という。）
ごとに関係  FA及び外部機関で構成される「会場チーム」
を編成する「会場別組織」の体制（会場チーム体制）へと
段階的に移行した。過去大会を参考に、スポーツマネー
ジャーの採用を皮切りとして、会場整備責任者（サイトマ
ネージャー）や会場責任者（ベニューゼネラルマネージャー
（   Venue   General Manager。以下「VGM」という。）の任命、
FAにおける会場専任者の選定を進め、2020年  2月までに
会場チーム体制への移行を完了した。延期決定後は会場
チーム体制を維持しつつ、延期に伴う計画見直しに伴い、
機能別組織の体制も並行させて、課題の検討や計画の見
直し等の業務に対応した。

スポーツマネージャーの採用

　会場チーム体制の構築に当たっては、初めに、各競技
部門の責任者となるスポーツマネージャーの採用を開始し

た。スポーツマネージャーは、IFを始めとするステークホル
ダーと緊密に連携しながら、担当競技に係る計画の管理
や運営を担う人材である。スポーツマネージャーには高い
専門性が求められるものの、欧米諸国と比較して、日本に
は職業としてスポーツ部門に従事する専門人材が少なく、
その確保が極めて困難であるため、東京  2020大会の開催
までに、海外からの登用を含めたしかるべき人材の確保や
国内人材の育成を図る必要があった。
　人材の確保に当たっては、日本国内に人材面でのレガ
シーを大会後に残せるよう、国内人材を優先することとし
た。競技運営の専門的知見を有するNFから、知識と経験
を有し、スポーツマネージャーとしての責任を果たせる人材
の推薦を受け、当該候補者を組織委員会で選考し、IFの
承認を得た上で採用した。また、国内で最適な候補者が
見つからない場合は、経験や専門的な能力を継承できる
ようIFと協議して、海外人材を候補者とした。
　人材育成上、直前の夏季大会であるリオ2016大会に参
加することが極めて重要であったことから、2015年  10月に
は各競技のNFに候補者の推薦を依頼し、2016年  8月まで
におおむね必要な人員数を確保した。
　スポーツマネージャーは、採用当初は非常勤であった
が、テストイベントの準備が本格化する2017年度から常勤
化を進めた。これは、当初  2018年度からの予定であった
常勤化を、スポーツマネージャーの役割を重視するIOCの
意見やスポーツマネージャーに求められる業務量、スポー
ツ局の体制の早期強化などを総合的に勘案し、1年前倒し
にしたものであった。
　スポーツマネージャーは、会場チームにおける中心的な
ポストであり、チームの構築の過程で様々な調整があり、時
に激しい議論も行われたが、こうした早期の体制構築が、
結果的にコロナ禍という史上初の状況下でも、問題を主
体的に見いだし、チームとして解決していくプロセスにつな
がった。
　また、様々な競技や会場のスポーツマネージャー、会場
チーム間の連携についても、通常であれば単独の競技や
会場の中にとどまってしまうところ、他競技の知見を学ぶ機
会になった。加えて、オリンピック競技大会とパラリンピッ
ク競技大会の間においても、例えば、東京  2020オリンピッ
クの開催期間中には、その後実務を担う東京  2020パラリ
ンピックの会場チームがサポートに入り、東京  2020パラリ
ンピックの開催期間中には、職務を終えた東京  2020オリ
ンピックの会場チームがサポートに回るといった効果的な
連携を行った。
　こうした競技間や、オリンピック競技大会とパラリンピッ
ク競技大会との連携は、今後の我が国のスポーツ振興に
おいても貴重な資産となった。
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サイトマネージャー及びベニューゼネラルマネージャー
の配置

　スポーツマネージャーの採用と並行して、会場整備の責
任者となる「サイトマネージャー」について、東京都やその
他の地方自治体、民間企業等から技術職の出向者を確保
し、2016年  4月にはおおむね必要な人員数を確保した。
　次に、競技会場及びその周辺の運営における最終責任
者となる「ベニューゼネラルマネージャー（VGM）」につい
て、2018年  12月より順次候補者の配置を行った。VGMは、
プロジェクトチームに位置づけられる会場チーム体制を効
果的に機能させるための全体調整をリードできる人材が
必要であったことから、イベント経験、マネジメント経験、
リーダーシップ等を加味して候補者を選定した。また、2018
年度よりVGMを始めとし、会場マネジメントFA（  VEM）及
び会場・インフラFA（  VNI）の部課長及びスポーツマネー
ジャーを対象に、多様な人材をメンバーに持つ組織として
のリーダー像や心構えを共有するリーダーシップ研修を実
施した。その後、会場チーム体制における運営計画の策
定等に従事することを通じてVGMとしての適性を見極め、
2019年  4月に正式にVGMとして任命した。
　また、会場ごとに直面する課題の困難性や準備進捗状
況を勘案し、段階的にVGMを補佐する役職者（  DVGM
（  Deputy   VGM））を選任し、配置した。

専任担当者の配置

　FAの会場チーム体制の専任担当者の選定は、大きく3
段階に分けて実施した。1段階目は「VEM」、「競技FA
（SPT）」、「VNI」といった会場運営の中心となるFA（リー
ドFA）、2段階目は「セキュリティFA（  SEC）」、「輸送F A
（TRA）」、「テクノロジー  FA（TEC）」、「イベントサービス
FA（  EVS）」などの会場におけるステークホルダー向けの
主要なサービス提供を担うFA（コアFA）、3段階目はその
他の関係  FA（エクステンドFA）と定め、順次担当者の確
保に努めた。コアFA、エクステンドFAについては、会場
運営計画の策定に当たり、複数会場を担当するところから
始まり、2019年  4月以降、段階的に各会場の専任担当者
として選任し、配置した。コアFAについては、各会場の専
任担当者を2019年度中におおむね配置し、エクステンド
FAは競技開始  4週前までに確保する方針に基づき、順次
再配置及び採用を行うことで必要な人員数を確保した。
　段階的に組織構築を行ったことにより、時間をかけた職
員の知識習得やFAをまたがる職員同士の一体感の醸成
につながり、東京  2020大会の成功に大きく寄与した。

計画フェーズから運営フェーズへ

　東京  2020大会の開催に向けての準備段階は、次の
フェーズに分けられた。まず、招致決定を受け、招致計画
をベースに実際の開催計画に転換し、その過程で財務計
画も招致段階のものからより網羅的なものに転換していく。
これは  2016年  12月の財務計画（生涯予算  V1）の作成で
一区切りとなった。
　その後、このV1をベースに財務計画を改定していくとと
もに、会場運営計画、輸送計画、警備計画等をブラッシュ
アップしていくフェーズに移った。この段階は基本的には会
場ごとではなく、プロトタイプとして東京  2020大会におけ
る共通の計画を作り上げていく過程であった。したがって、
ここでイニシアティブを取るのは、言わば縦軸となる各局
及び各  FAとなった。
　他方、実際の大会期間のオペレーションのメインは各会
場となるため、言わば横軸となる会場ごとの体制を構築す
る必要があった。これが、前述の会場チームの編成である。
　理念的には、まずは現場となる会場ごと及び競技ごとの
計画を策定してから、それらを統合し、調整していくという
プロセスも考えられたが、オリンピック・パラリンピック競
技大会は、数十にわたる競技及び会場を同時並行的に運
営していくことから、これまでの過去大会の経験も踏まえ、
まずは機能別の計画を作成し、それが仕上がった段階で
各競技及び会場ごとの特性に合うように調整していくこと
で、効率的かつ整合的に計画策定を進めていくことが必要
であった。
　この際、運営体制を縦軸（各局及び各F  A）から横軸（各
会場）に転換しても、東京  2020大会の準備段階から開催
期間中に至るまで縦軸の機能は残るため、運営フェーズに
おいては、この縦軸と横軸全体を漏れなく、整合的に整理
しながら準備を進め、最終的には大会の開催にスムーズに
結び付けていくことが大きな課題であった。
　東京  2020大会の開催に向けた、こうした縦軸及び横軸
の運営上の進捗や課題の共有を図るため、2018年  6月に
「ゲームズ・デリバリー・オフィサー（  GDO、大会開催統
括）」を選任した。2019年  1月には、GDOが所管するGD
室を発足させ、MOCミーティングを開催し、計画フェーズ
から運営フェーズへの移行を進め、東京  2020大会の開催
時の体制に整えた。
　また、東京 2020パラリンピックの開催準備をより一層強
力に推進し、国内外にパラリンピック競技大会の重要性を
打ち出すため、2020年  1月に、東京  2020パラリンピック
の開催に関する、各局事業の統括及び総合調整に関する
業務並びにその他の必要な業務を担う「パラリンピック・
ゲームズ・オフィサー（PGO）」を選任した。
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3 開催都市・東京都とオールジャパンの連携
⑴ 開催都市・東京都

東京都の体制

　東京都は、都のスポーツ行政の総合的な推進を図るた
め、2010年７月に「スポーツ振興局」を設置した。その後、
2013年９月に東京  2020大会の開催が決定したことを受
け、当該大会の開催準備を確実に進めるとともに、都のス
ポーツ行政をより一層推進するため、2014年１月１日付けで
「オリンピック・パラリンピック準備局」に改組した。
　また、これに続き、東京  2020大会の開催に向けた準備
を、計画的、効率的かつ円滑に実施するため、全庁横断
的な会議体として、「  2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会実施準備会議」を設置し、関係各局との緊
密な連携を図った。同会議では、東京  2020大会の開催
に向けた全庁的な課題や開催準備に伴う関係各局等との
連携及び関係機関との協力体制等について、協議及び検
討を行った。
　こうした体制の下、東京都は、開催都市として東京2020
大会を成功に導くため、関係機関と連携し、準備を進め
ていった。準備に当たっては、東京  2020大会を成熟都市
東京が更に躍進を遂げるための絶好の機会と捉え、東京
2020大会の成功はもとより、開催を契機に、もっと安全・
安心な「セーフ シティ」、誰もが希望を持っていきいきと生
活ができる「ダイバーシティ」、世界に開かれた環境・金
融都市である「スマート シティ」の実現を目指し、様々な
取組を実施した。

　東京 2020大会の開催直前の2021年７月には、知事を
本部長とした全庁的な体制として「東京 2020大会開催都
市本部」を設置し、都市オペレーションセンター（詳細は
後述。City Operation Centre。以下「COC」という。）と庁
内の関係各局等とのより円滑かつ迅速な調整を実現する
とともに、大会を契機に推進する事業など、COCが連絡調
整する範囲外の業務についても、情報を一元的に集約す
ることで、開催都市としての万全の体制を整えた。

東京都の主な取組

　東京都は、開催都市として組織委員会が行う東京2020
大会の準備及び運営を全面的にバックアップするとともに、
大会の開催期間中の都市活動が正常に行われ、また、大
会の終了後には、より良いレガシーとして残り、都市活動
を支えられるように次のような様々な対策を講じた。

１　競技会場等の整備

　東京都は、東京  2020大会の競技会場として新規恒久
施設を６施設、既存施設を２施設、計８施設を整備した。東
京  2020大会で東京都が新たに整備する施設については、
大会の終了後も都民共有の財産として末永く親しまれ、有
効活用される施設とするための意見を広く求めるため、
2014年  12月に、外部有識者等で構成する「アドバイザリー
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会議」を設置し、民間事業者や競技団体、地元自治体等
の意見を幅広く聴きながら、新規恒久施設の活用方策の
検討を進めた。2017年４月には、こうした議論を踏まえ、東
京2020大会の終了後の施設運営の指針として「新規恒久
施設の施設運営計画」を策定し、公表した。
　また、東京 2020大会の終了後は、大会で使用した競技
施設を始め、スポーツ施設の新たな魅力を最大限発揮し、
スポーツを中心に様々な目的で都民が集うことができる
拠点にしていくこととした。

２　選手村の整備

　選手村は、中央区晴海の約 44haの都有地を活用して
整備を行った。選手村の宿泊棟等については、2014年 12
月に東京 2020大会の終了後の選手村予定地の基本的な
考え方を「選手村　大会終了後における住宅棟のモデル
プラン」として取りまとめた。このモデルプランを基に、東
京都が施行する市街地再開発事業において特定建築者
が整備中の住宅棟を組織委員会が一時借用し、大会の開
催期間中に宿泊棟として活用した。
　また、東京 2020大会の終了後は、民間事業者のノウハ
ウを活用し、都心から近く海に開かれた立地特性を生かし
て、子育て世帯、高齢者、外国人といった「多様な人々が
交流し、いきいきと生活できるまち」にしていくこととした。

３　都市ボランティア

　都市ボランティアは、空港や主要駅、競技会場周辺等
における交通案内や観客案内等を行った。参加気運の醸
成、募集、面談、研修等は、2016年  12月に組織委員会
と共に策定した「東京  2020大会に向けたボランティア戦
略」に基づき、大会ボランティアと可能な限り一体的に取
り組んだ。
○参加気運の醸成
　2015年９月にボランティア関連団体、組織委員会、国、
関係自治体等の参加の下「東京都ボランティア活動推
進協議会」を設置し、参加気運の醸成やボランティア活
動の推進を行った。2015年から2018年まで組織委員会
と共に「東京2020大会に向けたボランティアシンポジウ
ム」を開催し、2016年３月には、ウェブサイト「東京ボ
ランティアナビ」を設置して、東京  2020大会のボランティ
ア活動の魅力等を発信した。
○ 大会前の取組（募集、ネーミング、面談及び説明会、
研修、感染症対策、参加気運の維持）

　2018年６月に募集要項を公表。同年９月から12月にか
けて参加者を募集した結果、3万6,649名が応募した。
募集と並行して募集説明会を全  20回開催し、東京都や

組織委員会から募集内容等を説明した。2019年１月に
ボランティア応募者の投票により、ネーミングが「シティ 
キャスト」に決定した。
　2019年２月から同年７月にかけて面談及び説明会を
開催し、活動内容や今後の予定を説明するとともに、参
加者の活動に当たっての意向や配慮を求める事項を確
認した。面談及び説明会には3万  1,597名が参加した。
　2019年  10月から翌年２月にかけて共通研修を実施し、
東京2020大会の概要やボランティアの心構え等の基本
的情報を提供した。新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、2020年２月22日以降の開催分をいったん
延期したが、同年８月よりオンライン研修として再開した。
　東京  2020大会の開催延期決定後の2020年８月、参
加者へのアンケートを実施した。回答した1万3,480名
のほとんどが大会開催時の活動に期待する一方、８割が
感染症の状況を心配と回答した。2021年３月、コロナ
対策調整会議の整理や専門家の知見等も踏まえ、様々
な具体的対策を定めた感染予防マニュアルを作成した。
また、同年６月には検査の実施やワクチン接種機会の提
供等の取組を追加した。加えて、参加気運維持のため、
シティ キャストに定期的にメールを送信し、東京  2020大
会の準備状況等を伝えたほか、オンライン交流会を開催
した。
○大会期間中の取組
　無観客開催の決定に伴い、観客案内の活動に代え、
空港での選手等の出迎え及び見送り、聖火台周辺での
来場者への呼び掛け、学校連携観戦に参加する児童及
び生徒の案内、タブレット端末や遠隔操作のロボットを
活用したリモート案内等の活動を実施し、1万   1,913名が
延べ２万  676回活動した。また、親子でシティ キャストの
活動を体験する取組を行い、231組の親子が参加した。
障がいの有無にかかわらず安心して参加できる環境を
提供するため、介助者と一緒の活動、事務局による付
添いや声掛け、手話や筆談による説明等を行った。
　シティ キャストに接した東京  2020大会の関係者が感
謝のメッセージをSNSから発信するなど、おもてなしの
心にあふれたシティ キャストの活動には国内外から数多
くの評価及び称賛の声が寄せられた。
○ 安全・安心な活動環境の提供（感染症対策及び暑さ
対策）

　感染症対策については、活動前の検査や、希望者に
ワクチン接種機会を提供する取組を実施。活動前の検
温と体調確認、マスクの配布、こまめな手指消毒、距離
の確保等の対策も徹底した。暑さ対策については、連
続する活動時間を最大 60分とし、空調の効いた控室を
用意したほか、冷たい飲料水や保冷剤付きネッククー
ラー等を配布した。活動中は人と離れた日陰でマスクを
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外し、こまめな水分補給を行うよう注意喚起も行った。
○大会後の取組
　シティ キャストの活躍に感謝するため、東京  2020大
会の終了後に東京都知事からの動画メッセージを送信
し、2021年  10月には感謝状贈呈式を開催した。東京
2020大会の終了後に行ったアンケートでは回答者の
96％が今後もボランティアを続けたいと回答した。加え
て、東京都が開設したボランティア情報のポータルサイト
「東京ボランティアレガシーネットワーク」では、興味及
び関心に応じた情報を継続的に提供し、活動継続を支
援している。

４　交通ネットワークの整備

　東京2020大会の開催期間中の円滑な関係者等の輸送
の実現と、経済活動の維持との両立を図るため、これまで
計画された交通需要マネジメント、交通システムマネジメン
トなどに係る「交通マネジメントの基本的な考え方」を基
本に、新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、交通行
動の変化などを踏まえて、必要な見直しを図った。
　東京  2020大会の関係者の輸送については、オリンピッ
ク・ルート・ネットワーク（ORN）又はパラリンピック・ルー
ト・ネットワーク（PRN）の設定を行い、観客及び大会ス
タッフの輸送については、競技会場と観客利用想定駅との
間を通行する経路の設定を行った。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、東京  2020大会
は多くの会場で無観客での開催となり、観客に係る取組は
中止又は縮小することとなったが、大会の終了後、ベイエ
リアでは、大会の開催に合わせて整備を進めた「東京
BRT」などの交通ネットワークを生かし、CO  2を排出しない
車両（  Zero   Emission Vehicle、ZEV）などを活用した公共
交通モデルを構築するなど、人を中心にしたサステナブル
な都市を実現することとした。

５　セキュリティ

　開催都市として、世界から訪れるアスリートや大会関係
者等全ての人々の安全・安心を万全の体制で確保するた
め、治安対策、サイバーセキュリティ、災害対策及び感染
症対策を想定した「東京 2020大会の安全・安心の確保
のための対処要領」を2018年３月に策定した。７月に庁内
各局、組織委員会のほか、区市町村、関係省庁及び重要
インフラ事業者等関係機関との連携及び協力体制による
官民一体となった危機管理体制の強化のため「東京
2020大会に向けた東京都安全・安心推進会議」を設置
し、図上訓練や実地訓練等を重ねることで検証及び見直
しを行い、対処要領の実効性を高めた。2020年３月に東

京 2020大会の開催が延期となった以降も、感染症対策
に係る情報の共有等を図るなど継続的に危機管理体制の
向上に努めた。
　東京2020大会の開催期間中は、都庁内に設置したCOC
を通じて、国や組織委員会等の関係機関と都内の治安や
サイバーセキュリティなど大会運営情報等の共有を行った。
　東京 2020大会の終了後は、将来の世代にわたって、都
民や東京を訪れる人々の安全・安心が守られる「世界一
安全・安心な都市」東京を実現することとした。

６　聖火リレー、開催気運の醸成、文化プログラム、事
前キャンプ

　聖火リレーの実施に向け、東京都は、2018年７月に東
京都聖火リレー実行委員会を設置し、区市町村等関係機
関と連携しながら、都内ルート案及びセレブレーション（聖
火到着式）会場案の選定、聖火ランナー選定及び警備計
画の策定を行った。東京 1964大会の開催時はアメリカ合
衆国の統治下であった世界自然遺産である小笠原諸島で
も初めてオリンピック聖火リレーを実施し、多くの島民に平
和の祭典の意義を伝えることができた。
　また、東京 2020大会の開催の雰囲気を盛り上げ、東
京の魅力を世界に発信するため、開催都市として、組織委
員会、国、都内区市町村、全国自治体等の関係機関と連
携し、大会の気運醸成を図ってきた。
　具体的には、リオ2016大会から引き継いだオリンピック
旗及びパラリンピック旗が都内全区市町村及び被災地を
巡回した「フラッグツアー」や、東京 2020大会の開催の２
年前や１年前などの節目にカウントダウンイベント等を実
施し、都民及び国民やアスリートを始め、多くの参画を得
た。また、東京 2020大会を文化の面から盛り上げるため、
都の文化プログラムを「 Tokyo Tokyo FESTIVAL」と銘打
ち、多彩な事業を展開して、東京都の芸術文化の魅力を
発信した。「まちなか」での展開やオンラインの活用などに
より、時間や場所の制約を超え、誰もが気軽に芸術文化
に親しむ環境づくりに繋がるなどの成果を得た。

オリンピック聖火リレー（小笠原村（父島））
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パラリンピック聖火リレー都内到着式
（都立代々木公園織田フィールド）

　東京 2020大会の開催直前には、都内の道路、空港、主
要駅等を大会ルックによるフラッグやバナー等で装飾する
とともに、都内各所でオリンピック・パラリンピックシンボ
ルや大会マスコット像等を配置し、大会の雰囲気を高め
た。また、東京 2020大会の開催期間中は、集客型のライ
ブサイトやパブリックビューイングの実施方針を転換し、
ウェブサイト上での大会の見どころや競技紹介、文化国際
交流の発信など、デジタル技術を活用した大会の盛り上げ
に取り組んだ。
　さらに、事前キャンプにおいて、東京都は、誘致主体で
ある都内区市町村や東日本大震災の被災県を始め、全国
の道府県に対して事前キャンプについての情報提供や各
国 NOCへのPRの協力等を行った。
　加えて、東京 2020大会の終了後は、大会の開催を象徴
する施設や場所等に名称を付与し、大会の開催を記念す
るものをレガシーとして設置するなど、かけがえのない感動
と記憶を、心のレガシーとして次世代に引き継いでいくこと
とした。

７　パラリンピック

　東京2020パラリンピックを史上最高のパラリンピック競
技大会として成功させるため、組織委員会やJPCなどの関
係機関と連携し、東京 2020大会の気運醸成を図るととも
に、パラリンピック競技の普及啓発を実施した。
　また、障がいの有無にかかわらず、全ての人にとってア
クセシブルな大会を実現するため、都立競技会場につい
て、組織委員会が 2017年３月に公表した「 Tokyo2020 ア
クセシビリティ・ガイドライン」を踏まえるとともに、障がい
のある人や学識経験者等からなる「アクセシビリティ・ワー
クショップ」を設置し、もらった意見を反映させて整備及び
改修を行った。また、会場へのアクセス経路のうち、アク
セシブルルートのバリアフリー化や心のバリアフリー推進
に向けた取組を行った。
　東京 2020大会の終了後は、こうした取組を機に、ソフ

ト及びハード両面での質の高いバリアフリー環境整備など
ユニバーサル・デザインのまちづくりを展開し、新型コロ
ナウイルスを乗り越え、再び世界中の人々が集まり、障が
い者、高齢者、外国人等誰もが安心及び快適に暮らせる
東京を目指していくこととした。

８　多言語対応

　2014年に、国、東京都、自治体及び民間団体等からな
る「 2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多
言語対応協議会」を設置し、官民一体で多言語対応の取
組を推進した。さらに、東京 2020大会時に、訪日外国人
等のスムーズな誘導や災害時の対応に活用するため、競
技会場等のアナウンスの内容を翻訳し、スマートフォン上に
文字で表示する多言語放送システム（ Sound UD）を都立
12施設等に整備した。大会期間中は、組織委員会と連携
し、総務省の技術協力を得て、本システムを含めた様々な
多言語によるアナウンス等を関係者等に対して実施した。
これらを東京 2020大会のレガシーとして、将来にわたり、
訪日外国人等が円滑に移動し、安心して過ごせるよう、今
後も様々な多言語化の取組を推進していくこととした。

９　復興

　東京都は、東京  2020大会を契機に東日本大震災の被
災地の復興の姿を世界に届け、被災地との絆を次代に引
き継ぐため、「スポーツを通じた被災地との交流」を目的
として、被災地と東京をランニングと自転車のリレー形式で
つなぐ「未来（あした）への道  1000㎞縦断リレー」や、被
災県へトップアスリートを派遣し、各県ごとのニーズや地域
の実情に応じたスポーツプログラムを実施した。また、被
災県の子どもたちの東京のスポーツイベント等への招待や、
「教育及び文化を通じた被災地との交流」を目的として、
被災地等と連携した障がい者スポーツ体験活動などのオ
リンピック・パラリンピック教育における交流など、次世代
を担う被災地の子どもたちや若者に向けた活動を行った。

復興祈念植樹（有明アリーナ）
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さらに、復興へと歩む被災地の姿を世界に発信し、多くの
人々から受けた支援への感謝を伝えるため、世界に向けた
復興支援映像の作成や海外メディアを対象とした被災地
取材ツアー、有明アリーナにおける復興祈念植樹、東京
2020大会の開催期間中のオリンピックスタジアム横への
「東京2020 復興のモニュメント」の設置、大会の終了後
の被災県への移設及び寄贈、MPCにおける復興情報発信
ブースの設置など、様々な取組を行った。

10　大会後のレガシーを見据えた取組

　東京2020大会の開催準備に当たっては、大会を契機

に、競技施設や選手村の後利用等のハード面と、スポー
ツへの関心の高まり、環境に対する意識の向上、文化振
興、共生社会づくりや経済の活性化等のソフト面の両面か
ら価値あるレガシーを残していくことを基本的な考えとし、
2015年12月に、大会後のレガシーを見据えた「2020年
に向けた東京都の取組」として取りまとめた。また、新型
コロナウイルスの影響により１年延期となった東京2020大
会の開催直前となる2021年７月には、これらのハード及び
ソフト両面にわたる多面的な取組により創出されるレガ
シーを分かりやすく発信するため、「大会後のレガシーを見
据えた東京都の取組－2020のその先へ－」を取りまとめ、
公表した。

東京都と組織委員会のそれぞれの主な取組事項

事　項 東京都の取組 組織委員会の取組

1 競技会場等の整備

◆  新規恒久施設の整備及び後利用の検討、
既存都立施設の改修

◆  組織委員会の仮設施設整備への支援、工
事中の交通対策の調整

◆  仮設施設の整備

2 選手村
◆  宿泊施設・基盤の整備及びレガシーの検討
◆  組織委員会の仮設施設整備への支援

◆  仮設施設の整備、大会時の運営・サービス

3 ボランティア

◆  ボランティアへの参加気運の醸成
◆  競技会場周辺における観客案内等を行う
シティ キャスト（都市ボランティア）の募集・
研修・運営

◆  競技会場や選手村などの大会関係施設に
おいて大会運営を支えるフィールド キャスト
（大会ボランティア）の募集・研修・運営

4 輸送
◆  経済活動・都民生活への影響を最小化する
交通需要マネジメント、インフラ整備

◆  輸送運営計画の策定、大会時の輸送運営
全般、車両・運転手の手配

5 セキュリティ
◆  開催都市として、都内全域の治安・サイバー
セキュリティ・災害・感染症等への対策

◆  大会の会場・施設の警備全般に係る関係機
関との調整など

6 聖火リレー
◆  都内ルート案・セレブレーション（聖火到着
式）会場案の選定、聖火ランナー選定・警
備計画の策定

◆  ルート選定基準等の策定、全国の巡回日数
やルートに係るIOCとの調整

7 開催気運の醸成
◆  オール東京での開催気運盛り上げのため
の事業実施、ライブサイトやシティドレッシン
グの展開、区市町村等との連携

◆  全国の様々な団体の気運醸成の取組との
連携

◆  海外を含めた情報・イベントの発信、IOC・
大会スポンサーとの調整

8 事前キャンプ
◆  都内区市町村や被災地の事前キャンプの
誘致を情報提供やPR活動で支援

◆  国際競技連盟の技術要件を満たす競技施
設などをまとめた候補地ガイドを公開

9 多言語対応の推進
◆  交通機関、道路、飲食店、宿泊施設などに
おける表示・標識等の多言語対応の推進

◆  競技会場内部及びその周辺における多言
語対応の検討

10 パラリンピック
◆  ハード・ソフト両面のバリアフリー化の推
進、障がい者スポーツの普及拡大

◆  メディアを活用した広報

◆  大会の準備全般、メディアの注目と露出の
最大化



 

条例の整備

　東京都は、東京  2020大会の開催を見据えて、大会の
招致の決定後、大会の準備と並行して、都市活動の様々
な場面で適用される条例の整備に取り組んだ。
　2018年  10月には、いかなる種類の差別も許されないと
いう、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が広
く都民等に一層浸透した都市となることを目的として、「東
京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実
現を目指す条例」（平成3  0年条例第9  3号）を制定した。
　また、2013年に「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律」（平成2 5年法律第6  5号。以下「障害者
差別解消法」という。）が成立し、東京2020大会に向けて、
バリアフリー法が改正された。これを受け、東京都におい
ては、2019年３月に「高齢者、障害者等が利用しやすい
建築物の整備に関する条例（平」 成15年条例第155号。以
下「建築物バリアフリー条例」という。）を改正し、宿泊施
設における車いす使用者用客室以外の全ての客室につい
て、国内で初めて整備基準を条例化した（平成3  1年条例
第49号）。また、「  Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラ
イン」の考え方を「東京都福祉のまちづくり条例」（平成
７年条例第  33号）に反映しており、具体的には、車いす使
用者用観覧席及び客席からのサイトラインの配慮につい
て、整備基準に追加するなどの改正を行った。これにより
障がいの有無に関わらず誰もが暮らしやすい環境の整備
が進んだ。
　さらに2018年には、IOCと世界保健機関（WHO）が、
2010年７月に調印した「たばこのないオリンピックを目指
す合意文書」や当時審議中であった健康増進法の改正案
を踏まえ、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止
するため、「東京都受動喫煙防止条例」（平成3  0年条例
第75号）を制定、2020年４月１日には法及び条例とも全
面施行し、２人以上の人が利用する施設での原則屋内禁
煙や小・中・高等学校等の敷地内屋外の喫煙場所設置の
禁止（努力義務）などの受動喫煙防止に向けた対策を推
進した。
　加えて、2020年  3月には、東京  2020大会の歴史的価
値を継承するとともに、大会の開催経費等の検証を行うた
め、組織委員会が保有する全ての文書等の適切な保管及
び承継に必要な措置を講じ、もって大会に対する都民の信
頼の向上を図ることを目的に、「東京二〇二〇オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継
に関する条例」（令和２年条例第5  1号）を制定した。

東京都議会の活動

　東京都議会では、東京 2020大会につながる2016年大

会の招致の段階で、調査審議及び必要な活動を行うこと
を目的として、2006年  10月に「オリンピック招致特別委員
会」が設置され、2008年６月までに計13回開催された。同
年６月には「オリンピック・パラリンピック招致特別委員会」
と改称し、2010年６月までに計  16回開催されるとともに、
2008年９月には北京  2008大会の開催状況の調査のため、
北京市を視察した。その後、2020年大会の東京招致に向
けて、2011年12月に改めて同特別委員会が設置され、201  3
年12月までに計2  1回、調査審議等を実施するとともに、
2012年８月にはロンドン2012大会の開催状況の調査のた
め、ロンドン市を視察した。
　また、2011年  10月には、2020年に開催されるオリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の東京招致を求める「第3  2回
オリンピック競技大会及び第  16回パラリンピック競技大会
東京招致に関する決議」を行うとともに、2006年２月に超
党派で設置された「東京都議会オリンピック・パラリンピッ
ク招致議員連盟」においては、国内招致気運を高めるた
め、2012年６月から８月にかけて、全国  46の道府県と20
の政令指定都市を訪問して協力を依頼し、その結果、全
国の38道府県及び  18政令指定都市の議会で、招致決議
を得ることができた。さらに同年９月からは都内の招致気
運を高めるため、各種団体等に対して東京招致を求める
署名活動を行い、目標の100万人を大きく超える180万人
の署名を集めるなど、様々な支援を行った。
　2013年９月の東京  2020大会の開催決定後には、同年
10月に、開催に向けた調査や検討などを行うため「オリン
ピック・パラリンピック推進対策特別委員会」が設置され、
2015年12月までに計27回開催された。同年12月には「オ
リンピック・パラリンピック等推進対策特別委員会」と改称
し、2017年６月までに計  25回開催された。そして、同年８
月には「オリンピック・パラリンピック及びラグビーワールド
カップ推進対策特別委員会」が設置され、2020年３月ま
でに計  36回、同年３月に「オリンピック・パラリンピック推
進対策特別委員会」と改称して2021年６月までに計７回開
催された。同年８月には「オリンピック・パラリンピック特
別委員会」が設置され、2022年２月時点で計５回開催さ
れた。各委員会では、競技会場や施設等の整備状況、東
京  2020大会の開催時における輸送やセキュリティなどの
大会運営、聖火リレーやライブサイトなどの気運醸成、新
型コロナウイルス感染症への対策、大会経費などについて
調査及び検討を行い、議論を重ねた。その他、都議会と
して海外諸都市の施策の実施状況などを確認するため、ア
テネやロンドン等の視察も行った。
　さらに、2013年  10月には、「第3  2回オリンピック競技
大会及び第  16回パラリンピック競技大会東京開催の成功
に関する決議」を、2014年  11月には、競技種目の普及発
展のために「  2020年東京大会における野球・ソフトボー
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 ルと空手道の競技実施を求める決議」を、2020年 10月に
は、新型コロナの影響で史上初の１年延期となったことを
踏まえ、日本にとって「復興オリンピック・パラリンピック」
であると同時に、世界にとってはコロナ後に向けた大会と
なる東京 2020大会の開催と成功に向けて「東京 2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会の開催と成功に関する
決議」を行うなど、都議会は開催都市である東京都と共に
車の両輪となって取り組んだ。また、2015年度から2020
年度までの計６回、東京都との共催により、全国自治体向
けのシンポジウムを開催するなど、東京 2020大会の開催
に向けたオールジャパンでの取組を推進した。
　加えて、招致議員連盟については、東京 2020大会の開
催決定に伴い 2013年９月に「東京都議会 2020年オリン
ピック・パラリンピックを成功させる議員連盟」に改称し、
全国自治体向けのシンポジウムにおいて活動を行うととも
に、平昌2018大会を始め、新規恒久施設やテストイベン
ト等を視察し、施設のアクセシビリティの整備状況や運営
手法の調査及び確認を行うなど、大会の成功に向けた活
動を行った。

都内区市町村の取組

　東京 2020大会の準備及び運営や気運醸成のため、都
内 62の区市町村により様々な取組が実施された。
　区市町村職員の組織委員会への派遣といった人的支
援のほか、自治体の所有する土地や施設を公式練習会場
や駐車場用地として東京 2020大会のために提供するな
ど、多方面にわたり、各自治体から積極的な支援があった。
　また、公道を使用して行われる自転車競技（ロード）や
トライアスロン、パラリンピックのマラソンにおいては、組
織委員会と連携し、各競技で使用されるコースの沿道に関
する様々な調整を進めた。例えば、自転車競技（ロード）
では、コース沿道への資機材設置及び撤去や沿道観戦者
への対応等を行うコースサポーターの募集を行った。
　さらに、放送用通信回線の整備や各種看板設置のため
の区道又は市道の占用許可、関係者輸送のための交通規
制や案内板の設置などについて、組織委員会との緊密な
連携及び協力の下、円滑に実施した。
　パラリンピック聖火リレーにおいては、「東京 2020パラ
リンピック聖火（東京都の火）」を作るため、都内 62区市
町村全てがそれぞれ独自の手法で採火を実施した。
　ボランティアの募集を独自に行った自治体もあり、採用
されたボランティアは、自転車競技（ロード）のコースサ
ポーターやパラリンピックの採火式など様々な場面で活躍
した。
　気運醸成に関しても、東京 2020大会の開催前及び開
催期間中の様々な場面で大会を盛り上げる取組が行われ

た。都市装飾や東京 2020参画プログラムに加え、東京
2020大会の開催２年前や１年前のタイミングに合わせてイ
ベント等を企画するなど、区市町村独自の取組も多く実施
された。

都内区市町村及び全国自治体との調整

　東京  2020大会を成功させるために、都内区市町村を
始め、全国自治体との連携を推進する体制を構築した。
　都内区市町村に対しては、特別区長会、東京都市長会、
東京都町村会などの場を通じて、オリンピック・パラリン
ピック競技大会に係る情報提供等を行うとともに、都内全
域で気運醸成を図り、大会を契機とした様々な事業を大会
後のレガシーとして地域に根付かせるため、気運醸成やス
ポーツの普及啓発、事前キャンプ受入れのための施設改
修工事など、区市町村の主体的な取組に対して支援を
行った。
　また、2014年７月の全国知事会議において、東京  2020
大会に向けて都道府県間で協力及び連携を行える組織の
設置を提案し、同年９月に「全国知事会  2020年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会推進本部」が設置され
た。加えて、地方議会議員や地方自治体職員等向けのシ
ンポジウム等を通じ、全国の自治体と連携を図り、文化観
光振興や国際交流等の取組を進め、東京  2020大会によ
る様々な効果を全国で共有した。
　さらに、首都圏を構成する埼玉県、千葉県、東京都及
び神奈川県とその政令指定都市、計９つの自治体で構成さ
れる「九都県市」として東京  2020大会を総合的に支援し、
及び協力して、東京  2020大会に関する取組を推進するた
め、「九都県市  2020年東京オリンピック・パラリンピック
連携会議」が2014年11月に設置された。同会議では、パ
ラリンピックの普及及び啓発に係るワーキンググループを
設置し、各団体で行うパラリンピック競技大会や障がい者
スポーツの普及及び啓発に関する事業などの共同PRを実
施した。
　加えて、関係自治体のうち道県及び政令市の首長と、組
織委員会会長、オリパラ担当大臣及び都知事が情報共有
や意見交換を行うとともに、直面する課題について連携し
て取り組みながら準備を進めていくため「、  2020年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会に向けた関係自治体等
連絡協議会」を2015年  11月に設置した。これまでに協議
会を計４回、及びその下で実務的な調整を行う幹事会を計
７回、それぞれ開催するとともに、関係自治体情報交換会
等を適宜実施するなど相互緊密に連携し、円滑に準備を
進めた。
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組織委員会への職員派遣

　組織委員会は、東京都及び  JOCの拠出により設立した
組織であり、東京都にとっての「事業協力団体」に当たる。
また、組織委員会が実施する事業の中には、東京都の政
策と密接に関連を有し、東京都と一体となった事業展開が
不可欠なものがある。そのため、東京都の施策の推進を
図る観点から、組織委員会へ東京都から職員を派遣し、東
京都との連携を強化するとともに、東京都職員が有する専
門的知識や能力を活用した。加えて、東京  2020大会のよ
うな大規模プロジェクトへの参加を通して、東京都とは異
なる組織風土や多様な人材との交流を経験することは、東
京都職員の職務遂行能力及び組織運営力の向上に資す
るものでもあった。
　東京都は、2014年の組織委員会設立時に職員 26名を
派遣し、その後、東京  2020大会の準備等に係る業務の
拡大に伴い、派遣職員を増員した。東京  2020大会の開
催時（2021年７月23日時点）には、警視庁、東京消防庁
等行政系以外の職員を含め、1,000名を超える職員が東
京都から派遣され、業務に従事した。

大会時の体制

　円滑な東京2020大会の運営を支援するとともに、都民
生活への影響の軽減を図るため、東京都は、大会の運営
に係る総合的な連絡調整と、競技会場周辺における観客
の対応等を担うCOCを東京都庁に設置した。設置に当たっ
ては、「都市オペレーションセンター運営計画」により、組
織構成、機能、オペレーション等を定め、テストイベント等
での訓練等を通じ、継続的に見直し、改善を図りながら、
対応能力の向上を図った。
　COCは、組織委員会を始めとした多様な機関との情報
共有及び連絡調整の中心的な役割を果たすとともに、競
技会場近隣の住民対応等の会場周辺対応を実施した。特
に、東京2020パラリンピックにおける学校連携観戦やマ
ラソンにおいては、現地に  COC職員等を配置し、現場に
おける情報収集、事案対応及び本部等との連絡調整を実
施した。
　COCは  2021年７月１日から９月13日まで設置し、東京
2020大会の開催期間中は原則24時間体制で運営した。ま
た、COCでは、通常時のオペレーション（情報の集約及び
分析、会場周辺対応等）のほか、事案発生時には迅速な
対応を行った。
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3 開催都市・東京都とオールジャパンの連携
⑵ JOC及びJPC

JOC及び JPC が果たした役割

　JOC及び JPCとも、単に自国のアスリートに焦点を当て
た活動にとどまらず、ホスト国のNOC及び NPCとして、東
京 2020大会の開催に向けIOC及び IPCとも連携し、各国
の NOC及び NPCをリードする役割を果たした。具体的な
取組は後述するが、特にコロナ禍で、各国のアスリートが
先行きに不安を感じる中、開催国のアスリートの立場から
の発信は効果的であった。これを契機として、両組織が国
際競技界でも主導的な活動や積極的な提言を引き続き
行うことが期待される。

JOCの主な取組

　JOCは大会招致委員会並びに東京都と連携し、その中
心的な組織として招致活動に取り組んだ。東京2020大会
の開催決定後は、IOC、東京都を含めた3者で開催都市
契約 2020を締結し、それを受けて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を東京都と
共同での拠出により設立するなど、開催都市である東京都
と共に、東京 2020大会の開催を全面的に支援した。
　JOCは、オリンピックの理念に則り、スポーツ等を通じ世
界の平和の維持と国際的友好親善、調和のとれた人間性
の育成に寄与することを事業目的としており、アスリートの
育成及び強化、国際総合競技大会の派遣及び招致並び
に国際化の推進、オリンピズムの普及及び推進というJOC
が持つ役割に基づき、東京 2020大会の成功に向け、様々
な事業を実施した。

1　選手の強化

　東京 2020大会を将来の日本スポーツ界の飛躍及び日
本のスポーツ文化醸成の絶好のチャンスと捉え、「人間力
なくして競技力向上なし」をテーマに、国内外強化合宿、
海外へのチーム派遣及び招待、コーチ設置などの競技力
向上事業や将来有望な選手の発掘及び育成等の事業に
取り組んだ。また、大会に向けた強化体制の構築のため、
選手強化本部の下に「監督・コーチ専門部会」や「東京
2020戦略特別専門部会」を設置し、各競技間の横の連
携を図り、監督及びコーチが集中して指導できる環境を整
備した。

2　国際連携

　政府が推進するスポーツを通じた国際貢献事業である
「 SPORT  FOR  TOMORROW」の一環として、IOC及び IOC
オリンピックソリダリティ、IF、NFと連携し、「IOCオリンピッ
クソリダリティ東京 2020特別プログラム」を実施した。本
プログラムにより、発展途上国又は地域の選手が東京
2020大会への出場権を獲得し、大会で活躍できるよう、選
手の強化を支援した。
　また、「JOCパートナー都市協定」を締結し、NOCを中
心に東京2020大会の開催前及び開催期間中の合宿地選
定について、JOCパートナー都市を始めとした自治体等と
連携して、施設の紹介及びサポートを実施した。

3　オリンピック・ムーブメントの推進

　東京2020大会に向けて、大会レガシーの形成及び継
承、スポーツ組織の運営基盤の確保と連携及び協働に向
けた活動拠点の充実を図るための施設として、「 JAPAN 
SPORT OLYMPIC SQUARE」を2019年5月、東京都内に
おいて竣工した。同年 9月には、当施設内に「日本オリン
ピックミュージアム」を開設し、オリンピック・ムーブメント
の発信拠点とした。
　また、学校教育と連携しオリンピック精神の教育的価値
への理解を深めることを目指した「オリンピック教室」や、
オリンピアンとの交流事業である「オリンピックデーラン」、
スポーツを通じた環境保全啓発を行うためのセミナー、ポ
スター、映像等による「スポーツ環境保全活動」、東日本
大震災の被災地支援を目的にスポーツを通じてオリンピ
アンやアスリートと触れ合う「オリンピックデー・フェスタ」
を中心とした「復興支援プロジェクト事業」等を実施し、オ
リンピック・ムーブメントの推進を図った。

　これらの事業のほか、東京 2020大会開催に必要な資
金等を組織委員会と共に集めるため、IOCの定める「ジョ
イントマーケティングプログラム」に基づき、JOCマーク等
のJOCの有するオリンピックに関する知的財産の使用権等
を組織委員会に移管し、東京 2020大会に関する権利と合
わせた「東京 2020マーケティングプログラム」を開始し、
組織委員会のマーケティング活動を支援するとともに、JO C
の財政基盤を強化した。
　また、2021年 3月には、スポーツ庁が定めた競技団体
が守るべき規範、「スポーツ団体ガバナンスコード」を受

91 



けて、女性理事の割合を40％以上にすることを実現する
など、ダイバーシティ＆インクルージョン（ D&I）にも積極的
に取り組んできた。

JPCの主な取組

　JPCもJOCと同様に、大会招致の段階からパラリンピッ
ク・ムーブメントの推進やIPCとの連絡調整の窓口として、
招致活動の中心の一翼を担った。また、組織委員会設立
後は、大会に関する各種会議に委員やオブザーバーとして
参加するなど、大会準備に協力した。
　JPCは、①「各種パラスポーツ競技大会及びパラスポー
ツイベントの開催及び奨励に関すること」、②「国際パラリ
ンピック委員会及び国際的な障がい別競技団体の事業へ
の参画、国際協力に関すること」、③「国際パラスポーツ
大会への選手、役員等の派遣及び成績優秀者の表彰等に
関すること」、④「パラスポーツ選手の競技力の向上等に
関すること」、⑤「パラリンピックムーブメントの推進に関す
ること」、⑥「パラスポーツ教育に関すること」及び⑦「パ
ラスポーツの広報に関すること」の7つを主な事業としてお
り、東京 2020大会の開催決定後は、2013年 3月に公表
した「日本の障がい者スポーツの将来像（ビジョン）」に基
づき、「活力ある共生社会の創造」の実現に向けて、①ス
ポーツの普及拡大と、②競技力の向上の二本柱を基本と
しつつ、アクションプランに沿った取組を進めた。
　スポーツの普及拡大の観点からは、関係スポーツ団体と
の連携及び協力による「障がい者スポーツ理解促進フェス
ティバル」の実施、機運醸成のための広報活動、日本代
表選手団の広報体制整備や結団式、壮行会及び解団式
の開催等の取組を行った。
　また、競技力向上の観点から、リオ2016大会の総括を
踏まえて「 JPC東京2020特別強化委員会」を設置した。同
委員会では、特別強化選手を選出し、各選手の要望に沿っ
た支援策を検討及び実施するなど、選手の競技力向上及
びメダル目標達成に向けた取組を行った。
　このほか、国 際 連 携の観 点から「SPORT  FOR 
TOMORROW」による障がい者スポーツ講習会などの国
際貢献事業を実施したほか、JOCと同様に「東京 2020
マーケティングプログラム」において組織委員会のマーケ
ティング活動を支援した。
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3 開催都市・東京都とオールジャパンの連携
⑶ 政府

国、政府の体制

　政府は、東京都が開催都市に決定された後、速やかに、
文部科学大臣にオリパラ担当大臣を兼務させるとともに、
東京 2020大会の円滑な準備に資するため、また、行政各
部の所管する事務の調整を担うため、内閣官房に「 2020
年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室」（以下「内
閣オリパラ室」という。）を2013年  10月に設置した。
　また、開催国として政府一丸となった準備をするため、
2015年 5月には「文部科学省設置法の一部を改正する法
律案」が全会一致で可決し、これをもってスポーツ庁が新
設された。
　東京 2020大会の成功に向けて、政府を挙げた取組を
加速させるため、専任の大臣の設置、推進本部の設置、基
本方針の策定、国有財産の無償使用などについて定めた
オリパラ特措法が2015年6月に施行されたことを受け、同
法に基づき内閣総理大臣を本部長とする「東京オリンピッ
ク競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」（以
下「推進本部」という。）が設置されるとともに、専任の東
京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担
当大臣（国務大臣（2020年度に開催される東京オリンピッ
ク競技大会及びパラリンピック競技大会の円滑な準備及
び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため
企画立案及び行政各部の所管する事務の調整担当））が
設置された。本部発足に伴い、内閣オリパラ室を改廃して、
本部事務局（内閣官房オリパラ事務局）が内閣官房に設
置された。
　東京 2020大会の円滑な準備及び運営に関する施策を
推進する体制としては、オリパラ特措法に基づき「 2020年
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会
の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方
針」（以下「オリパラ基本方針」という。）が2015年11月
に閣議決定され、推進本部の下に、関係閣僚会議、関係
府省庁連絡会議が設置された。省庁の関連施策が一体と
して総合的かつ集中的に推進されたことで、オールジャパ
ン体制による取組が加速された。
　さらに、安全・安心対策、交通輸送円滑化、暑さ対策
などの重点的個別施策には各種専門会議による検討が重
ねられ、政府一体となった取組が講じられてきた。
　これら各種会議の運営に当たっては、関係大臣等が緊
密に連携するとともに、組織委員会、開催都市である東京
都等と緊密な連携及び情報共有が図られてきた。東京都
との間では、「 2020年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会関係府省庁連絡会議」の下に東京都との連絡協
議会及び同幹事会が設置され、情報共有、意見交換の実
施による緊密な関係が構築された。特に、東京 2020パラ
リンピックにおいては、「パラリンピックの成功なくして、東
京 2020大会の成功なし」との認識の下、様々な取組が連
携して進められた。競技の認知度向上や、オリンピック競
技大会・パラリンピック競技大会一体としての認識の浸透
に加え、過去最高の環境整備を進めるべく、ユニバーサ
ルデザインに基づく競技会場整備やアクセシブルルートの
整備、さらに、大会を契機とした共生社会の実現を目指し、
ユニバーサルデザインの街づくりや「心のバリアフリー」に
向けた取組等が推進された。
　東京 2020大会における新型コロナウイルス感染症対
策については、2020年 9月、出入国管理、検査及び医療
体制、会場運営等の幅広い課題を総合的に検討、調整す
るため、国、東京都、組織委員会、JOC、JPC、感染症専
門家が参加するコロナ対策調整会議が設置され、アスリー
ト、大会関係者、観客の3つのカテゴリーについて、場面
（入国、輸送、会場等）ごとに、新型コロナウイルス感染
症への対策を整理した。コロナ対策調整会議は2020年9
月以降、計 7回開催され、第 6回会議（ 2020年 12月2日）
において中間整理を取りまとめ、オリンピック・パラリンピッ
クにおける新型コロナウイルス対策の基礎となった。また、
資料などは全て公表された。

法制度の整備

　オリパラ特措法の成立後も、東京2020大会の円滑な
準備及び運営の更なる充実のため、必要となる法制度が
整備及び改正された。
　特に、開閉会式等における国内外要人や大会関係者の
安全で円滑な輸送及び警備は重要な課題であったことか
ら、東京 2020オリンピックの開会式前日及び当日並びに
閉会式翌日を休日とするため、2020年に限り、海の日を7
月23日（東京 2020オリンピックの開会式予定日の前日）
に、スポーツの日を7月24日（同開会式予定日当日）に、
山の日を8月10日（同閉会式予定日の翌日）に移動するこ
とを規定した、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一
年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正
する法律」（平成3 0年法律第55号）が2018年に成立し
た。
　また、人気イベントのチケットが高額転売されることが社
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会問題化しており、国民の消費生活の安定を脅かすのみだ
けではなく、イベントを通じた文化及びスポーツの振興の
機会を損なうことにつながる事態となっていたことから、
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券
の適正な流通の確保に関する法律」（平成3 0年法律第
103号。以下「チケット不正転売禁止法」という。）が2018
年に成立した。チケット不正転売禁止法の施行に伴い、特
定興行入場券の不正転売及び不正転売目的の譲受けが
禁止され、興行主等に対して、入場時の本人確認に関す
る措置、興行入場券の適正な流通を確保する必要な措置
などを講ずる努力義務が課せられた。
　このほかにも、「スポーツ基本法の一部を改正する法律」
（平成30年法律第56号）において、「国民体育大会」を
「国民スポーツ大会」に、「国民の祝日に関する法律の一
部を改正する法律」（平成3 0年法律第5 7号）において、
「体育の日」を「スポーツの日」に改めるなど、従来までの
「体育」から世界で使われている「スポーツ」への転換が
促進された。また、「スポーツにおけるドーピングの防止
活動の推進に関する法律」（平成3 0年法律第5 8号。以
下「ドーピング防止活動推進法」という。）においては、ドー
ピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための
基本理念、国の責務、基本方針の策定、その他必要な事
項が規定された。
　さらに、「健康増進法」（平成1 4年法律第1 03号）にお
いても、「健康増進法の一部を改正する法律」（平成3 0
年法律第 78号）で受動喫煙防止が促進されるとともに、
2018年と2020年に改正されたバリアフリー法において
は、東京 2020大会の開催を契機とした共生社会等の実
現を図り、全国におけるハード及びソフト両面のバリアフ
リー化を一層促進することとされた。
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、東京
2020大会の開催時期が約1年延期となったことから、政
府の推進本部の設置期間や外国から来る大会関係者等
への法人税及び所得税の特例措置期間の延長、大会の開
催時における国民の機運醸成並びに開会式及び閉会式
前後における大会関係者及び各国の要人の移動に伴う
交通混雑の緩和を図るため、「平成三十二年東京オリン
ピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
の一部を改正する法律」（令和2年法律第6 8号）による
オリパラ特措法の改正により、2021年の国民の祝日につ
いて、2020年と同様に、「海の日」を7月22日（東京 2020
オリンピックの開会式前日）、「スポーツの日」を7月23日
（同開会式当日）、「山の日」を8月8日（東京 2020オリ
ンピック閉会式当日）に移動する法改正が 2020年に行わ
れ、これに伴って8月9日が振替休日となった。
　さらに、IOCからの要請を受け、2021年の「令和三年
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会

特別措置法の一部を改正する法律」（令和3年法律第 68
号）によるオリパラ特措法の再度の改正により、東京 2020
大会に参加する選手が治療に必要な場合に限り覚醒剤
を原料とする医薬品の持ち込み等を認める覚醒剤取締法
等の特例措置が追加された。

政府の主な取組

　政府は、オリパラ基本方針に基づき、関連施策の立案
と実行に当たっての基本的な考え方、施策の方向を明確
にした上で、大会の開催に向けた各種の取組を実施した。
　東京 2020大会の確実な成功に向けた取組としては、大
会に参加する全てのアスリートが最高のパフォーマンスを
発揮できるよう、次のような取組を実施した。
　なお、東京 2020大会における新型コロナウイルス感染
症対策については、第 1章に記載したとおり、組織委員会
や東京都などの関係者と連携し、一丸となって取り組んだ。

セキュリティの万全と防災、減災等の安全・安心の確保

　東京 2020大会の万全のセキュリティ対策と安全・安心
の確保のため、2017年 3月に、大会のセキュリティ確保の
基本的な考え方、総合的な態勢、主な対策、配意事項等
を取りまとめた「 2020年東京オリンピック競技大会・東京
パラリンピック競技大会に向けたセキュリティ基本戦略」
（以下、本項において「セ キュリティ基本戦略」という。）を、
政府が東京 2020大会に係る府省庁間の連絡調整を行う
ため設置した「 2020年オリンピック・パラリンピック東京
大会関係府省庁連絡会議」のセキュリティ対策に係る機
関である「セキュリティ幹事会」で決定した。セキュリティ
基本戦略では、東京 2020大会の開催期間中における関
係機関の連携確保や情報収集及び分析の強化を図ること
とした。
　さらに、2020年 12月には、新型コロナウイルス感染症
対策を徹底しつつ、東京2020大会の開催延期に伴う情勢
変化へ対応するため、セキュリティ基本戦略の一部を改定
した。2021年 3月に内閣官房に設置された、政府におけ
るセキュリティ対策の中心として、関係機関間の情報共有
や活動調整を行う「セキュリティ調整センター」や警察庁、
警視庁、その他の治安機関等との連携により、このセキュ
リティ基本戦略に基づき、情報セキュリティや国際テロ、防
災訓練、感染症対策のための水際対策強化等の様々な取
組が推進された。
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選手、観客その他の関係者の円滑な輸送及び外国人受
入れのための措置

　東京 2020大会における選手や観客、関係者等の円滑
な輸送の実現に向けて、市民生活や経済活動への影響を
踏まえつつ交通行動を見直す取組を政府、組織委員会、
東京都、関係自治体及び経済界が一体となって検討、調
整するため、「 2020年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会に係る交通輸送円滑化推進会議」を設置した。ま
た、東京 2020大会の開催時における円滑な交通を確保
するため、渋滞解消等に資する道路輸送インフラの整備に
加え、大会の期間中は交通需要マネジメント（TDM）や交
通システムマネジメント（TSM）、首都高速道路における料
金施策などの交通マネジメントによる交通総量の抑制が
行われた。
　また、円滑な出入国を実現するため、CIQ（税関、出入
国管理及び検疫）職員の増員等による受入体制の強化、
新飛行経路等による首都圏空港の機能強化等が推進さ
れたほか、海外からの東京 2020大会の関係者や観光客
の受入環境整備として、多言語対応強化、宿泊供給確保
や無料 Wi-Fiの受入環境整備、広域観光周遊ルートにお
けるコンテンツ充実及びプロモーションの高度化による地
方への誘客、医療機関や自治体に向けた外国人患者受入
環境の整備への支援等の取組も推進された。

暑さ対策及び環境問題への配慮

　東京 2020大会の暑さ対策に係る検討のために設置さ
れた国の「東京 2020に向けたアスリート・観客の暑さ対
策に係る関係府省庁等連絡会議」によって2015年 9月に
示された「東京 2020に向けたアスリート、観客等の暑さ
対策に係る中間とりまとめ」に基づき、競技会場等の対
策、情報発信、医療機関における外国人患者受入体制の
整備、技術開発が推進された。
　また、2021年 3月に「熱中症対策推進会議」において
策定した「熱中症対策行動計画」に基づき、新型コロナ
ウイルス感染症対策と暑さ対策の両立を図るため、適切な
マスク着用の推進や、選手村総合診療所発熱外来の設置
等の取組を推進するなど、きめ細かな対策が推進された。

新国立競技場の整備

　東京 2020大会のメインスタジアムとなる新国立競技場
（オリンピックスタジアム）については、世界の人々に感動
を与える場となるよう、アスリートファースト、世界最高のユ
ニバーサルデザイン、周辺環境等との調和及び日本らしさ
を基本理念として、計画どおり2019年11月に完成した。詳

細については後述の「 3　競技会場及び施設の整備」の
「3　競技会場の整備」にある「新国立競技場の整備」の
項を参照されたい。

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会の一
体的な競技力強化

　東京 2020大会でのメダル獲得へ向けた競技力強化の
ため、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会の
各競技団体が行う日常的及び継続的な強化活動等の支
援やナショナルトレーニングセンター拡充等の整備等が実
施された。

復興等大会を通じた日本の再生

　東京2020大会では、「復興オリンピック・パラリンピッ
ク」を標ぼうして、東日本大震災からの復興の後押しとな
るよう被災地を含めた地方での競技開催の実現、被災地
を駆け抜ける聖火リレーの実現など様々な取組が実施さ
れた。
　また、日本の技術力の発信のため、水素エネルギーシ
ステム、次世代都市交通システム等 9つのプロジェクトが
推進されるなど、東京 2020大会の終了後のレガシー創出
に向けた施策が展開された。

日本文化の魅力発信

　東京 2020大会の開催を契機として、次世代に誇れる文
化レガシーの創出、文化芸術立国の実現を目指して、文
化庁の機能強化のほか、総合テーマ「日本人と自然」の
下に、縄文時代から現代まで続く「日本の美」を国内外へ
発信し、次世代に伝えることを目的とした「日本博」の開
催、レガシー創出に資する文化プログラムを認証する
「 beyond2020プログラム」などの取組が実施された。
　また、日本の食文化を発信するため、選手村等での日
本食の提供や国産食材の活用に加え、多様な食文化への
対応等を推進する取組が実施されたほか、国産材等の木
材利用の促進に資する取組なども実施された。

スポーツ立国の実現

　スポーツ基本法（平成  23年法律第  78号）に基づく、第
2期「スポーツ基本計画」（2017年3月策定）に定めた「一
億総スポーツ社会」の実現に向けて、スポーツ参画人口
の拡大、スポーツ市場の拡大、障がい者スポーツの振興
などの取組が実施された。
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健康長寿及びユニバーサルデザインによる共生社会の
実現

　東京 2020大会の開催を、スポーツを通じた主体的な健
康増進を促進する契機と捉え、誰もがスポーツを楽しめる
環境の整備、スポーツ医・科学の研究成果の活用推進、ス
ポーツ参画人口の拡大等の取組が進められた。
　また、ユニバーサルデザインと「心のバリアフリー」の
推進のため、2016年 2月、オリパラ担当大臣を議長とする
「ユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議」を設
置し、さらに翌 2017年 2月には、同会議を「ユニバーサ
ルデザイン2020関係閣僚会議」に格上げした。同会議で
は、「心のバリアフリー」と、ユニバーサルデザインの街づ
くりを推進する取組を取りまとめた「ユニバーサルデザイ
ン2020行動計画」を策定し、また、本計画に基づく取組
の推進と進捗管理のため、障がい当事者団体が構成員の
過半数を占める「ユニバーサルデザイン2020評価会議」
を設置した。さらに、本計画やバリアフリー法の改正（「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の
一部を改正する法律」（令和2年法律第28号））等を踏ま
えて、「公共交通移動等円滑化基準」（移動等円滑化の
ために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並び
に旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に
関する基準を定める省令）や「建築物移動等円滑化基準」
（高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために
誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基
準を定める省令）等の改定が行われたほか、「公共交通
機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円
滑化整備ガイドライン」（バリアフリー整備ガイドライン）や
「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計
標準」等の改定、新学習指導要領に基づく指導が行われ
るための周知や方策の取りまとめ等が実施された。

ホストタウン

　東京 2020大会の開催により、多くの選手等が来訪する
ことを契機に、住民等と大会の参加国又は地域の選手等
との交流を通じて、スポーツの振興、教育文化の向上、共
生社会の実現を図り、地域の活性化等を目指す地方公共
団体を、「ホストタウン」として2016年 1月に登録を開始し
た。
　2017年 9月には、東日本大震災から復興した被災地の
姿を見せつつ、相手の国又は地域の選手等との交流を通
じて復興支援への感謝を伝えるため、「復興ありがとうホ
ストタウン」が創設され、岩手県、宮城県及び福島県の
33件、33自治体が登録された。
　また、2017年 11月には、東京 2020大会におけるパラリ

ンピアンの受入れを契機に、各地における共生社会の実
現に向けた取組を加速し、2020年以降につなげていくた
めに、「共生社会ホストタウン」が創設された。
　さらに、2019年 5月には、「共生社会ホストタウン」の
うち、ユニバーサルデザインの街づくり及び心のバリアフ
リーの取組が特に先導的及び先進的と認められる自治体
を内閣官房オリパラ事務局が認定し、関係省庁及び関係
団体の取組を活用して重点的に支援するため、「先導的共
生社会ホストタウン」が創設された。
　東京 2020大会の終了までに、「共生社会ホストタウン」
の登録数は105件、109自治体、「共生社会ホストタウン」
の中でも先進的な「先導的共生社会ホストタウン」の認定
数は 15件、15自治体となった。
　こうしたホストタウンの取組は、過去のオリンピック・パ
ラリンピック競技大会にはなかったもので、2019年 12月に
「『スポーツとオリンピックの理念を通じた平和でより良い
世界の構築』決議」（オリンピック休戦決議）が国連総会
で採択された際に、史上初の取組として紹介された。
　東京 2020大会の開催に向けては、選手等の受入れを
行うホストタウンが新型コロナウイルス感染症対策を行う
ことが求められる一方で、コロナ禍においても選手等と住
民の交流が十分行えるようにしていくことが重要であった。
選手や競技関係者が安心してホストタウンを訪問し、住民
も安心して選手等を迎えるため、選手等の受入れを実施す
るホストタウンは、感染防止対策をまとめた「受入れマニュ
アル」を作成した。マニュアルの作成に当たっては、内閣
官房オリパラ事務局において「ホストタウン等における選
手等受入れマニュアル作成の手引き」を作成し、ホストタ
ウン等の自治体を支援した。
　全国のホストタウンでは、コロナ禍で直接の交流ができ
ない中でも、SNS等を通じて相手国又は地域の選手団等
とお互いを励まし合い、オンラインでの交流も活発に行わ
れた。また、選手を応援しようと相手国又は地域の言語、
文化、料理、国歌などを学び、東京 2020大会の開催に
向けて選手の受入れの準備が各地で進められた。東京
2020大会の開催期間中には、208自治体において86の
国又は地域の事前合宿が実施され、競技終了後は28自
治体に19の国又は地域の選手等が訪れた。これらにより、
ホストタウンを訪問した選手等は8,000人に及んだ。さら
に、選手団の訪問が叶わなかったホストタウンにおいても、
オンライン交流等を活用しつつ、互いの絆を深める取組が
行われた。東京2020大会の終了後も、交流イベントやワー
クショップが実施されるなど、自治体と相手国等との交流
が引き続き行われ、大会のレガシーとなっていくことが期
待される。
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3 開催都市・東京都とオールジャパンの連携
⑷ 関係自治体

関係自治体との連携

　東京 2020大会は、過去の大会と同じく、サッカーが全
国で開催されることに加え、アジェンダ2020を踏まえ、既
存施設の活用を図る観点から、多くの競技が開催都市以
外で実施されたことが特徴であった。こうしたことから、開
催都市に加え、競技会場が所在する道県及び市町村並び
に組織委員会及び国が相互緊密に連携しながら準備を
進めた。
　そのため、2015年 11月にオリパラ担当大臣、都知事、関
係自治体のうち道県及び政令市の首長並びに組織委員
会会長を委員とした「 2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けた関係自治体等連絡協議会」（以
下、本項において「連絡協議会」という。）が、また連絡
協議会の下に幹事会及び作業チーム会議が設置され、東
京 2020大会の準備及び運営のために必要な事項、各主
体の役割分担、大会気運の醸成、おもてなしの受け皿づ
くり及びレガシーの創出等について協議された。
　各主体の役割分担については、まず道県ごとの作業
チーム会議において組織委員会から大会に必要な業務の
説明がなされ、会場整備や会場周辺の準備及び運営の業
務を踏まえた役割分担の協議が精力的に進められた。
2017年 5月の連絡協議会において、東京都、国、関係自
治体及び東京 2020組織委員会の間で、役割分担及び経
費分担に関する基本的な方向について合意（「大枠の合
意」）に達した。
　ここでは、関係自治体の役割について、「大会開催に向
け、円滑な準備及び運営に協力する。」とされ、作業チー
ム会議での詳細の協議も踏まえ、関係自治体の役割が整
理された。その上で、関係自治体が担う行政的役割に対
して、宝くじ収益金による支援が行われた。
　こうした整理も踏まえ、各関係自治体においては、所有
する施設の恒久的改修や大会時の自治体や組織委員会
の連絡体制の構築等の大会の準備及び運営への協力に
加え、イベントや都市装飾及びスペクタキュラーの設置な
どの機運醸成、都市ボランティア（シティ キャスト）の募集
及び運営など、東京 2020大会の開催に向けて様々な取組
が行われた。
　東京 2020大会の開催延期の決定後は、特に新型コロ
ナウイルス感染症対策等について関係自治体の保健衛生
部局との連携及び協力が必要なことから、それまで以上に
関係自治体と緊密に連携しながら、保健所との連絡体制、
検査、入院医療機関や療養等について調整を行った。ま

た、観客数の取扱いについては、2021年 6月から連絡協
議会等を開催し、各首長と協議の上、それぞれの地域の
感染状況を踏まえ、無観客、有観客等具体的な措置を決
定した。
　東京 2020大会の開催期間中は、各自治体の状況に応
じた万全な体制を構築し、安全・安心な大会の開催を実
現した。

関係自治体一覧

道県・政令市
（首長が連絡協議会メンバー）

政令市以外の基礎自治体

北海道、札幌市、宮城県、福 利府町、福島市、鹿嶋市、川
島県、茨城県、埼玉県、さい 越市、狭山市、朝霞市、和
たま市、千葉県、千葉市、神 光市、新座市、一宮町、藤
奈川県、横浜市、相模原市、 沢市、山北町、道志村、山
山梨県、静岡県 中湖村、伊豆市、御殿場市、

裾野市、小山町

各関係自治体の取組

北海道

　2021年夏、札幌市で97年ぶりに真夏日の連続記録を
更新する酷暑の中、東京 2020オリンピックのサッカーが札
幌ドームで10試合、マラソン及び競歩が札幌市中心部を
コースとして実施された。
　2019年 11月に暑さ対策を理由として、急きょ、東京 2020
オリンピックのマラソン及び競歩の札幌移転が決定したこ
とを受け、北海道では、同年 12月、環境生活部に東京オ
リンピック連携局を設置し、競技の開催支援やおもてなし、
魅力発信などの取組を本格化させた。
　東京 2020大会の開催が延期となり、新型コロナウイル
ス感染症対策が最大の課題となる中、札幌ドームでのサッ
カーは無観客となった一方で、公道競技であるマラソン及
び競歩は、沿道での観戦の自粛を要請することが決定さ
れ、北海道では、「おうちでエール～ Cheer  from home!
～」をコンセプトに、道知事のメッセージ動画を作成し、各
種広報媒体を活用しながら「自宅で、家族と、テレビで応
援！」を呼び掛け、多くの道民の理解と協力を得た。
　東京 2020大会の開催期間中に予定していた、道内市
町村との連携による食や文化、観光など、地域の魅力を
発信するイベントや、子どもたちへの競技観戦機会の提供
などは、感染症の状況を踏まえて中止としたが、海外から
来道した選手や東京 2020大会関係者に、再び北海道を
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関係自治体等連絡協議会の開催実績
開催日 会議名 内容

2015年 11月 27日 第 1回連絡協議会 ・連絡協議会設置要綱の承認等

2015年 12月 21日 第 1回幹事会 ・組織委員会、東京都、内閣官房から各取組に関する情報提供等

2016年 1月 27日 第 2回幹事会 ・ 国、組織委員会、関係自治体等で検討・調整が必要な事項に関する協議等

2016年 11月 24日 第 3回幹事会
・ 四者協議（ IOC、国、東京都、組織委員会）の現状報告等（全体予算のコ
スト縮減、会場見直しの検討状況等）

2016年 12月 5日 第 4回幹事会 ・ 四者協議の現状報告等（全体予算のコスト縮減、会場見直しの検討状況等）

2016年 12月 22日 第 5回幹事会 ・四者協議の現状報告、大会経費（ V1予算）の説明

2017年 1月 13日 第 6回幹事会 ・作業チームの設置の決定

2017年 1月 27日～ 31日 第 1回作業チーム会議
・ 東京 2020大会の成功に向けて必要な業務及び V1予算の概要・仮設整備費
の状況等に関する協議

2017年 2月 9日～ 13日 第 2回作業チーム会議 ・会場別の仮設、輸送、セキュリティ等に関する協議

2017年 2月 27日 第 3回作業チーム会議 ・各作業チームに共通する論点に関する協議

2017年 4月 18日 第 7回幹事会 ・これまでの作業チームに関する報告と今後の進め方に関する協議

2017年 4月 27日
福島県との作業チーム会議に
係る情報交換会議

・ 東京 2020大会の成功に向けて必要な業務及び V1予算の概要・仮設整備費
の状況、会場別の仮設、輸送、セキュリティ等に関する協議

2017年 5月 31日 第 2回連絡協議会
・ 東京都、国、関係自治体と役割分担および経費分担に関する基本的な方向
について合意（大枠の合意）

2017年 8月 23日 第 4回作業チーム会議（合同）・作業チーム等における今後の検討の進め方

2017年9月15日

2017年9月27日～10月12日

2017年12月26日

2020年 7月7日

2020年 10月16日

2020年 11月25日

2020年 12月24日

2021年 5月18日

2021年 6月18日

2021年 6月21日

2021年 6月23日

2021年 7月8日

2021年 8月16日

茨城県との作業チーム会議に
係る情報交換会議

第 5回作業チーム会議

第 6回作業チーム会議

関係自治体等情報交換会議①

関係自治体等情報交換会議②

関係自治体等情報交換会議③

関係自治体等との連絡会議

関係自治体等情報交換会議④

関係自治体等情報交換会議⑤

関係自治体等情報交換会議⑥

第 3回連絡協議会

第 4回連絡協議会

東京 2020パラリンピック競技
会場所在自治体懇談会

・ 東京 2020大会の成功に向けて必要な業務及びV1予算の概要・仮設整備費
の状況、会場別の仮設、輸送、セキュリティ等に関する協議

・ 東京2020大会の成功に向けて必要となる業務に基づく具体的な業務内容に
関する協議

・ V2予算及び東京2020大会成功に向けて必要となる業務に関する今後の調
整の進め方に関する協議

・大会延期及びこれまでの経緯、大会の位置づけ・原則・ロードマップ等の
説明

・東京大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議及び第 10 回 IOC
調整委員会会議及び IOC 理事会での報告

・東京大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議及び「ホストタウ
ン等における選手等受入マニュアル作成の手引き」の説明等

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染
症対策調整会議 中間整理の説明及び 関係自治体等に関する業務について
の協力依頼等

・ 東京 2020大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議及び東京
大会のプレイブック（選手、役員向け）第2版の説明等 

・ 東京 2020大会本番に向けた検討状況の説明等

・IOC・IPC・組織委員会・東京都・国　共同ステートメントの説明等

・五者協議の合意内容の説明及び関係自治体知事・市長からの発言等

・五者協議の合意内容の説明及び関係自治体知事・市長からの発言等

・観客・学校連携観戦の取扱いの説明及び各都県知事からの発言等
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訪れてもらえるよう、道知事の歓迎メッセージと共に、アイ
ヌ文化を始めとした北海道の様々な魅力を伝える記念品
を贈呈した。
　また、空の玄関口である新千歳空港をオリンピックシン
ボルや大会エンブレムで装飾するとともに、北海道産花き
の大規模なウェルカムフラワーを設置したほか、北海道庁
敷地内のマラソンコース沿いに大型の壁面花壇を展示す
るなど、北海道を訪れた東京2020大会関係者を歓迎した。
　過去に例のない異例の大会となった今回の東京 2020
オリンピックでは、国内外から多くの人々を北海道に迎える
ことはかなわなかったが、北の大地で躍動するトップアス
リートの姿は、子どもたちに夢や希望を与えてくれる貴重
な機会となり、また、映像に映し出された札幌の美しい街
並みを世界中の人々に発信できたことは、将来につながる
北海道の財産となった。

選手が駆け抜けた道庁赤れんが庁舎前

宮城県

　宮城県では、東京 2020オリンピックのサッカーの成功は
もとより、東京 2020大会の開催に向けての県内の気運醸
成や各種関連施策の円滑な実施、復興オリンピック・パラ
リンピックとして東日本大震災からの復興状況や復興支援
への感謝を国内外に強力に発信するため、県内の経済団
体、行政機関、各種業界団体、競技団体等で構成する官
民一体の「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大
会宮城県推進会議」を設置し、大会準備の推進を図った。
　宮城スタジアムはサッカーの会場としての利用が予定さ
れていたため、大型映像装置、天然芝生化舗装、施設内
トイレの洋式化の整備を行った。また、数少ない有観客で
の開催となり、限られた人数ではあったが、県民が東京
2020オリンピックを実際に観戦することができたほか、学
校連携観戦も予定どおり実施することができた。
　東京 2020大会を盛り上げる都市装飾としては、会場周
辺やシャトルバスの発着所、仙台市中心部商店街におい
て、フラッグ掲出や大型のタワーサイン及び横断幕を設置
し、気運醸成を図った。また、会場敷地内においては、宮

城県産花き等を使用して作成したオリンピックシンボルと
県内産石材を使用した記念碑を設置し、サッカー開催地
をアピールした。なお、記念碑についてはレガシーの一つ
として残していく。
　また、県民参加型ボランティアである「みやぎ2020応
援サポーター」による、競技会場周辺の清掃やSNSによる
情報発信など各々の自主的な取組で、地域からの盛り上げ
を図った。
　試合開催日には競技会場に隣接して、宮城県の復興状
況や観光情報を観客に周知する「おもてなしイベント」
コーナーを設置したほか、会場所在地の利府町では、利
府駅から会場への沿道において、ウォークラリーイベントを
開催した。
　宮城県で養成した都市ボランティアは、18日間で延べ
1,520名が参加し、本来業務の会場への案内誘導だけで
はなく、新型コロナウイルス感染症対策として、観客の直
行直帰の呼び掛けなど、多岐にわたる活動に携わった。
　また、復興オリンピック・パラリンピックの趣旨に合わせ、
震災の様子や自身の体験を伝える「語り部ボランティア」
の活動も行い、仙台駅東口に開設した語り部コーナーに
は、5日間で延べ 170人が来場した。

なでしこジャパンが宮城スタジアムでの試合後に
控室に残したメッセージ

宮城スタジアムでの試合開催の様子

福島県

　福島県では、復興オリンピック・パラリンピックとしての
東京 2020大会の開催を契機に、復興に取り組む県の姿
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や、復興支援への感謝を国内外に伝えるため、関連事業
を実施した。
　東京 2020大会の開催に向けては「オールふくしま」の
力を結集するため、県内市町村や民間団体等の計144団
体から構成される「東京 2020オリンピック・パラリンピッ
ク復興ふくしま推進会議」を2017年に設立し、カウントダ
ウンイベント等を行った。また、県内 7方部の主要駅等に
おける大会ルックによる都市装飾やカウントダウンボード
の設置、競技団体と連携した野球・ソフトボール公式戦の
開催等を行い、大会に向けた機運を高めた。さらに、会
場となった福島あづま球場では、東京 2020大会の開催の
ため、グラウンドを人工芝に改修するとともに、車いす席
の増設やエレベーターの新設等のバリアフリー化を行っ
た。
　福島あづま球場での東京 2020オリンピックの野球・ソ
フトボールは、新型コロナウイルス感染症の影響により無
観客となり、球場周辺での復興 PRイベントやライブサイト、
県内の子どもたちや各国大使等の観戦招待等、予定して
いた事業の多くが中止となった。一方、様々な制約はあっ
たが、会場周辺では、県内の高校生が育てた草花による
オリンピックシンボル花壇や県産花きの展示により、福島
県の復興の姿を発信した。また、ビクトリーブーケを始め
とする農林水産物や水素など、多くの福島県産品が東京
2020大会の様々な場面で活用された。
　東京 2020大会の終了後には、ソフトボール競技の公式

大会装飾が施された福島あづま球場と、県内の高校生が育てた
草花で制作したオリンピックシンボル花壇

2019年7月24日に開催された「ふくしま大交流ミーティング」では、
女子ソフトボール日本代表選手と県内の子どもたちが交流した

戦に合わせて、都市ボランティアの活動や子どもたちの観
戦招待等を行い、大会の開催期間中に予定していた取組
を実施した。
　今後も、東京 2020大会を契機として生まれた都市ボラ
ンティアやアスリート等とのつながりをレガシーとして継承
し、スポーツによる交流人口の拡大や福島県復興の姿の
発信等に取り組み、復興の更なる加速化につなげていく。

茨城県

　2017年7月のIOC理事会において、茨城カシマスタジア
ムがサッカー競技会場として決定したことを受け、茨城県
では、同年 8月に担当課を設置するとともに、同年 11月に
全県的な官民一体の推進組織「東京 2020オリンピック・
パラリンピック競技大会茨城県推進会議」を設立し、大会
を推進した。
　機運醸成の取組としては、東京 2020大会を盛り上げる
ため、開催 2年前、1年前等の節目の時期に、県内の商
業施設等においてカウントダウンイベントを開催したほか、
開幕100日前に、水戸駅南口にオリンピックシンボル、茨
城県庁にミライトワ、ソメイティのモニュメントを設置すると
ともに、県内各所で街を装飾するシティドレッシングを実施
した。また、高速バスにラッピング広告を掲載し、県内で
の大会開催をPRした。
　競技会場の整備においては、茨城カシマスタジアムで、
競技環境向上のため、ピッチの全面張り替えを行ったほ
か、観戦環境向上のため、トイレの全面洋式化や競技照
明全面 LED化、音響機器の更新、記者席のリニューアル
等を行った。また、経年劣化に係る修繕を進めた。
　茨城カシマスタジアムにおいては、新型コロナウイルス
の感染拡大により、8試合は無観客となったものの、一次
ラウンド3試合において学校連携観戦を実施し、約 3,400
人の児童及び生徒が試合を観戦した。これにより、次世
代を担う子どもたちに、自国開催のオリンピックを観戦する
という、心に残るまたとない機会を提供することができた。
また、288名の都市ボランティアが、児童及び生徒の案内

学校連携観戦で歩行者スクリーニングエリアに向かう児童
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誘導や見守り活動等に参加した。
　その他の取組として、県民が茨城カシマスタジアムでの
試合を自宅で楽しめるよう、インターネット上に特設サイト
「茨城ライブスタジアム～おうち×カシマ～」を開設し、応援
トークのライブ配信等を行った。

埼玉県

　埼玉県では、さいたまスーパーアリーナを始め、埼玉ス
タジアム2〇〇 2、霞ヶ関カンツリー倶楽部、陸上自衛隊
朝霞訓練場の4会場で東京 2020オリンピック4競技、東
京 2020パラリンピック1競技が行われた。
　2015年 11月に自治体やスポーツ団体、経済団体、教育
関係者などで構成する「 2020オリンピック・パラリンピック
／ラグビーワールドカップ 2019埼玉県推進委員会」を設
立し、「 SAITAMA PRIDE」を合言葉に東京 2020大会の成
功に向けて730万人の埼玉県民が一丸となって取り組ん
だ。
　東京 2020大会開催の2年前、1年前など節目となるタ
イミングで開催したイベント等では、延べ約 180万人の県
民と共に大会機運を盛り上げた。県内開催を広める広報
大使「 SAITAMA PRIDE アンバサダー」には約 24万人を認
定。経済界では率先してパラリンピックの応援を宣言し官
民一体で取り組んだ。東京 2020大会の開催期間中には

会場周辺で選手や大会関係者を笑顔でお迎えする
都市ボランティア

会場周辺では清掃活動も実施

SNSなどで選手を応援し、埼玉県ゆかりの選手が、東京
2020オリンピックでは86名のうち15名がメダリストに、東
京2020パラリンピックでは39名のうち11名がメダリストに
なった。
　埼玉県の都市ボランティア5,400名は約 3年にわたって
研修などの準備を続け、東京 2020大会の開催期間中に
は、延べ 1,200名が会場に向かう選手及び関係者を笑顔
で出迎えたほか、オンラインで声援を送った。埼玉県独自
の取組である「埼玉県版ホームステイ」では671家庭が登
録し、大使館関係者や海外メディアと交流を深め、東京
2020大会の開催期間中には応援団となり、25か国の選
手等とのオンライン交流を実現した。
　教育では、県内全ての公立学校が「ようい、ドン！スクー
ル」に登録してオリンピック・パラリンピック教育を展開し、
競技観戦につなげた。事前トレーニングキャンプを行った
選手との交流や、子どもたちによる選手の応援ポスターや
高校生による飾花、応援看板の作成など各地域での子ど
もたちの活躍も光った。
　埼玉県では、東京 2020大会を契機に県民の心に灯っ
た一つひとつの火を、県の更なるスポーツ振興や国際交
流、共生社会の実現という大きな光となるように今後もワ
ンチームになって取り組んでいく。

千葉県

　千葉県では、経済、観光、スポーツ及び行政など様々
な分野の代表者で構成される「 2020年東京オリンピック・
パラリンピックCHIBA推進会議」を2014年に設置し、企
業や団体、大学、市町村等と方向性を共有し、相互に連
携しながら、大会の成功はもとより、県の更なる発展に向
けて大会後も見据えた取組を進めた。
　東京 2020大会の開催に向けては、経済団体や学生団
体等と一体となって、カウントダウンイベントを節目ごとに
実施するとともに、装飾や展示等によるPRを展開し、機
運の醸成を図った。
　また、県内では、ホストタウン制度による国際交流の推
進、公衆無線 LANの設置や観光案内の多言語化等の訪
日外国人の受入れ環境整備、都市ボランティアの育成、世
代や障がいの有無に関わらず参加し、体験できる文化プロ
グラムなど、多様な取組も展開された。
　1つの施設では最多となる計 7競技が行われた幕張メッ
セでは、設備の更新やバリアフリー対応の充実を図った。
オリンピック競技大会史上初となるサーフィンが行われた
釣ヶ崎海岸では、一宮町が多目的スペースを有する施設
を、千葉県が芝生広場や駐車場等を整備し、地域活性化
の拠点とすることとした。また、観客輸送の円滑化のため、
上総一ノ宮駅に、一宮町が県の支援を受けて東口を新設
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幕張メッセ

釣ヶ崎海岸

した。大会開催をきっかけに、サーフィンを生かした地域づ
くりなどの新たな動きも生まれつつある。
　東京 2020パラリンピックでは、開催都市に次いで多い
4競技が県内で行われた。県では、大会の開催決定を契
機に、各地で障がい者スポーツの観戦と体験の機会を提
供し、普及に努めた。また、オリンピック・パラリンピック
教育において、障がい者スポーツによる交流や障がいの疑
似体験等により心のバリアフリーを推進するなど、障がい
者の置かれた環境等への理解を促進した。
　こうした中、東京 2020パラリンピックの閉会式で、
I’mPOSSIBLEアワードの開催国最優秀賞と開催国特別賞
をいずれも県内の学校が受賞した。受賞校が地域で積み
重ねてきた取組が高く評価されたもので、千葉県にとって
も貴重な財産となるものであった。
　千葉県では、これらの取組等を一過性のものとすること
なく、スポーツ及び文化を通した地域の活性化や共生社
会の実現を進めていくことにより、千葉県の持続的発展に
つなげていく。

神奈川県

　神奈川県では東京 2020オリンピック4競技が開催され、
江の島ヨットハーバーは、東京1964大会に続き、2回目の
セーリング会場となった。神奈川県は、オリンピック・パラ
リンピック課とセーリング課を設置し、東京 2020大会の成

功に向けて取り組んだ。
　まず、セーリング開催に向けては、既存艇の移動が課題
となった。
　江の島ヨットハーバーは国内屈指のハーバーで、多くの
セーラーが利用している。仮設施設の設置や東京2020大
会用の艇のスペース確保には、700に及ぶ既存艇を数か月
間にわたり移動する必要があった。
　艇の移動は、運搬の費用や手段、移動先等について
オーナーの理解を得る必要があり、特に、艇の多様な規
格と移動先とのマッチングが課題であった。神奈川県では、
計5回にわたる全体説明会、現地相談窓口の設置、個別
訪問等を行い、可能な限りきめ細かい対応を行った。
　ほとんどの艇移動の完了後、東京2020大会の開催延期
により、再度移動を依頼することとなったが、丁寧な調整
を行うことで、無事に移動を完了することができた。
　また、江の島沖は漁業が盛んであり、オリンピック規模
のレース開催には漁業者との調整が不可欠であった。神奈
川県は、組織委員会と緊密に連携し、漁業者に頻繁に足
を運び、話合いを重ね、テストイベントの実績も踏まえ、漁
業者にレース運営方法について理解を得ることができた。
　さらに、セーリング会場における選手村分村の設置に当
たって、神奈川県は、東京 1964大会でヨットの分村が置
かれた大磯プリンスホテルとの調整役を果たした。

大会開催に向けて整備された江の島セーリングセンター

「おもてなし」「歓迎」「応援」の気持ちを伝えるため、県内の
子どもたちが育てたアサガオの鉢を江の島会場周辺に設置する

神奈川県版「フラワーレーンプロジェクト」を実施
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　また、分村と会場との輸送の円滑化に向けて、神奈川
県では江の島大橋を拡幅 3車線化し、2019年 8月に供用
開始した。東京 2020大会の開催期間中は会場周辺の交
通規制が行われたため、近隣の駐車場と江の島間に無料
シャトルバスを運行し、江の島を訪れる人の便宜を図った。
　加えて、東京 2020大会の運営の円滑化や、大会の終了
後のヨットレースを支え、次代のセーラーの育成拠点とする
ため、艇整備庫等を備えた江の島セーリングセンターを
2019年 8月に整備した。
　次に、新型コロナウイルス感染症対策においては、バブ
ル方式の実効性確保に向けて、医療関係者や組織委員会
と連携して「神奈川県新型コロナウイルス感染症対策に関
する東京 2020大会協議会」を設け、ルール遵守のための
具体的な方策について協議した。また、県内で陽性が確
定した海外から来日した東京 2020大会関係者の言語や
食事等に対応するため、療養先を集約した「東京 2020大
会における神奈川モデル」を構築した。こうした取組は、ほ
かの関係自治体にも共有され、安全・安心な東京 2020
大会の実施に貢献した。
　最後に、観戦の工夫について、コロナ禍でライブサイト
中止、無観客開催となる中で、神奈川県では「おうちで観
戦」を呼び掛けた。テレビ中継が少ないセーリングを多く
の人が楽しめるよう、セーリングのネット配信に合わせた解
説をツイートしたほか、レースの見所などを紹介する「かな
がわセーリングちゃんねる」をセーリング競技の開催期間
中毎日配信した。
　神奈川県では、東京 2020大会の開催を契機とし、今
後もオリンピックの意義、セーリングの楽しさ、スポーツの
持つ力などを広く伝えていく。

山梨県

　2018年8月に組織委員会が自転車競技（ロード）のコー
スを公表し、道志村と山中湖村を通過するコースが正式に
決定し、山梨県政史上初めてオリンピックの開催地となっ
た。
　山梨県では、当該競技の開催に向けた準備や運営協力
に伴う課題整理を行うため、県内の官民団体で構成する
「東京オリンピック・パラリンピック山梨県実行委員会」内
に実務者による専門部会を設置した。関係自治体である
山梨県や道志村、山中湖村のほか、道路管理者や山梨県
警、関係消防本部、山梨県自転車競技連盟等の県内関係
団体が連携する体制を構築し、東京 2020大会の運営に
伴う調整や情報共有を図った。
　また、東京 2020オリンピックの県内開催は、山梨県の
様々な魅力を国内外にアピールする絶好の機会であること
から、ロードレースPR動画、VR動画、ガイドマップ等を制

作したほか、大会開催の500日前や 300日前に記念イベ
ントを実施するなど、東京 2020大会の開催を契機とした
地域活性化に向けた取組や機運醸成に取り組んだ。
　自転車競技（ロード）は、男子は2021年 7月24日、女
子は同月25日に開催され、世界で活躍するトップアスリー
トが集結した。競技の開催当日は、自治体や警察、消防
などの関係団体が運営に携わるとともに、県内からも多く
の人が資機材撤去等を行うボランティアとして参加するな
ど、山梨県を挙げた取組が東京 2020大会の成功に大きく
貢献した。
　東京 2020大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大が
続く中、沿道での観戦について自粛を求めるなど、極めて
異例の開催となったが、空撮などによる競技映像の配信を
通じて、道志渓谷や山中湖畔といった美しい景観をバック
に熱戦が繰り広げられ、画面越しでも伝わってくる緊張感
や熱気と共に、山梨の魅力が世界にPRできた。
　今後は、東京 2020大会の開催を通じて得られたレガ
シーを受け継いでいくことが重要であり、山梨県の素晴ら
しい自然環境、首都圏に位置するアクセスの良さなどを最
大限活用し、東京 2020オリンピックの自転車競技コース
を活用したサイクルツーリズムを積極的に推進し、地域活
性化につながることが期待される。

山伏峠を駆けあがる選手たち（道志村）

山中湖畔を疾走する選手たち（山中湖村）
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静岡県

　静岡県では、東京 2020大会の自転車競技（トラック、マ
ウンテンバイク（オリンピック競技）、ロード）が県内で開催
されることを受け、官民一体で大会を成功させるために
2017年 11月に「東京オリンピック・パラリンピック自転車
競技静岡県開催推進委員会」を立ち上げた。本委員会で
は、組織委員会が行う輸送やセキュリティ対策等への協
力、自転車競技開催に向けた機運醸成やおもてなし、東
京 2020大会の開催を契機とした観光振興、地域の活性
化に関することを議論し、情報共有を図った。
　東京 2020大会の開催期間中は、全庁体制となる「東
京 2020オリンピック・パラリンピック大会運営支援静岡県

観客に案内をしているシティキャスト静岡（三島駅）

観客に案内をしているシティキャスト静岡（御殿場駅）

パラスポーツの普及（静岡県パラスポーツ運動会）

実施本部」を設置し、静岡県庁本部に加え、競技会場の
ある伊豆市及び小山町に現地本部を立ち上げて、東京
2020大会の運営支援を実施した。
　東京 2020大会はコロナ禍での開催となったが、静岡県
会場では、東京 2020オリンピックが有観客（収容定員の
半数、上限 1万人）で開催されたことから、自治体や保健
所、地域医療機関等で構成される調整会議を設置し、医
療体制やコロナ対応について共有、連携を図り、ラストマ
イル及びロードレース沿道への救護所設置や都市ボラン
ティアによる直行直帰の注意喚起などの対策を講じたほ
か、収容定員を減らし、県民限定の事前登録制によりライ
ブサイトを開催した。また、学校連携観戦では、51校 1,240
名が観戦し、児童及び生徒にとって大きな財産となった。
　東京 2020オリンピックの開催期間中、延べ 1,467名の
都市ボランティアが会場最寄り駅等で交通案内や観光案
内をしたが、東京 2020パラリンピックでは無観客開催と
なったことから、現地での活動の代わりにオンラインで静
岡県の魅力を発信した。
　自転車競技（ロード）の競技会場である小山町では、
コース沿道にマリーゴールドを植栽し、選手や観客のおも
てなしエリアを創出した。
　東京 2020大会の終了後、自転車競技（トラック、マウ
ンテンバイク）の競技会場であった日本サイクルスポーツセ
ンターは、「自転車トレーニングヴィレッジ」として自転車競
技の強化拠点、国内外の自転車競技大会の開催地、世代
や障がいの有無を問わずサイクルスポーツに親しめる場と
しての活用を目指していく。また、2022年 11月には、健常
者と障がい者が一緒に障がい者スポーツの素晴らしさや
楽しさを体験する「静岡県パラスポーツ運動会」を開催す
るなど、今後もパラリンピックの開催県として、スポーツを
通じた共生社会の実現を目指していく。

札幌市

　札幌市では、陸上競技（マラソン（オリンピック競技の
み）、競歩）、サッカーの2競技が行われ、それに伴って機
運醸成やボランティア事業、海外メディアへの情報発信な
どに取り組んだ。
　機運醸成の取組としては、東京 2020大会の開催期間中
である2021年 7月19日から9月5日まで、市内中心部に都
市装飾を実施した。特に、大通西 10丁目（大通公園内）
に設置したオリンピックシンボルやマラソンコースのスター
ト及びゴール地点などの距離表示銘板では、多くの市民が
記念撮影するなど好評を得た。
　また、札幌市では、最終的に323名の都市ボランティア
が登録され、255名が実際に東京 2020大会で活動した。
主にマラソン及び競歩競技開催日に市内中心部のイン

104 



札幌駅のインフォメーションブース

大通公園のスペクタキュラー

フォメーションブースなどで、通行人に対し、交通規制や迂
回路案内等を行った。参加者からは「コロナ禍だからこそ
の経験もあった」、「オリンピックに参加できて楽しかっ
た」、「一生に一度の良い思い出となった」などの声があっ
た。
　加えて、新型コロナウイルス対策の一環で、自由な取材
や行動に制限のあった海外メディアをサポートするため、
メディア向け英語版特設サイトを開設し、札幌のまちの情
報や写真及び動画素材等の提供を行った。閲覧数は約
500件、写真及び動画素材のダウンロード数は約 60件と
なり、世界各国の競技放映の際に札幌の魅力がより広く深
く紹介された。

さいたま市

　さいたま市は、市内で実施される競技が円滑に行われ
るよう支援するため 2015年 5月に「東京 2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会さいたま市推進本部」を設置
し、全庁的な協力体制を構築した。さらに 2016年には、こ
れと両輪を成す「東京 2020オリンピック・パラリンピック
競技大会さいたま市支援会議」を設置し、東京 2020大
会の開催を契機として市内関係機関や企業、団体等が参
画する官民一体の協働体制を構築した。
　これらの推進体制において、東京 2020大会でのさいた
ま市の魅力発信につながるおもてなしの取組について、熱
中症対策や多言語対応などのテーマごとに取りまとめた
「おもてなしアクションプラン」を策定し、実施に向けた検
討と準備を行った。
　また、さいたま市は、東京 2020大会の開催に向けた市
内全域のボランティア活動の機運醸成と大会時のボラン
ティア活動の経験をレガシーとすることなどを目的として、
「さいたま市ボランティア連絡協議会」を設置し、座長に
文教大学人間科学部の二宮雅也准教授を迎え、市内で活
動する観光ガイドボランティアやスポーツボランティア等の
団体が参画した。
　本協議会では、各団体から大会ボランティアや都市ボラ
ンティアを募集したほか、東京 2020大会の開催期間中に
おける市独自の観光案内活動を検討し、観客等へのおも
てなしの研修などを実施した。
　さいたま新都心駅の東西自由通路では、東京 2020大
会の機運醸成に加え、バスケットボール競技出場国のおも
てなしや応援等を目的として、日本の伝統芸術を活用した
浮世絵のデザインによる装飾を行った。具体的には、出場
国の名所を背景に、各国の国旗をあしらったユニフォーム
姿を浮世絵で表現し、併せて市内観光施設も同様のデザ
インによる装飾を行った。この浮世絵による装飾は、国内
メディアに取り上げられたほか、国際バスケットボール連盟
（FIBA）のウェブサイトでも紹介され、さいたま市の取組を

浮世絵デザインによる装飾
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世界に発信することができた。
　さらに、東京 2020大会の終了後の本装飾の活用として、
それらをバスケットボール競技出場国の各大使館に寄贈
することで、各国とさいたま市の友好的な関係を築くきっか
けとなった。

千葉市

　千葉市では、市長を本部長とする「東京オリンピック・
パラリンピックプロジェクト推進本部」を設置し、「大会の
成功を実現する」、「スポーツ文化を普及し発展させる」、
「多様性に対応した共生社会を実現する」及び「千葉市
の魅力を高め、集客・宿泊を最大化する」の4つの方向
性を軸に、全庁的に取組を展開した。
　主なものとして、ハード面では、最寄り駅の海浜幕張駅
から会場周辺での、エレベーター等の新設や歩道のバリア
フリー整備のほか、案内サインの改修、花壇を整備し色鮮
やかな花を植えるなど、東京 2020大会の終了後も生かせ
る受入れ環境を整備した。
　ソフト面では、各周年イベントなどでの東京 2020大会の
PRや競技普及、モノレールやバスのラッピング車両の市内
での走行など、地元での開催機運を高めたほか、東京2020
大会の開催期間中は、ラストマイルや千葉駅周辺でベ
ニューカラーである紅の東京 2020大会ルックの装飾を施
し、市内での開催を感じられる華やかな雰囲気を創出した。
　なお、無観客により都市ボランティアの活動は中止と

ラストマイル装飾（海浜幕張駅南口）

千葉都市モノレールのラッピング車両

なったが、ボランティア文化の発展につながる取組を今後
も継続していく。
　また、千葉市では、東京 2020パラリンピックの開催を
共生社会実現の最大の機会と捉え、これまで、幕張メッセ
会場を多くの市民で満員にしようと、市内で開催される障
がい者スポーツ大会に併せた産学官連携による集客イベ
ントや、障がいの有無に関わらず交流できるスポーツイベン
トなどを行い、機運を盛り上げるとともに障がい者スポー
ツへの理解及び関心を高め、障がいのある人のスポーツ
参加を促進するなど、障がい者スポーツの推進に重点的
に取り組んできた。
　さらに、オリンピック・パラリンピック教育では、全市立
学校が教育実施校の認証を受け、障がい者スポーツ体験
の授業を取り入れるほか、子どもたちの一生の財産となる
よう東京 2020パラリンピックの学校連携観戦も実施し、延
べ55校、約1,900人の生徒が観戦した。
　千葉市では、東京 2020大会の開催に向けたこれまでの
経験や成果が価値のあるレガシーとなるとともに、取組を
継続し、多様性を尊重した共生社会の実現など、千葉市
の更なる発展へとつなげていく。

横浜市

　安全・安心な東京 2020大会の開催に向けて、「ラグ
ビーワールドカップ2019™ 東京2020オリンピック・パラリ
ンピック横浜開催推進委員会」を2016年11月に設立し、経
済界や交通関係団体等の87の関係団体と連携するととも
に、危機管理体制や医療救護体制、交通輸送体制を確立
し、オール横浜で取り組んだ。
　横浜市では、決勝戦を含み、横浜スタジアムで野球・ソ
フトボールが計 26試合、横浜国際総合競技場でサッカー
が計 12試合行われた。また、横浜スタジアムに隣接する旧
横浜市庁舎を、メディア対応等の施設として活用した。
　なお、当初、オリンピックスタジアムでの試合を予定して
いたサッカーの女子決勝戦は、開催日前日に、急きょ、横
浜市で行われることとなった。横浜国際総合競技場は、世
界三大スポーツイベント全ての決勝戦が行われた唯一の
会場となり、横浜市では、それらの試合の開催が可能であ
ることをPRできた。
　横浜市での競技開催に当たっては、大会関係の一般傷
病者の受入れや競技会場内への医療スタッフの派遣など
について、特定の医療機関に負担が偏らないよう、市内医
療機関が一体となって対応した。新型コロナウイルスの感
染が疑われる大会関係者の対応については、地域医療に
影響が及ばないよう、一般傷病者とフローを分け、複数の
特定医療機関で対応した。
　交通輸送の取組においては、会場周辺の道路や首都高
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横浜国際総合競技場での500日前イベント

赤レンガパークのスペクタキュラー

速道路の出口で、約 1か月間の交通規制を行った。この間、
横浜市営バスを含む迂回への協力や神奈川県警察の路
上駐車取締り等により、大きな混乱もなく、選手及び大会
関係者の輸送を実施した。
　横浜市が募った約 2,000名の都市ボランティアは、活動
に関する研修や、語学、障がい者対応等のスキルアップ研
修等を通じて、募集から大会直前まで、約 3年にわたり準
備を行った。無観客開催となり、東京 2020大会の開催期
間中の活動は中止となったが、今後もボランティア活動を
継続できるよう、ボランティア文化の定着に向けた環境づく
りを行っていく。
　機運醸成における取組では、2017年から節目を捉えて
カウントダウンイベントを行った。東京2020大会の開催延
期に伴い、オンライン配信への切替えなどもあったが、370
万人を超える市民やマーケティングパートナーなどと共に、
横浜市から東京 2020大会を盛り上げた。
　赤レンガパークでは、オリンピックシンボルの大型モニュ
メントを設置するとともに、東京 2020オリンピックの開会
前から開催期間中にかけて市内各所でライトアップやフ
ラッグ掲出を行った。
　また、開催後には、東京 2020大会の感動や興奮を共
有するため、オンラインでアスリートへの感謝を伝える感謝
会等を開催した。

相模原市

　東京 2020大会の開催決定を踏まえ、相模原市は、 2014
年1月に、庁内推進組織である「東京 2020・さがみはら
プロジェクト推進本部」を設置し、関係機関と連携して大
会開催を支援するとともに、東京 2020大会の開催を契機
として相模原市のスポーツ及び文化の振興を図り、魅力の
発信等を行うため、政策分野横断的に多くの部署が連携
して取り組んだ。
　このような中、2018年 8月に、東京 2020オリンピックの
自転車競技（ロード）のコースが相模原市域内に設定され
ることが決定し、以降、関係自治体として組織委員会によ
る運営準備に協力するとともに、東京 2020大会の開催時
には相模原市を挙げて競技を盛り上げ、東京 2020大会
の終了後における競技の普及やサイクルツーリズムの推進
につなげていくことを目指し、競技 PR動画、コース紹介パ
ンフレット等の制作やアニメとのコラボレーションを通じた
機運醸成に取り組んだ。
　自転車競技（ロード）の開催当日は、コロナ禍によりコー
ス沿道における観戦の自粛を求めざるを得ない状況では
あったが、相模原市は、コース沿道にピクトグラムをデザイ
ンした大型装飾（縦  9m×横20.454m）を施したほか、地
域住民が自主的な取組として、横断幕、万国旗等により競
技を盛り上げ、相模原市がこれまでに取り組んできた機運
醸成の目的は達成できた。
　東京 2020大会のレガシーとして、相模原市は、UCI公
認国際自転車ロードレース「ツアー・オブ・ジャパン」を
誘致し、2021年 5月に初めて市内ステージを実施し、東京
2020大会の開催を契機とする競技の普及に向け、既に大
きな第一歩を踏み出した。
　また、相模原市は、ブラジル及びカナダの事前トレーニ
ングキャンプの受入れを契機とする両国とのホストタウン
交流や、障がい者スポーツの普及等にも取り組んでおり、
これらについても、「多文化理解の促進」や「共生社会の
実現」といった市の政策目標の達成方策として位置づけ、
東京 2020大会の終了後も、引き続き取り組んでいく。

相模原市において東京2020オリンピック自転車ロードレース競
技のコース沿道に設置した大型装飾の前を駆け抜ける選手たち
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3 開催都市・東京都とオールジャパンの連携
⑸ 警察、消防、海上保安庁、自衛隊

警察の取組

体制整備

　警察では、東京 2020大会における安全・安心の確保
に向け、警察組織一体となった対策を推進した。警察庁に
「 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会対策
推進室」を、警視庁に「警視庁オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会総合対策本部」を設置したほか、東京 2020大
会の競技会場を管轄する関係道県警察においても体制を
順次整備して、東京 2020大会におけるセキュリティ対策に
ついて準備を進めた。
　また、政府のセキュリティ幹事会決定に基づき、警察庁
次長を「シニア・セキュリティ・コマンダー」として、東京
2020大会の警備の計画及び運営の段階において関係機
関を主導する役割を担うこととしたほか、2017年7月には、
東京 2020大会の安全に関する情報集約、リスク分析等を
行うとともに、必要な情報の関係機関等への提供及び国
際連携を推進する「セキュリティ情報センター」を警察庁に
設置した。

聖火リレーに伴う活動

　全国で開催される聖火リレーの警備を実施するため、各
都道府県聖火リレー実行委員会に警察が参画し、指導及
び助言を行うなど、計画段階から同実行委員会及び組織
委員会と緊密に連携し、聖火リレーの安全・安心の確保
に向けた取組を推進した。聖火リレー実施時には、観客
及び聖火ランナーを始めとする関係者の安全を確保する
ため、各都道府県警察の警察官で構成された聖火伴走部
隊や支援部隊を配置して警戒を実施したほか、車両阻止

用資機材や警察車両を活用した車両突入テロ対策を講
じた。

東京 2020大会開催時の各種対策

　東京2020大会では、会場が設置された9都道県にお
けるそれぞれの最大時の警察官動員数を合計すると、約5
万 9,900名の体制となった。そのうち約 1万 1,600名は、全
国から警視庁に派遣された部隊であった。
　開催時における具体的な対策としては、セキュリティ基
本戦略等に基づき、主に次の取組を実施した。
・大会関連施設等における警戒警備の実施及び車両突
入テロ対策の推進
・ 各種違法行為の取締りの徹底
・ 大規模集客施設等におけるテロの未然防止対策の推
進
・小型無人機等対策の推進
・経空テロ対策の推進、警察庁内への空域統制所の設置
・ 天皇陛下の開会式御臨席、秋篠宮皇嗣殿下の閉会式
御臨席に伴う警衛の実施
・国内外要人に対する警護の実施
　また、施設管理者や地域住民等を含む社会全体でのテ
ロ対策が重要であることから、関係機関、民間事業者等
と連携した訓練の充実等、官民一体となったテロ対策を
深化させた。さらに、東京 2020大会に対するサイバー攻
撃対策として、関係機関と連携して、サイバー攻撃に関す
る情報収集及び分析等を推進するとともに、東京 2020大
会におけるサイバー攻撃の発生を想定した共同対処訓練
を実施するなど、サイバー攻撃対策に万全を期した。
　なお、交通対策においては、大会関係者の円滑な輸送
と都市活動の安定の両立を図るため、関係機関と連携し

聖火伴走部隊 新国立競技場外周警備
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た交通総量抑制対策や首都高速道路等における交通規
制等の対策を実施した。

消防の取組

　東京 2020大会において、関連施設の防火安全対策を
始め、火災、テロ等各種災害が発生した際の人命救助や
傷病者の搬送等、消防機関の果たすべき役割は非常に大
きいものであった。東京 2020大会では、総務省消防庁、
東京消防庁を始めとする関係消防本部が連携し、相互に
協力を図りながら、消防特別警戒に取り組んだ。

総務省消防庁の取組

　消防庁では、東京 2020大会に向けたNBC等のテロ災
害への対応力強化を目的として、大型除染システム搭載車
及び化学剤遠隔検知装置の整備や、国民保護事案におけ
る国と地方自治体との共同訓練の実施、ターニケット導入
に向けた消防職員用のカリキュラム等を策定したほか、外
国人や障がい者への対応として、電話通訳センターを介し
た三者間同時通訳、Net119緊急通報システム及び多言語
音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」の積極的な導入促進、
「救急車利用ガイド」の普及、外国人や障がい者が利用す
る施設における避難誘導等の多言語対応に関する取組促
進を図った。
　2017年 11月には、消防庁次長を会長とし、競技会場を
管轄する都道県、消防本部及び関係機関で構成する
「 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防
対策協議会」を設置し、競技実施期間中における警戒体
制や警防計画及び予防計画の策定など、各種検討を行う
ための体制を構築した。
　競技会場ごとに警戒本部及び警戒部隊を配置する必
要があり、また、NBC等のテロ災害に対応するための装備
資機材の整備や当該災害が発生した場合における対応
部隊の出場体制についても確保する必要があったため、
管轄消防本部のみの消防力では十分な警戒体制を構築
することが困難な場合においては、他の消防本部と応援体

宮城スタジアムへの消防庁職員派遣状況

制を構築するなどして対応することとした。
　また、NBC等のテロ災害に対応するための装備資機材
の整備や、応援体制の構築に必要となる経費に対して補
助金を交付し、関係消防本部に対して財政支援を行った。

消防本部の取組

1　組織体制の整備
　東京 2020大会に向け、開催都道県の消防本部におい
て組織体制が整備された。東京消防庁では、「オリンピッ
ク・パラリンピック対策室」を設置するとともに、競技会場
を管轄する消防本部においても体制を整備し、東京2020
大会における火災予防対策及び災害等発生時の即応体
制について準備を進めた。

2　消防特別警戒と大会用基本消防計画
　東京2020大会では、警戒の実施期間が約2か月と長期
間にわたることから、消防行政サービスの維持及びあらゆ
る災害等に対応する即応体制を強化するため、消防特別
警戒を実施し、各競技会場等の警防計画及び警戒計画を
策定した。
　また、競技会場等において火災の発生を予防し、万一
火災が発生した場合でも、被害が最小限になるように、東
京2020大会用の基本消防計画を策定した。

3　大会時の体制
　東京 2020大会の開催時は、競技会場等に現地警戒本
部を設置するとともに、東京 2020大会用のポンプ隊、救
急隊、人員輸送隊等で構成される警戒配備隊を配備し、災
害発生時の迅速な初動態勢を強化した。
　また、会場の警戒に当たっては、各会場に設置される会
場警備本部（ Venue Security  Command  Centre。以下
「VSCC」という。）や、地元の消防団と緊密な連携を図った
上で警戒を実施した。
　東京消防庁では、東京 2020大会の開催期間中は、本
部警戒本部を設置し、各警戒本部との連携、警戒隊の管
理、東京都が設置するCOCを始めとする関係機関との連
携及び情報共有を行った。

4　大会期間中の各種取組
　東京 2020大会の開催期間中には、次のとおり様々な取
組を実施した。
・ 聖火リレーにおける消防車両の隊列への参加、沿道警
戒の実施
・ 開閉会式実施日におけるNBC災害対応部隊の出場体
制の強化等
・ 裸火を用いた演出に係る防火安全対策の指導
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国立代々木競技場における救急車待機状況 海上警備にあたる巡視船

・ 自転車競技（ロード）及び東京 2020パラリンピックにお
けるマラソンの実施に伴う追走救急隊の配置
・ 競技会場等のVSCCにおける他機関との情報共有体制
の確保、施設内の巡ら警戒、会場管理立入検査の実施
・ 会場管理立入検査及び火災調査の専門的技術支援を
行う予防即応班の設置

海上保安庁の取組

　東京 2020大会では、選手村等の施設が臨海部にあり、
サーフィンやセーリング等複数の競技が海上で行われるた
め、海上保安庁が競技会場等周辺海域における海上警備
を行った。
　海上保安庁では、海上及び臨海部で開催される競技に
おけるセキュリティの万全と安全・安心の確保のため、東
京2020大会に向けた海上警備体制や海上活動の安全対
策等の強化を図った。
　具体的には、2014年に海上保安庁長官を本部長とする
「海上保安庁 2020年オリンピック・パラリンピック東京大
会準備本部」を設置し、オリンピック聖火が 2020年 3月
20日に日本国内（宮城県）に到着することを受け、前日の
3月19日から準備本部を格上げする形で「海上保安庁
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会対策本

選手村に着岸する巡視船

部」を設置した。
　また、競技会場等周辺海域を管轄する第三管区海上保
安本部では、海上警備に向けて事前に海域調査や海域利
用者との調整を実施し、一部海域において、「航行自粛海
域」及び「停留自粛海域」を設定した。加えて、リーフレッ
トを作成し、大会開催中の競技エリアへの接近及び同エ
リア内の航行自粛等や不審事象を発見した際の通報を呼
び掛けた。さらにテロ対策として、ゴムボートによる規制訓
練や制圧訓練を重ね、大会直前の2021年 7月12日には、
選手村近くの海上で、不審な小型船に対応する訓練を行う
など、最終準備にあたった。
　東京 2020大会の開催期間中には、全国から巡視船艇
などを集結させ、船艇 151隻、航空機 8機、職員約 3,300
名の過去最大規模の体制で海上警備に当たり、選手村等
の重要施設の周辺では24時間態勢で警戒を行った。これ
らの取組を通じて、海上及び臨海部で開催される競技にお
けるセキュリティに万全を期し、安全・安心な東京 2020
大会の実現に寄与した。

自衛隊の取組

　防衛省及び自衛隊との連携は東京 1964大会において
も行われたが、東京 2020大会の開催においても、防衛
省及び自衛隊の有する知識、経験等は不可欠であった。こ
のため、組織委員会は、自衛隊法 100条の3に基づく東
京2020大会の運営への協力とオリパラ特措法に基づく国
有財産の無償使用の両面で、防衛省及び自衛隊と順次調
整を行った。
　東京 2020大会の運営への協力については、2017年か
ら防衛省及び自衛隊に協力を依頼する事項の調整を行っ
た。
　東京 2020大会の開催前の事項としては、聖火到着式と
サイバーセキュリティ対策について協力を得た。聖火到着
式への協力においては、航空自衛隊松島基地で開催した
式典において航空自衛隊のブルーインパルスによる展示
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飛行と航空中央音楽隊による演奏が行われた。これらは
防衛省及び自衛隊でなければ不可能な演出であり、オリ
ンピック聖火の日本への到着を告げるとともに、聖火のメッ
セージである平和と希望を伝える役割を果たした。サイ
バーセキュリティ対策においては、組織委員会が維持管理
する情報システムに対するぜい弱性診断の協力を得て、侵
入に至るような問題点がなかったことが確認された。
　東京 2020大会の開催時の事項としては、調整の結果、
各競技会場等における国旗等掲揚、射撃の競技会場と
なった陸上自衛隊朝霞訓練場における医療サービス、自
転車競技における救急搬送、セーリングにおける海上救
護及び会場内外の整理、アーチェリー、射撃及び近代五
種の運営並びに東京 2020大会の支援に伴う部隊運営及
び管理支援業務を行うための後方支援について、防衛省
及び自衛隊に協力を依頼し、東京 2020オリンピックで約
8,500名、東京 2020パラリンピックで約 460名の隊員の
協力を得た。
　国旗等掲揚においては、開会式及び閉会式並びに各種
競技の表彰式での自衛隊員による国旗等掲揚が厳粛か
つ整然と行われた。
　陸上自衛隊朝霞訓練場での医療サービスにおいては、
競技会場の医務室で、自衛隊から派遣された医師や看護
師等による医療サービスの提供が行われた。自転車競技
における救急搬送においては、競技会場から指定病院へ
の負傷者等の搬送体制を整えた。また、セーリングにおけ
る海上救護への協力においては、競技会場である海上で
選手等が負傷等をした場合の救護及び搬送に備えて救
命艇に乗船した救護員等が海上で待機し、競技運営の下
支えをした。これらの取組により、各競技会場等における
医療体制を確実なものとした。
　会場内外の整理においては、東京 2020オリンピックの
開催期間の競技会場等で行う会場整理に自衛隊員が配
備され、東京 2020大会の運営の安全・安心が確保され
た。具体的な配備先については、協議の結果、①自転車
競技（ロード）に係る沿道整理、②首都圏会場に係る関

自衛隊員による国旗掲揚

自衛隊員による手荷物検査

係者エリアの整理、③陸上自衛隊朝霞訓練場における会
場整理について、協力が得られることとなり、約 7,600名
の自衛隊員が会場整理要員として携わった。
　なお、首都圏会場の関係者エリアの整理については、無
観客開催となったことを受け、観客用の歩行者スクリーニ
ングエリア（ Pedestrian Screening Area。以下「 PSA」と
いう。）に配置予定だった民間警備員を、一部の時間帯で
関係者エリアの整理に配置するなどの調整が行われた。
　アーチェリー、射撃及び近代五種の競技運営への協力
においては、その知識、経験等を基にこれらの競技の継
続及び発展を歴史的に支えてきた自衛隊員が、審判、競
技運営及び競技用具管理等の任務を担い、競技の着実な
運営を直接的に支えた。
　防衛省所管の国有財産の無償使用については、陸上自
衛隊朝霞訓練場のほか、セーリングの競技運営艇の陸上
保管場所として海上自衛隊横須賀教育隊の敷地を、聖火
到着式の開催のための用地として航空自衛隊松島基地を、
それぞれ無償で借り受けた。
　防衛省及び自衛隊によるこれらの協力により、東京
2020大会の運営基盤がより確実なものとなり、成功の土
台が築かれるとともに、大会がオールジャパン一丸となっ
て取り組んでいるイベントであることを効果的に国内外に
発信することができた。
　これらの組織委員会と連携した取組のほか、防衛省及
び自衛隊においては、政府のセキュリティ幹事会において
決定された「 2020年東京オリンピック競技大会・東京パ
ラリンピック競技大会に向けたセキュリティ基本戦略」を
踏まえ、競技会場周辺を含む我が国上空の警戒監視等の
各種任務に従事し、東京 2020大会の安全・安心、円滑
な準備及び運営並びに継続性の確保に貢献した。
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4 マーケティングパートナー等との連携
⑴ マーケティングパートナー

マーケティングパートナーの仕組み

　東京 2020大会に関連する費用のうち、組織委員会が管
理する大会運営に関連する費用並びにJOC及び JPCが管
理する選手強化の費用は、主に、スポンサーシップ、ライ
センシング、チケッティングなど、組織委員会が実施する
マーケティングプログラムによって得られる収入によって支
えられていた。その中でも「、東京 2020スポンサーシップ・
プログラム」による収入の割合が最も高く、東京 2020大
会の安定的な運営及び日本代表選手の活躍のために、非
常に重要な役割を占めていた。
　「東京 2020スポンサーシップ・プログラム」は、４つの
階層からなり、IOCのオリンピックパートナープログラム
（ワールドワイドオリンピックパートナー）及び IPCのパラリ
ンピックパートナープログラム（ワールドワイドパラリンピッ
クパートナー）を最上位とした。その他は、日本国内向け
のスポンサーシップ・プログラムであり、国内最高水準の
東京2020ゴールドパートナー、東京2020オフィシャルパー
トナー、東京 2020オフィシャルサポーターの３階層を設け
た。組織委員会が実施するマーケティングにおいて中核と
なる国内契約スポンサーは、東京 2020大会を含む、2021
年12月末までのオリンピック競技大会及びパラリンピック
競技大会の日本代表選手団に係るパートナーであり、本プ
ログラムに参加することにより、東京 2020大会の呼称や
エンブレム等のマークの使用などを始めとした権利を行使
することが可能となった。組織委員会は、本プログラムに
基づくスポンサー各社と共に、より豊かな日本と世界の未
来に貢献すべく、オリンピック・パラリンピックムーブメント
の推進等、様々な施策を実施した。また、聖火リレーやテ
ストイベント等東京 2020大会の関連イベントにおいても、
マーケティングパートナーの各社から大会とは別に協賛を
受け、大会の機運醸成に、組織委員会とマーケティング
パートナーとが一体となって取り組んだ。

国内パートナー

　組織委員会が2015年１月から開始した東京2020マーケ
ティングプログラムは、最終的に68社の国内パートナーを
確保することに成功した。これは、過去の大会を遡ってみ
ても非常に大きな成果となり、パートナー協賛金による収
入は史上最高額であった。その成功の背景には、３つの大
きな要素があった。
　まず一つ目の要素として、オリンピック・パラリンピック

競技大会が、日本の特に経済界で非常にポジティブに受
け止められていたことが挙げられる。東京1964大会は、日
本が戦後の復興からの経済成長を一気に加速させた契
機となった大会であり、非常に良い思い出として当時の
人々の記憶に刻まれた。その記憶を持つ人々が今日の企
業の経営陣となり、東京 2020大会に貢献したい、という
思いを強く持っており、単なるスポーツイベント以上の大き
な価値と意味を持っていた。
　二つ目の要素としては、１業種１社にとらわれ過ぎない柔
軟なマーケティング方針にあった。過去のオリンピック・パ
ラリンピック競技大会においては、一部の限られた例外を
除いて、原則１業種１社であった。一方で、東京 2020大会
もその原則は維持しつつ、希望企業が複数社あった場合
には、競合する希望企業全社が合意し、かつIOCが承認
した場合は、同一カテゴリー（業種）であっても参加を可
能とした。この取組によって、複数社で成立したカテゴリー
が８つあり、結果としてこの８カテゴリーで21社の国内パー
トナーを得ることができた。
　三つ目の要素としては、東京 2020パラリンピックであっ
た。多様性と調和やダイバーシティ＆インクルージョン
（D&I）の必要性が増している日本において、国内パート
ナー各社のみならず、ワールドワイドオリンピックパートナー
を含むほとんどのマーケティングパートナーがパラリンピッ
ク競技大会の重要性を深く理解し、時には組織委員会を
先導する形で東京 2020パラリンピックやパラリンピアンを
支援し、様々な取組を通じて、企業や日本社会での多様性
と調和や D&Iをより一層深化させていった。これは、東京
2020大会のマーケティング活動のレガシーであると考えら
れ、日本の文化として根付いていくことが期待される。
　なお、実際の国内パートナー募集等に当たっては、オリ
ンピック・パラリンピック競技大会のマーケティング活動の
実務に長けた民間事業者の知見を活用するため、IOCとの
合意の下、専任代理店を選任した。専任代理店は、組織
委員会の依頼を受け、マーケティングパートナー対応や
マーケティングプログラム遂行の代理を担い、東京 2020
大会のマーケティング活動の進展に大きく貢献した。
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マーケティングパートナーリスト

オリンピックパートナーリスト
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パラリンピックパートナーリスト
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関連イベント協賛パートナー一覧

キヤノン株式会社

ＥＮＥＯＳ株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社みずほフィナンシャルグループ

日本航空株式会社

久光製薬株式会社

清水建設株式会社

丸大食品株式会社

日本電気株式会社

味の素株式会社

アース製薬株式会社

全日本空輸株式会社

ＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社

株式会社乃村工藝社

パーク２４株式会社

株式会社パソナグループ

ヤフー株式会社

READY STEADY TOKYO

プレゼンティングパートナー

The Coca-Cola Company

トヨタ自動車株式会社

日本生命保険相互会社

日本電信電話株式会社

パナソニック株式会社

ＥＮＥＯＳ株式会社

全日本空輸株式会社

日本郵政株式会社

日本航空株式会社 

Visa Inc.

日本電気株式会社

東京2020オリンピック聖火リレー

サポーティングパートナー

サポーティングパートナー

アソシエーティングパートナー

株式会社LIXIL

ＥＮＥＯＳ株式会社

全日本空輸株式会社

日本航空株式会社

ヤフー株式会社

東京2020パラリンピック聖火リレー

プレゼンティングパートナー

サポーティングパートナー

アソシエーティングパートナー

ＥＮＥＯＳ株式会社

日本航空株式会社

キヤノン株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社みずほフィナンシャルグループ

久光製薬株式会社

清水建設株式会社

日本電気株式会社

味の素株式会社

アース製薬株式会社

全日本空輸株式会社

ＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社

株式会社乃村工藝社

パーク２４株式会社

株式会社パソナグループ 

東京2020 NIPPONフェスティバル

オフィシャルパートナー

サポーティングパートナー

アソシエーティングパートナー

アソシエーティングパートナー
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4 マーケティングパートナー等との連携
⑵オフィシャルコントリビューター、経済界等

オフィシャルコントリビューター、経済界等

　組織委員会は、国や自治体、マーケティングパートナー
のみならず、多くの関係団体と協力しながら、東京 2020
大会の成功に向けて準備を進めた。
　東京 2020大会では、東京 2020スポンサーシッププロ
グラムとは異なり、大会のために貢献する非営利団体を対
象とした（ただし、一部特例を含む。）プログラムである「東
京2020オフィシャルコントリビューター」を設定した。オフィ
シャルコントリビューターは、貢献内容に基づいた東京
2020大会の呼称などの権利を国内において行使すること
が可能となり、本プログラムにおいて、日本中央競馬会、
日本財団、公益財団法人 JKA、東京電力ホールディングス
株式会社の4者と契約を締結した。日本中央競馬会から
はJRA馬事公苑の改修及び競技運営支援、 日本財団から
はボランティアの研修、機運醸成に向けたイベント及び広
報等の実施、公益財団法人 JKAからは伊豆ベロドローム
の会場整備への財政支援、 東京電力ホールディングス株
式会社からは競技会場等の電力供給設備の安定的な運
営支援の協力を得た。
　また、「スポーツ・健康」、「街づくり・持続可能性」、
「文化・教育」、「経済・テクノロジー」及び「復興・オー
ルジャパン・世界への発信」の各分野の専門委員会への
専門家等の参画などにおいて、幅広い分野でスポーツ団
体や経済団体を始めとする多くの関係団体と連携し、各団
体が有する知見等を活用した様々な取組を進めた。経済
界においては、2015年 3月に日本経済団体連合会、日本
商工会議所及び東京商工会議所、経済同友会で構成され
る、「オリンピック・パラリンピック等経済界協議会」が設
立された。同協議会は、2016年 4月には、協議会として
のレガシー形成活動をまとめた「Toward &  Beyond 
2020」を公表し、東京 2020大会の成功と経済界としてな
し得るレガシーづくりに向けて、大会のマーケティングパー
トナーも含めて、経済界のオールジャパンで取り組んだ。こ
うした取組は、各分野でのポジティブなレガシーへとつな
がっていくことが期待される。
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5 IOC、IPC等との連携
⑴ IOC及びIPC

IOC 及び IPCとの連携

　東京 2020大会を成功に導くため、組織委員会は設立
当初から、IOC、IPCと手を携え、積極的に意思疎通を図
り、連携しながら準備を進めた。
　オリンピックのあるべき姿（オリンピズム）の根本原則、
規則、付属細則を成文化したオリンピック憲章、IOC、東
京都、JOCの当事者間で締結し、後に組織委員会も契約
当事者として加わった開催都市契約 2020、東京 2020大
会の計画策定、運営等に適用される主要な要件がまとめ
られ、開催都市契約  2020の一部をなす大会運営要件
（ Operational Requirements、OR）など、東京 2020大会
の開催に当たっては、様々な要件を満たす必要があった。
組織委員会は、IOC及びIPCの総会及び理事会の場にお
いて、東京 2020大会の準備状況を適時適切に報告すると
ともに、オリンピック憲章や開催都市契約 2020に定めら
れた事項について都度 IOCの承認を得た。
　また、IOC及び IPCとはエグゼクティブミーティングも開
催され、トップ同士の協議により、東京 2020大会におけ
る重要事項の方向性を定めることも行われた。特に、大
会延期の決定や延期後の大会の骨格の構築、国内外の観
客の取扱いなどの極めて重要な意思決定の場面では、
IOC、IPC、東京都、組織委員会及び国の五者協議におい
て合意を見出し、東京 2020大会の実現に向けて大きな推
進力となった。
　東京 2020大会では、「スポーツを通して心身を向上さ
せ、さらには文化・国籍など様々な差異を超え、友情、連
帯感、フェアプレーの精神をもって理解し合うことで、平和
でよりよい世界の実現に貢献する」という「近、 代オリンピッ
クの父」と呼ばれるピエール・ド・クーベルタン男爵が提
唱したオリンピズムに基づき、多様性と調和の実現、人権
への配慮、平和への理解促進など、オリンピック憲章の求
める理念を踏まえた大会を目指した。
　また、IPCが推進する「パラスポーツを通して発信される
価値やその意義を通して世の中の人に気づきを与え、より
良い社会を作るための社会変革を起こそうとする」パラリ
ンピック・ムーブメントの更なる発展に貢献するようなパラ
リンピックの開催を目指した。
　IOC及び IPCとは、公式の会議でも、日々の調整におい
ても、密接な連携を図った。オリンピック・パラリンピック
競技大会のような大規模イベントの運営のノウハウを持つ
人材の確保は容易でなく、過去大会での経験や工程及び
日程の管理など、IOC、IPCからの助言や協力は東京 2020

大会の運営に不可欠であった。他方、東京都や日本に特
有の条件や状況もあり、実際の運営には組織委員会を始
めとする日本側の意見を反映させなければならない場面
も多くあった。立場が異なる以上、意見も異なる場面もあ
り、時に厳しい調整も行ったが、そうした中でも時間の経
過とともに信頼関係が築かれて、課題に対して互いに解決
策を示し、意見を述べ合い、最終的には合意するという一
連のプロセスが確立した。コロナ禍での開催となり、延期、
無観客、新型コロナウイルス感染症対策など、日本側の社
会状況によって難しい課題に直面した際も、こうした協力
関係は堅持された。

CoCom、PR

　組織委員会は、IOC及びI PCと、調整委員会会議
（ Meeting of  the  IOC  Coordination Commission for  the 
Games of  the  XXXII  Olympiad - Tokyo 2020、CoCom会
議）やプロジェクトレビュー（ Project Review、PR）を通じ
て、東京 2020大会の開催準備に関して様々な議論を行っ
た。
　CoComは、IOC委員、NOC代表、IPC代表、IF代表及
びIOC事務局代表の計  16名のメンバーにより構成される
合議体である。CoCom会議では、東京 2020大会の開催
準備全般について話し合われ、複数のFAやステークホル
ダーに関係する会場、財務、OPR（ Operational Readiness。
大会運営の実践的な準備活動）、暑さ対策、輸送、エン
ゲージメント、広報等のテーマを扱う全体会議に加え、FA
の実務者によるFA個別会議を同時並行で開催した。会議
はIOC及び  IPC合同で実施し、年に1回又は2回のペース
で開催した。
　PRは、CoCom会議に比べ、FA同士の議論を重視した、
より実務的な位置づけで行われ、IOC及び IPCとそれぞれ
年2回程度開催した。テーマや課題ごとにIOC及びI PCと
東京2020大会の準備の進捗状況等を共有し、フィードバッ
クを受ける機会となった。
　このように、CoCom会議や PRの機会を活用し、関係者
輸送や飲食、ルック等についての実務的な課題について、
IOC及び IPCと個別に議論を重ね、一つずつ解決し、東京
2020大会の開催準備に反映していった。

アジェンダ2020、ニューノーム

　オリンピック競技大会の規模が拡大し、演出や装飾が豪
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華になるにつれて、競技施設整備などのため開催都市は
多額の負担を強いられるようになり、将来のオリンピック・
パラリンピック競技大会の継続に向けた大きな課題の一
つとなっていた。このため、IOCは、オリンピック・ムーブ
メントの未来に向け、持続可能で魅力的なオリンピック像
を示すため、新たな改革を推し進めた。
　2013年 9月に就任したトーマス・バッハIOC会長の下で
オリンピック改革が進められ、世界の国又は地域のオリン
ピック委員会や公募された4万件を超える意見を基に「ア
ジェンダ2020」が作成され、2014年 12月にモナコで開か
れた第 127次 IOC総会で採択された。
　アジェンダ2020は、既存施設の活用及び追加種目の提
案及び開催都市以外での実施などが盛り込まれたオリン
ピック・ムーブメント改革の方針で、40項目の提言からな
り、東京 2020大会はアジェンダ2020が本格的に適用さ
れた最初の大会となった。
　既存施設の活用推進が提唱されたことにより、東京
2020大会の会場計画の見直しがより一層推進され、IOC
やIFのサポートの下、見直しを進めた結果、既存施設の
利用が招致段階から増加し、施設整備費の削減を可能に
した。
　これらの見直しに伴い、近隣自治体の競技会場を始め、
数多くの既存施設を活用することになり、多くの自治体と
共に大会開催の準備を進めたことは東京 2020大会の大
きな特徴となり、将来の開催都市にとっても、持続可能な
大会運営のモデルになることが期待される。
　また、開催都市に追加種目の提案権を与えられたこと
から、5競技 18種目の提案を行い、追加種目が採択され
た。追加種目には、野球・ソフトボールや空手など、日本
で人気の高い競技のほか、スケートボードやスポーツクライ
ミングといった若者に人気の都市型スポーツも含まれ、次
世代を刺激し、未来のオリンピックのあるべき姿を示すモ
デルケースとなった。
　平昌2018大会に先立つIOC総会では、大会の更なる効
率化や簡素化に係る「ニューノーム」が発表された。アジェ
ンダ2020とニューノームによる東京2020大会の財政的効
果は、約 4,500億円（約43億ドル）に上り、この財政的
効果のほとんどは、V2予算までに達成及び反映している。
主な項目は、会場の見直し、会場の賃借期間の短縮化、テ
ストイベントの適正化、デュアルブランディング、選手村サー
ビスの見直し、セキュリティ機器の最適化などである。
　組織委員会は、ニューノーム公表以前からその精神を先
取りしてコスト削減を推進してきたが、さらにアジェンダ
2020とニューノームの取組は、コスト増加を抑制するマイ
ンドを形成し、組織委員会は大会準備が進捗する中でも、
これらをテコにして経費削減、簡素化に取り組んだ。
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5 IOC、IPC等との連携
⑵ IF及びNF

IF 及び NFとの連携

IF及び NFの役割

　IF及び NFは、共にオリンピック・パラリンピック競技大
会における競技運営を支える主要なステークホルダーで
ある。
　IFは、各競技のルール等を定め、競技の国際的な普及
及び促進や人材育成など当該競技を振興する唯一の国
際統括団体である。また、オリンピック・パラリンピック競
技大会においては、大会で行われる各競技の運営に関す
る決定権を有する中核としての役割を担い、大会における
全ての競技要素（競技規則、競技スケジュール、競技エリ
ア、練習会場、競技用備品等）についても、IFの規則や
決定に従う必要がある。そのため、組織委員会は、東京
2020大会で実施された全ての競技の各要素について、IF
と緊密に連携し、随時協議及び確認しながら準備を進め
た。
　NFは、日本国内において各競技を統括する立場であり、
各競技に関する専門知識及び人的ネットワーク等を有する。
特に、スポーツマネージャーを始めとする競技知識や経験
を要する専門スタッフ、競技ボランティアの採用に当たって
は、NFが候補者を推薦するなど、競技計画における重要
な役割を果たした。
　東京 2020大会では、実施された全ての競技において、
各スポーツマネージャーが担当競技のIF及び NFとの連絡
調整の窓口となり、コミュニケーションを十分に図ること
で、両者と信頼関係を構築しながら、円滑な競技運営を
実現させた。
　今後の日本におけるスポーツの幅広い発展のためにも、
東京2020大会を通じて行ったこうした取組によって培った
各競技のIF及び NFとの関係は、継続し、発展させていく
べきものである。

IFに対して提供したサービス

　IFは競技運営に不可欠な役割を担っており、IFが活動を
円滑に行うための、宿泊、輸送等各種サービスを確実に
IFに対して提供することが、東京 2020大会の成功にとって
非常に重要な要素であった。
　組織委員会がIFに提供すべきサービスは、開催都市契
約 2020に規定されており、こうしたサービスの具体的な
提供方法やサービスレベルを、IOC、IPC及び各 IFと協議

して定めた。
　リオ2016大会終了後からIFの来日が本格的に行われ、
こうした機会を活用してIFと組織委員会の関係部署でサー
ビス提供に関する議論を行った。また、テストイベント等を
通じて計画を検証し、ブラッシュアップした。IFと合意した
サービス内容は、契約書等の文書で明確化した。
　東京 2020大会の開催期間中にIFに提供したサービス
は、宿泊、輸送、飲食やユニフォームの支給などに加え、
IFが競技会場において行うラウンジ運営のサポートなど多
岐に及んだ。ただし、これらは新型コロナウイルス感染症
対策のため、大幅な計画修正が必要になった。IOC、IPC、
IF及び組織委員会（スポーツ局、各サービスを所管する部
門等）で、各サービスの提供に係る新型コロナウイルス感
染症対策の基本方針を定めるとともに、競技及び会場ご
との対策の具体化を推進した。また、東京 2020大会の開
催期間中も、外出が制限されるIFのため、食事等の購入
を支援するサポートスタッフをホテルに配置するとともに、
食事の時間や場所の調整を行うなど、各種サービスの内
容の見直しを続けた。輸送においても、着実なサービス提
供のため、東京 2020大会の開催期間中は、組織委員会
内の関係部門間で毎日会議を行い、課題の検討や対応を
行った。
　これらの取組を通じ、新型コロナウイルス感染症対策を
講じながら、各種サービスを着実に提供することで、IFの
円滑な競技運営を支援した。

IFとの連携強化

　組織委員会は、オリンピック・パラリンピック競技大会の
運営に係るIFの経験や知見を取り入れ、効率的な大会準
備とコストの最適化を図るために、IFとの連携強化を図っ
た。
　アジェンダ2020の提言事項の一つである「オリンピック
競技大会の競技の計画策定とその実施においてIFの役割
を強化する。」を踏まえ、IOC及び IPCと連携し、新たな取
組として、「スポーツデリバリープラン（SDP）」を初めてオ
リンピック競技大会に導入した。また、IPCとの協議を経て、
パラリンピック競技大会にもSDPを導入することとした。
　SDPは、競技関係の準備におけるIF、IOC、IPC、OBS
及び組織委員会のそれぞれが持つ役割、責任及びタスク
に応じた対応期限を明確に示した計画であり、その主たる
目的は、「ステークホルダー間の相乗効果を最大化するこ
と」、「大会に向けて切れ目のない体制を確保すること」及
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び「費用の削減を確保すること」である。
　2017年夏にオリンピック競技のIFを対象として、2018年
冬にパラリンピック競技のIFを対象として、それぞれ SDP
の運用を開始した。その後、タスク管理をシステム化し、各
タスクの対応期限の変更履歴、進捗状況、課題等を一元
的に管理することで、各ステークホルダーと組織委員会と
の間でのリアルタイムかつ正確な情報共有を可能とした。
　東京 2020大会の開催に向けた諸準備は、SDPによって
タスクレベルで管理され、主に各 IFと組織委員会の競技
チームとの間での調整に基づき、各タスクの対応期限まで
に着実に遂行された。
　SDPの導入により、ステークホルダー間の役割分担が明
確になったことに加え、過去大会や国際大会の豊富な経
験や知見を有するIFが東京 2020大会の諸準備における
計画段階から参画したことで、効率的に大会の準備を進め
ることができた。

NFとの連携強化

　組織委員会は、東京 2020大会の準備及び運営等につ
いてオリンピック・パラリンピックに係るNFとの連携も強化
した。
　NFと十分に意見交換等を行い、相互に理解を深めると
ともに、東京 2020大会の成功に向けて密接に連携及び
協力を図っていくことを目的として、2016年 6月にNF協議
会を設置した。
　NF協議会は、NF、組織委員会及び JPCの代表者を委
員とし、スポーツ庁、東京都、JOC、日本スポーツ協会及
び日本財団パラリンピックサポートセンターの代表者がそ
れぞれオブザーバーとして参加しており、国内のスポーツ
に係る関係団体が一堂に会する場となった。
　設置当初から第 5回までは、オリンピック競技とパラリン
ピック競技で分かれて開催していたが、より一体となって東
京 2020大会の開催準備を推進するため、第 6回からオリ
ンピック競技及びパラリンピック競技合同での開催となっ
た。これにより、NF協議会はオリンピック競技のNFとパラ
リンピック競技のNFを結び付ける場にもなった。
　NF協議会では、組織委員会から東京 2020大会の開催
準備状況をNFに共有するとともに、NFから各競技に関す
る様々な意見やアドバイスが示されるなど、大会の成功に
向けて多くの議論がなされた。また、新型コロナウイルス
の感染拡大の影響によって東京 2020大会の開催延期が
決定した後は、オンラインで計 3回開催し、新型コロナウ
イルス感染症対策を踏まえた大会運営について緊密に情
報交換を行い、大会関係者が一丸となって大会の成功に
向けて取り組む契機となった。
　東京 2020大会の終了後は、2021年 9月に最後のNF協

議会を開催し、大会のレガシーをどのように構築していくか
などの報告がなされ、NF協議会の幕を閉じた。NF協議会
は、当該開催を含め計 13回開催された。

大会の簡素化に向けた IFとの協議

　2020年 6月の簡素化の方針決定後、組織委員会は、東
京 2020大会の根幹を成す選手及び競技に影響を与える
ことなく簡素化を実現するため、オリンピック競技及びパラ
リンピック競技を含む全 IFとオンラインでミーティングを実
施した。
　ミーティングに先立ち、オリンピック・パラリンピック競技
大会における競技運営のエキスパートであるIFの知見を
最大限に活用するため、簡素化のプロセスについてIF向け
に説明会を開催するとともに、競技会場等の使用期間や
緊急時対応計画の見直し、輸送サービスの削減など、簡
素化の対象となり得る項目を整理した質問票を事前にIF
へ送付し、議論の対象を絞り込んだ上で個別協議に臨む
など、IFと丁寧かつ効率的に議論を重ねた。
　約 3か月にわたるIFとのミーティングを通じて、延期後の
東京 2020大会を、競技にフォーカスした大会とすることを
改めてIFと確認した。簡素化の取組に対しては、IFから最
大限の理解と協力を得ることができ、IFラウンジの設備及
び運用の見直し、関係者用座席の削減、競技運営におけ
る仮設構築物の工事の簡素化及び効率化、スポーツプレ
ゼンテーションの演出見直しやコンテンツ制作の効率化な
ど、競技の実施に影響を与えることなく、簡素化を実現す
ることができた。

競技運営における新型コロナウイルス感染症対策

　2020年3月の東京2020大会の開催延期決定と同様に、
新型コロナウイルス感染拡大による影響で各競技の国際
大会は相次いで延期又は中止となっていたが、各 IFは各
競技の実施や練習再開に向けたガイドラインなどの策定
を行っていた。組織委員会では、2020年秋以降の本格的
な新型コロナウイルス感染症対策の検討に向けて、これら
IF及び NFのガイドラインなどの情報収集を図るとともに、
東京 2020大会での適用に向けて分析を行った。
　簡素化の目途が立った2020年秋以降、各競技のスポー
ツマネージャーが中心となり、東京 2020大会の各競技の
運営における新型コロナウイルス感染症対策の検討を開
始した。東京 2020大会の開催延期決定後に収集した情
報に加えて、サッカーやトライアスロンなどの国際大会の主
催者等に詳細なヒアリングを実施することで、競技運営の
みならず、東京 2020大会の関係者の入国や輸送、検査の
タイミングなど、様々な分野において新型コロナウイルス感
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染症対策の知見を得ることができた。新型コロナウイルス
感染症対策の検討状況についてIF向け説明会により情報
提供を行うとともに、IFからも引き続き最新の情報を収集
するなど、常にIFと緊密に連携しながら競技ごとに対策の
検討を進めた。2021年4月から6月までの期間においては、
テストイベントなどを通じて精緻化を進め、最終的には、各
競技の選手や技術役員向けに「競技別新型コロナウイル
ス感染症対策（Sport Specific Countermeasures）」を作
成し、各 IF並びに各国 NOC及び NPCと共有した。
　一方、選手に新型コロナウイルス感染症が発生した際
の順位決定方法など、競技の進行に関わるルールについ
ては、IOC及び IPCが各 IFと連携し、「競技別新型コロナ
ウイルス感染症対策規則（ Sport Specific Regulations）」
を策定した。
　また、日本への入国から出国まで、全ての東京 2020大
会への参加者が守るべき感染症対策を明確化した「プレ
イブック」についても、2021年 2月以降定期的にIFへの説
明会を実施するとともに、2021年 3月からは、各 IFのCLO
に対して、実際の入国プロセスや検査の方法などの具体的
な手続などを丁寧に説明し、フォローアップを行った。
　このように、コロナ禍での東京 2020大会の成功に向け
てIOC、IPC、IF、組織委員会などの全てのステークホル
ダーが連携して周到な準備を行い、選手団関係者や技術
役員を始めとした全ての参加者が「プレイブック」と「競
技別新型コロナウイルス感染症対策規則」を遵守すること
で、選手のパフォーマンスに影響を与えることなく、安全・
安心な競技運営を実現した。
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ＩＦ一覧 （2021年8月24日時点）

オリンピック

団体名 略称

国際水泳連盟 FINA

世界アーチェリー連盟 WA

ワールドアスレティックス WA

世界バドミントン連盟 BWF

世界野球ソフトボール連盟 WBSC

国際バスケットボール連盟 FIBA

IOCボクシングタスクフォース BTF

国際カヌー連盟 ICF

国際自転車競技連合 UCI

国際馬術連盟 FEI

国際フェンシング連盟 FIE

国際サッカー連盟 FIFA

国際ゴルフ連盟 IGF

国際体操連盟 FIG

国際ハンドボール連盟 IHF

国際ホッケー連盟 FIH

国際柔道連盟 IJF

世界空手連盟 WKF

国際近代五種連合 UIPM

ワールドローイング （略称なし）

ワールドラグビー WR

ワールドセーリング WS

国際射撃連盟 ISSF

ワールドスケート WSK

国際スポーツクライミング連盟 IFSC

国際サーフィン連盟 ISA

国際卓球連盟 ITTF

ワールドテコンドー WT

国際テニス連盟 ITF

ワールドトライアスロン TRI

国際バレーボール連盟 FIVB

国際ウエイトリフティング連盟 IWF

世界レスリング連合 UWW

パラリンピック

団体名 略称

世界アーチェリー連盟

世界バドミントン連盟

国際ボッチャ競技連盟

国際カヌー連盟

国際自転車競技連合

国際馬術連盟

国際視覚障がい者スポーツ連盟

世界パラ陸上競技連盟

世界パラパワーリフティング連盟

世界パラ水泳連盟

ワールドローイング

世界パラ射撃連盟

世界パラバレーボール機構

国際卓球連盟

ワールドテコンドー

ワールドトライアスロン

国際車いすバスケットボール連盟

国際車いす・切断者スポーツ連盟

ワールド車いすラグビー

国際テニス連盟

WA 

BWF 

BISFed 

ICF 

UCI 

FEI 

IBSA 

WPA 

WPPO 

WPS

（略称なし） 

WSPS 

WPV 

ITTF 

WT 

TRI 

IWBF 

IWAS 

WWR 

ITF 
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 ＮＦ一覧（NF協議会参加団体） （2021年7月23日時点）

オリンピック パラリンピック

公益財団法人日本陸上競技連盟 一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟

公益財団法人日本水泳連盟 一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

公益財団法人日本サッカー協会 一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟

公益財団法人日本テニス協会 特定非営利活動法人日本ブラインドマラソン協会

公益社団法人日本ボート協会 一般社団法人日本ボッチャ協会

公益社団法人日本ホッケー協会 一般社団法人日本障害者カヌー協会

一般社団法人日本ボクシング連盟 公益財団法人日本自転車競技連盟

公益財団法人日本バレーボール協会 一般社団法人日本障がい者乗馬協会

公益財団法人日本体操協会 特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

公益財団法人日本バスケットボール協会 一般社団法人日本ゴールボール協会

公益財団法人日本レスリング協会 特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟

公益財団法人日本セーリング連盟 特定非営利活動法人日本パラ・パワーリフティング連盟

公益社団法人日本ウエイトリフティング協会 公益社団法人日本ボート協会

公益財団法人日本ハンドボール協会 特定非営利活動法人日本障害者スポーツ射撃連盟

公益財団法人日本自転車競技連盟 一般社団法人日本パラ水泳連盟

公益財団法人日本卓球協会 一般社団法人全日本テコンドー協会

公益社団法人日本馬術連盟 公益社団法人日本トライアスロン連合

公益社団法人日本フェンシング協会 一般社団法人日本肢体不自由者卓球協会

公益財団法人全日本柔道連盟 一般社団法人日本パラバレーボール協会

公益財団法人日本ソフトボール協会 一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟

公益財団法人日本バドミントン協会 NPO法人日本車いすフェンシング協会

公益社団法人日本ライフル射撃協会 一般社団法人日本車いすラグビー連盟

公益社団法人日本近代五種協会 一般社団法人日本車いすテニス協会

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟

公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会 一般社団法人日本知的障害者水泳連盟

公益社団法人日本カヌー連盟 一般社団法人日本知的障がい者卓球連盟

公益社団法人全日本アーチェリー連盟

公益財団法人全日本空手道連盟

一般社団法人日本クレー射撃協会

一般財団法人全日本野球協会

公益社団法人日本トライアスロン連合

公益財団法人日本ゴルフ協会

一般社団法人全日本テコンドー協会

一般社団法人日本サーフィン連盟

一般社団法人ワールドスケートジャパン

一般社団法人日本野球機構
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5 IOC、IPC等との連携
⑶ NOC及びNPC

NOC及び NPCへの支援

　NOC及び NPCは、オリンピック競技大会、パラリンピッ
ク競技大会等の各種競技大会に参加する世界の国又は
地域の代表団を編成し、派遣を行う国内又は地域内の機
関である。組織委員会は、結果として不参加となった国や
地域を含む 206のNOCと182のNPCに対し、東京 2020
大会に円滑に参加できるよう、大会の開催前から通常時の
入国に必要な情報提供や各種手続のサポートに加え、新
型コロナウイルス感染症対策の一環で日本国から課され
た防疫措置や制限等に係る情報の提供及びサポートを
行った。また、東京 2020大会の開催期間中における選手
団向けの各種提供サービスに当たっても、新型コロナウイ
ルスの感染者又はその疑いのある者の発生に起因する隔
離措置や、移動手段の制限に伴う代替輸送の提供など、
NOC及び NPCが直面した課題の解決のため、適宜適切に
対応した。

大会開催前の支援

　東京 2020大会は、アジェンダ2020の提言の下、既存
会場の利用を優先し競技会場を移転させたことに伴い、2
か所の分村（パラリンピックではサイクリングアコモデー
ション。遠隔地の選手村又は選手団宿舎）を設置するな
ど、会場計画が広範となった。さらに、自転車競技（ロー
ド）の会場の変更や、オリンピックの一部競技の会場が札
幌に移転となるなど、遠隔地を結ぶ輸送や宿泊等のサー
ビス提供に関して課題が生じたが、サービスレベルや選手
の移動等について関係部署との調整を重ねながら課題を
解決し、NOC及び NPCの東京 2020大会への参加準備に
対する支援を行った。
　東京2020大会の開催決定後、日本各地で各選手団の
事前キャンプ受入れの機運が高まり、組織委員会もそれを
支援するために全国の自治体から良質な事前キャンプ地
の情報を収集し、IFがオリンピック・パラリンピック競技大
会で求める水準と同等の基準や機能を満たしたトレーニ
ング環境を有する430件に上る情報をNOC及びNPCへ提
供した。また、内閣官房が主体となって推進したホストタ
ウン事業も、事前キャンプ受入れの誘致を進める各自治体
を後押しした。しかしながら、新型コロナウイルスの感染
拡大の懸念と受入れ態勢の負担から、東京2020大会の
開催直前になり参加予定であったNOC及びNPC並びに受
入れ自治体の双方から多くのキャンセルが申し入れられる

事態となった。
　また、組織委員会は、過去大会からの継続した取組とし
て、NOC及び NPCの開催都市・東京都への訪問を受け入
れ、東京 2020大会への準備を支援した。さらに、競技会
場視察や関係部署とのミーティングを実施するなど、NOC
及びNPCと組織委員会との関係構築と相互理解を促進し
た。その一環として、会場視察及び組織委員会の準備の
状況報告を行う「オープンデイズ」を、NOC向けに5回、
NPC向けに2回の計 7回実施し、東京 2020大会の開催延
期決定前の2020年 3月までに194のNOCから延べ 1,745
名、84のNPCから延べ588名を事前訪問として受け入れ
た。
　これらのNOC及び NPCが参加するオープンデイズや東
京2020大会の開催前のNOC及びNPCとの唯一の公式会
議である「選手団団長セミナー」には、東京 2020大会の
アスリート委員会のメンバーも参加し、NOCや NPCと同じ
視線で計画や会場を検証した。
　NOC及びNPCによる一連の東京都訪問は、それぞれの
意向を理解し、意見交換の結果を東京 2020大会の計画
に反映するための貴重な機会となったが、大会の開催延
期決定後は全てキャンセルされ、NOC及び NPCが東京
2020大会の情報を確認する手段は、オンラインで行われ
るウェビナー、エクストラネット（ 通称「Tokyo2020 
Connect」）を通じて提供される情報のみに限られることと
なった。
　さらに、NOC及び NPCとのコミュニケーション手段とし
て、エクストラネットを開設し、東京 2020大会の準備に必
要な情報をタイムリーに提供した。また、選手団団長ドシェ
（計画説明書）も、このエクストラネットを通じて発行するこ
とで、より詳細な東京 2020大会の計画と運営に係る情報
を提供するだけでなく、印刷物を削減し、持続可能性を高
める取組にもつなげた。
　東京 2020大会の開催延期決定前は、NOC及び NPCに
提供されるサービスや手続等をまとめた選手団団長マ
ニュアル冊子の発行を予定していたが、延期決定を受け、
随時情報の更新が可能となるよう、電子データを更新の都
度配布する「FAアップデートスライド」の形式に変更した。
　東京2020大会の当初の開催予定の1年前の2019年に
は、選手団団長セミナーを開催し、東京 2020大会の最新
情報をプレゼンテーションで発表し、関係部署のインフォ
メーションブースの設置、選手村及び競技会場の視察に加
え、個別のNOC及び NPCとのミーティングを行い、東京
2020大会の準備状況を確認した。同セミナーには、195
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のNOCから341名、99のNPCから204名が参加した。し
かし、東京 2020大会の開催延期決定後の2020年は、新
型コロナウイルス感染症の影響から実施が見送られ、その
代替として、同年10月に、オンラインで選手団団長ウェビ
ナーを開催し、大会準備状況や大会延期に伴って変更さ
れる各種日程、東京 2020大会への参加手続などについて
説明を行った。
　また、2021年 2月には、新型コロナウイルス感染対策に
伴い、選手団が遵守すべき行動ルールや規範等を定めた
プレイブックに関する選手団団長ウェビナーも開催し、東京
2020大会の開催期間中において注意すべき事項等の説
明を行った。
　2021年 3月には海外からの観客受入れの断念に伴い、
海外からのボランティアの受入れも中止した。さらに、国
内ボランティアの参加辞退も増えたことにより、NOC及び
NPCのアシスタントボランティアが 2割以上減員となったた
め、各選手団への割当数の減少や共有アシスタントの仕組
みを使って対応することになった。
　アクレディテーション（資格認定）申請提出後から始まる
選手団登録確認について、通常大陸別会議等へ出張して
行う事前選手団登録会議（Pre-DRM）は全てオンラインで
行われた。東京 2020大会の開催時における最終登録会
議（DRM）までの期間にスポーツエントリーを始めとする
情報を確定するデジタルDRM（D-DRM）を行うことで、半
数近い選手団が到着前に選手団規模を確定することがで
き、スムーズな入村手続が可能になった。

大会開催期間中の支援

　東京 2020大会では、オリンピックには、朝鮮民主主義
人民共和国（北朝鮮）を除く205の NOCと難民選手団の
計 206選手団、1万 1,420名の選手が参加した。パラリン
ピックには、161のNPCと難民選手団の計162選手団、 4,403
名の選手が参加した。
　東京 2020大会の開催期間中には、選手団団長会議を
オンライン形式での傍聴参加も合わせたハイブリッドな形
式で開催した。多くの課題と質問により3時間にも及ぶ会
議になることもあったが、開催期間中に生じた課題につい
て迅速な解決を図った。

　東京 2020大会を通して、選手村内での新型コロナウイ
ルス感染のリスクを減らすため、選手村滞在期間について
は、原則として競技開始前 5日及び競技終了後 2日の制限
が設けられた。過去大会に比べ開閉会式への参加人数が
大きく減少したこと、座席数に懸念があったメインダイニン
グが過剰に混雑しなかったこと、競技終了後の出発が、閉
会式前から断続的に、大規模で継続したことにより、選手

村でチェックイン手続きを行うHCI（リモートチェックイン）
が当初の想定ほど混雑しなかったこと、そして何より選手
村内でクラスターが発生しなかった事実に、滞在期間を制
限した効果が表れた。
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3　競技会場及び施設の整備



1 立候補時の会場計画及び整備の基本的考え方

立候補時の会場計画及び整備の基本的考
え方

コンセプトは都市の中心で開催するコンパクトな大会

　東京2020大会の立候補時における会場計画の基本的
考え方は、成熟し今なお進化を続ける大都市の中心で、か
つてないほどのコンパクトな大会を開催し、スポーツと感
動の中心にアスリートを据える、というものであった。具体
的には、次に掲げる内容とした。
・ 新設、既存、仮設合わせて37の施設を対象に計画する。
・ 東京圏にある33競技会場のうち28会場（全体の約
85％）を選手村から半径 8㎞圏内に整備する。

・過去の遺産を守りながら未来へのビジョンを示すため、
競技会場を、運営及びテーマにより、東京 1964大会の
レガシーが集積するヘリテッジゾーンと、未来に向けて
発展する東京の姿を象徴する東京ベイゾーンに分ける。

・ ヘリテッジゾーンには、東京 1964大会のオリンピックスタ
ジアムであった国立霞ヶ丘競技場が、2019年までに最
新鋭の競技会場に生まれ変わるのを始め、国立代々木
競技場など7つの競技会場を設置する。

・ 東京ベイゾーンには、30の競技が行われる21の競技会
場を設置する。

・ 37競技会場中 15会場（全体の約4 1％）は既存の施設
を使用する。
・ 東京 2020大会の招致結果にかかわらず計画していた、
東京スタジアムに近接する武蔵野の森総合スポーツ施
設は2016年の完成を目指す。

・ 上記 2つのゾーン、すなわち東京の歴史と未来が交差す
る重要な場所に、選手村を配置する。
・世界のメディアが集結するIBC及び MPCは、東京ベイ
ゾーンに位置し、様々な国内外のイベントに利用され、日
本最大の国際会議施設及び展示場である東京ビッグサ
イトに設置する。

会場整備の執行責任など役割分担

　東京 2020大会の競技会場並びに選手村、IBC/MPCな
どの会場は、東京都、国、財団法人や独立行政法人、民
間企業など所有者・管理者が既に存在するほか、既存施
設の改修、仮設等の工事など多岐にわたる調整が必要と
なる。このため東京都は、都の中長期計画「 2020年の東
京」の都市戦略に沿って会場の整備を進めることとし、会

場整備のための新たな法人は設立しないこととした。
　この考え方に基づき東京都、国、組織委員会等の各整
備主体の役割分担は、次のとおりとした。
　開催都市である東京都は、東京アクアティクスセンター
や有明アリーナなど新規の恒久施設の発注や工事、東京
都が保有する東京体育館など既存施設の改修工事のほ
か、選手村の確実な整備のための、都有地の活用、事業
手法の検討及び整備工程の管理などを行う。
　国は、独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）
が所有するオリンピックスタジアムの建替えの支援などを
行う。
　JSCは、オリンピックスタジアムの計画、設計、発注、工
事監理のほか、国立代々木競技場の改修などを行う。
　組織委員会は、仮設会場及び全ての会場のオーバーレ
イ等の整備に係る計画、設計、発注、工事監理等を行う
とともに、大会後の仮設会場の撤去や復旧工事に関して
責任を持つ。また、全ての会場を対象に電源施設の整備
などエネルギー供給を行う。加えて、IOCや IF、NFなどと
緊密に連携して恒久工事等を発注している責任主体と整
備要件の確認や調整を行うとともに、進捗状況の把握を
適宜行いながらIOCなどへの報告を行う。
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2 会場計画の見直し

会場計画の見直し

　立候補時の会場計画は、先述のとおりコンパクトな会場
配置をコンセプトにして、東京 1964大会のレガシーの活用
を目指した。その後、建設費抑制、競技の追加や既存施
設活用等の観点から、次のような見直しがなされることと
なった。

2014年 6月から同年 11月まで

　招致時の都知事であった猪瀬直樹氏の辞任に伴い、
2014年2月舛添要一都知事が就任した。知事は同年の第
2回東京都議会定例会の所信表明演説で、開催都市の知
事として改めて自らの視点で東京2020大会の会場計画を
再検討することを表明した。
　その中で「開催基本計画の策定にあたり、招致の時点
で作成した会場計画が都民の理解を得て実現できるよう
（中略）内容を再検討」するとし、その時期については「早
急に見直しを行い、大会準備に支障をきたさないよう、改
めるべき点は適切かつ速やかに改めて」いくこととした。
　具体的には、「東京にどのようなレガシーを残せるか」、
「都民生活への影響」及び「整備費高騰懸念への対応」
の3つの視点の下、近隣県までを含めた既存施設の活用、
環境などに配慮した会場設計、整備工法の見直しによる
整備費の圧縮などを検討事項として示した。
　東京都は、立候補時の会場計画について再検討に着手
し、新設予定の会場の一部について、既存施設を活用す
る方針へ転換することとした。組織委員会においても、こ
の動きと歩調を合わせながら会場計画の見直しに着手す
ることとなった。
　IFからは、招致時の計画を遵守するよう強く要請を受け
ていたが、組織委員会と東京都は緊密な連携の下、IOC
も巻き込む中で精力的に検討を進め、会場関係者の理解
と協力を得ながら、可能な限り既存施設の活用への切替
えを進め、11競技 12会場の見直しを図ることとなった。
　具体的には、新規の建設としていたバスケットボール及
びバドミントンの会場である「夢の島ユース・プラザ・ア
リーナ」、セーリングの会場である「若洲オリンピックマリー
ナ」の新設中止及び既存施設の活用に加え、水球競技の
会場である「ウォーターポロアリーナ」、自転車競技（トラッ
ク）の会場である「有明ベロドローム」の仮設単体会場の
見直しなど多くの大規模な競技会場の建設を取りやめる
こととなった。

　その結果、全競技会場に占める既存施設の割合は、立
候補時の約41％から約58％となり、新設を逆転するとと
もに、1,800億円に及ぶ会場整備費用の削減が図られるこ
とになった。
　また、葛西臨海公園内に整備する計画だったカヌー（ス
ラローム）の会場については、公園整備の歴史的背景や
公園の自然環境に配慮し、公園に隣接する都有地を活用
して施設を配置することとした。
　こうした一連の取組の成果についてIOCは、過去のどの
オリンピック競技大会においても、これほどの会場見直し
を行った例はないとして、組織委員会と東京都に対する好
意的な評価を表明した。

2016年9月から同年12月まで

　舛添都知事の辞任に伴い、2016年8月小池百合子都
知事が就任した。都知事は直ちに、都民ファーストの都政
の実現に向けた改革を推進するため、同年 9月に都政改
革本部を設置し、その一環として、東京 2020大会に関連
する予算や準備体制、工程表の妥当性等について検討す
る「オリンピック・パラリンピック調査チーム」を同本部の
中に設置した。調査チームは、独自の試算で、開催費用
が3兆円を超える可能性があるとの前提に立ち、ボート及
びカヌー（スプリント）の会場である「海の森水上競技
場」、水泳競技（競泳、飛込、アーティスティックスイミン
グ）の会場である「東京アクアティクスセンター」（当時は
「オリンピックアクアティクスセンター」と呼称）、バレーボー
ル及び車いすバスケットボールの会場である「有明アリー
ナ」の3つの競技会場について、見直しの余地があるとし
たほか、仮設オーバーレイの整備費用の見直しに言及した
報告書を同年 9月都知事に提出した。
　都知事から、同調査チームの報告書にある競技会場の
見直しの提言について、レガシーや費用対効果、「復興五
輪」に資するかといった点で検討していることを同年1 0月
の面会で伝えられたIOCのバッハ会長の提案により、3会
場の見直しについては、東京都、IOC、組織委員会及び
国の四者で協議していくこととなった。その後、同年 11月、
同調査チームによる新規恒久施設の見直しについての調
査報告書が改めて示されたことを受け、3会場それぞれに
ついて選択肢となる検討案が示され、四者協議を通じた
協議及び調整が進められることとなった。
　四者協議では、IOCの専門家も交え、四者の実務者レ
ベルでの協議を行うテクニカルワーキンググループで検討
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し、その結果を都知事、オリパラ担当大臣、組織委員会
会長、IOC調整委員会委員長といった四者会議の代表に
報告する形で実施された。
　また、これらの協議はもとより、移転候補地の自治体や
施設の所有、運営、管理の各関係者など、多岐にわたる
人々による精力的な協議を重ねた結果、11月まで（有明ア
リーナは12月末）に次のような結論に至った。
　まず、海の森水上競技場については、移転先候補地で
あった宮城県長沼ボート場の競技及び会場運営上の課題
についての検討などを行なった結果、当初の案からグラン
ドスタンド棟及び艇庫棟をより低廉化するなどの整備レベ
ルを変更して、整備費を縮減した上で整備を行うこととし
た。また、宮城県長沼ボート場については事前キャンプ地
として活用することとした。
　東京アクアティクスセンター（当時は「オリンピックアクア
ティクスセンター」と呼称）については、東京 2020大会の
開催時の座席数の変更などを検討した結果、当初の計画
地において、座席数を2万席から1万 5,000席に縮減しつ
つ、大会終了後の減築を行わないこととした。
　有明アリーナについては、建築コストの精査等を行うと
ともに、代替案である横浜アリーナを使った場合の会場外
スペース、動線、輸送等について検討した結果、当初の
計画地に建設することとし、軟弱地盤対策工法の見直し等
によってコスト縮減を図ることとした。
　なお、有明アリーナの整備に当たっては、施設運営に民
間の創意工夫を最大限に生かすため、コンセッション方式
の導入を検討すること、環境性能の確保など、将来のため
に必要な投資は、さらに検討すること、周辺を「有明レガ
シーエリア」とし、面として価値を向上することなどの方針
についても、併せて都から示された。
　こうした見直しは、IFの了解や IOCによる承認を経て実
行に移され、その結果、3会場合計で約 400億円の整備
費用の削減見込みが示されることとなった。

追加種目の会場決定（2016年8月から2017年12月まで）

　アジェンダ2020に基づき、東京 2020大会から追加種
目の提案が開催都市に認められた。
　具体的には、追加種目をIOCへ提案しIOCの承認を経
た後に、新たな会場を決定していく手順となった。
　2016年8月に承認された追加種目5競技18種目の実施
会場については、同年 12月及び2017年6月の2回に分け
て承認され、野球・ソフトボール、空手は既存施設を使用
し、スケートボード、スポーツクライミング、サーフィンは仮
設による会場整備を行うこととなった。また、2017年 6月
に承認された新種目のうち、3x3バスケットボール、自転
車競技のBMXフリースタイルについては新たに会場が必

要となり、仮設会場で実施する計画について同年 12月に
IOCの承認を得られた。

暑さ回避による会場見直し（ 2019年 10月から同年 11月
まで）

　東京 2020大会は、7月下旬に始まり9月の第一週まで
の暑さの最も厳しい時期の開催となっていた。このため、
当初から、組織委員会を始め、東京都、国、自治体のほ
か、IOC、IPC、IF、NFなど全ての関係者が綿密な暑さ対
策を講じることとしていた。
　そうした中、2019年 9月にドーハで開催された陸上の世
界選手権において、酷暑下の競技が原因でマラソン及び
競歩の選手に体調不良者が多数出た。この事態を重く見
たIOCは、東京 2020大会での同種目の会場を東京から札
幌に移す案を検討している旨を発表した。
　関係者とも協議を重ね、同年 11月、CoCom委員長、組
織委員会会長、都知事、オリパラ担当大臣が四者協議を
行い、アスリートファーストの観点から、東京 2020オリン
ピックのマラソン及び競歩を札幌で実施することが決定さ
れた。
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3 競技会場の整備

新国立競技場の整備

整備計画の変遷

　国立競技場は、東京1964大会のメイン会場となるなど、
およそ半世紀にわたり日本のスポーツの聖地として数々の
名勝負の舞台ともなり、多くの人々に語り継がれてきた。一
方で、施設の老朽化が進み、スポーツの多様化及び高度
化による各種競技の国際基準への対応など数多くの課題
にも直面していた。
　2012年、国立競技場が既に日本での開催が決定してい
たラグビーワールドカップ 2019年大会や、当時招致を目指
していた2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の
メインスタジアムに計画上位置づけられたことを踏まえ、
「国立競技場将来構想有識者会議」が所管のJSCに設置
され、同会議において建替えを議論することとなった。
　新しい競技場の構想をめぐっては、オリンピック・パラリ
ンピック競技大会はもとより、球技や陸上など大規模な国
際大会の開催を可能とし、また、文化及びスポーツの拠点
となるよう、広く世界からデザイン案を募集することとなっ
た。最優秀賞に選ばれたザハ・ハディド氏のプランは、ス
ポーツの躍動感を思わせる流線型の斬新なデザインであ
り、その造形性は大きな話題を呼んだ。
　2013年、東京 2020大会の開催が決定する一方で、JSC
等による設計の条件整理や文部科学省も交えた概算工
事費の試算など、会場設計をめぐって様々な検討が進めら
れたが、巨額の建設費用が見込まれたことから、幾度とな
く精査が行われ、建設規模の縮小が図られることとなった。
　前述の有識者会議等での議論を経て、2014年5月に基
本設計、2015年 7月に実施設計へと作業を進めたが、建
設資材、労務費等の高騰による影響は大きく、建設に対す
る批判の声が高まった。
　2015年 7月、安倍首相が、それまでの整備計画案の白
紙撤回を表明したことに伴い、計画が再検討されることと
なった。競技場整備は「新国立競技場整備計画再検討の
ための関係閣僚会議」で検討を進めることとなった。
　同年 8月、アスリートファースト、ユニバーサルデザイン、
周辺環境等の調和や日本らしさを基本理念として、スタジ
アムの性能、工期、コストの上限等を示した、「新国立競
技場の整備計画」が関係閣僚会議で決定された。
　また、新国立競技場の整備財源については、「新国立
競技場の整備計画」に基づく東京都と国の検討を経て、同
年 12月、オリパラ担当大臣、文部科学大臣、東京都知事

の三者会談で合意し、同月22日の関係閣僚会議において、
「新国立競技場の整備に係る財政負担について」が決定
された。
　新国立競技場の整備は、「新国立競技場の整備計画」
に基づき、国が責任を持って進めるものであるが、東京都
も開催都市として、東京 2020大会のメインスタジアム（オ
リンピックスタジアム）である新国立競技場が大会の準備
や開催に支障なく整備され、大会後もレガシーとなるよう
全面的に協力するとして、都民への便益を踏まえ、整備費
用の一部を分担することとされた。
　なお、財源確保に関しては、「スポーツ振興投票の実施
等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター法の一部を改正する法律」（令和2年法律第71号）に
よるものとした。

整備の概要

　2015年 9月、整備計画に基づき、事業者の公募が行わ
れたが、要求水準は多岐にわたり、特にコスト、工期に関
する難易度が極めて高いものであった。また、整備期間を
極力圧縮する必要から、設計及び施工を一貫して行う「公
募型プロポーザル方式」が採用されることになった。
　同年 12月には二者応募による技術提案等の審査会が
開かれ、業務の実施方針、事業費の縮減、工期短縮、維
持管理費抑制、ユニバーサルデザインや日本らしさへの配
慮、環境・構造・建築に係る施設計画などについて審査
が行われ、その結果、2016年 1月、「新国立競技場整備
事業大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所共
同企業体」に決定した。
　こうした経緯を経て2016年12月に本体着工した新国立
競技場は、当初 2020年 4月に竣工予定であったが、大会
準備のためのオーバーレイの設置、テストイベントの開催、
開会式及び閉会式のリハーサルなどを考慮して早期の完
成を目指すべく、事業者と調整を進め、2019年 11月、全
体工期 36か月間の短期間で竣工を迎えた。

オリンピックスタジアムの特徴

・自然と調和する「杜のスタジアム」

　豊かな緑に包まれたスタジアムは、明治神宮から皇居へ
とつながる「緑のネットワーク」を形成し、周辺の自然と調
和している。会場のまわりは「大地の杜」、会場の屋上に
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ある空間は「空の杜」と呼ばれ、100種類以上、約 4万
7,000本の木々が彩る。

・会場内へ風を取り込む「風の大庇」

　外観の特徴になっている外周の軒庇（のきびさし）。一
番上の「風の大庇」から季節ごとの風を効率よく取り込
み、自然の風による気流循環で会場内の熱と湿気を排出
する。

・アースカラーの観客席

　観客席は「木漏れ日」をイメージした5色のアースカラー
で構成。モザイク状に配置することで賑やかな空間を演出
している。

・様々な“光”の仕掛け

　大屋根の透明に見える部分（トップライト）はフィールド
に自然光を取り込む。独特な形状は、日照分布シミュレー
ションから導いた冬期の天然芝育成に最適な形である。休
憩スペース「風のテラス」と、展示スペース「情報の庭」
は、蛍の動きをモチーフにした照明で日本らしい「ゆらぎ
の灯り」を表現している。アスリートが競技後に取材に応
じる「フラッシュインタビューゾーン」は、奥を透かす伝統
的な「御 （みす）の灯り」で、空間を朧（おぼろ）にす
る日本の美を表現している。

名称：国立競技場

工事概要 ⑧エレベーター・エスカレーター数：
①工期：2016年12月～ 2019年11月（36か月） 　エレベーター：32台、エスカレーター：20台
②作業員数：（累計）約150万人 ⑨設備：

（ピーク時）約2,800人／日 　・大型映像装置： 南側約9m×約32m 
施設概要 北側約9m×約36m
①面積： 　・デジタルサイネージ：約600枚
　敷地面積：約109,800㎡（旧競技場：74,000㎡） 　・Wi-fi：約1,300台
　建築面積：約69,600㎡（旧競技場：33,700㎡） ⑩その他：
　延べ面積：約192,000㎡（旧競技場：51,600㎡） 　・ 木材使用量：約2,000㎥
②高さ：約47m （軒庇には、47都道府県から調達した木材を使用）
③大きさ：南北約350m、東西約260m 　・屋根：長さ約60m、重さ約20,000トン
④階数：地上5階、地下2階（旧競技場：地上5階） 　・暑さ対策：ミスト冷却設備8か所 
⑤観客席数：約60,000席（旧競技場：約54,000席） 気流創出ファン：185台
⑥フィールド： 　・植栽：
　・全天候型トラック、合成ゴム 　　高中木本数：約1,000 本（約70種）
　・天然芝 　　低木本数：約46,000 本（約60種）
⑦トイレ数： 男子小761基・大266基 　　地被類：約70種

女子大933基  　・せせらぎ：全長約140m
アクセシブルトイレ93か所

主要諸元
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都立新規恒久施設等の整備

　先述のとおり、2014年 6月に着手した会場計画の再検
討により、東京都は、都の整備する10施設の施設整備計
画を見直すこととした。会場計画の再検討状況は下図のと
おりである。
　2016年 9月には、東京 2020大会に関連する予算や準
備体制、工程表の妥当性等について検討するため、東京
都は「オリンピック・パラリンピック調査チーム」を都政改
革本部に設置し、7つの建設計画のうち、3施設（海の森
水上競技場、東京アクアティクスセンター（当時は「オリン
ピックアクアティクスセンター」と呼称）及び有明アリーナ）
について、具体的な見直しの検討に着手した。
　同年 11月から12月までに、IOCの提案により、IOC、国、
東京都、組織委員会による四者協議（ワーキンググルー
プ）が開催され、上記の新規恒久 3施設の建設の是非や
仮設オーバーレイ費用等について議論が交わされた。これ
らの検討、議論の結果、最終的に施設規模の縮小等を行
う形で、3施設の建設が決定し、これにカヌー・スラロー
ムセンター（当時は「カヌー・スラローム会場」と呼称）、
大井ホッケー競技場、夢の島公園アーチェリー場（当時は
「アーチェリー会場（夢の島公園）」と呼称）を加えた6施
設について、2017年 4月、東京都は「新規恒久施設の施
設運営計画」を公表した。

会場計画の再検討状況

オリンピックアクアティクスセンター 水泳 水泳

新規恒久施設等の整備

　上記の施設運営計画 6施設に加えて、東京都では、武
蔵野の森総合スポーツプラザと、東京 2020大会の開催に
向けて改修を行う「有明テニスの森公園」等を含めて、競
技会場として計 8施設の施設整備を行った。

設計及び施工一括発注方式

　会場計画の再検討に先立つ2013年 12月、東京都は競
技会場の施設建設に当たり、施設特性に応じた、より柔
軟で効率的な手法を導入することを表明した。その後の検
討により、民間の技術力を積極的に引き出し、新設競技
会場の建設を工期内に確実に完成させることを目的に、
海の森水上競技場、東京アクアティクスセンター、有明ア
リーナの3施設の工事発注に当たり、設計と施工を一括し
て発注する「デザインビルド方式（設計及び施工一括発注
方式）」を採用した。

東京アクアティクスセンターの整備概要

　メインアリーナは、メインプールとダイビングプールを有
し、約 1万 5,000人分の観客席を備えている。このほか、東
京 2020大会の開催期間中に選手のウォーミングアップに
使用されるサブプールを付帯するサブアリーナ、複数の更

新設1

2 海の森水上競技場 ボート
カヌー（スプリント）

ボート
カヌー 新設

3 有明アリーナ バレーボール シッティングバレーボール 新設

4 夢の島・ユースプラザ・アリーナＡ バドミントン 車いすバスケットボール
車いすフェンシング

既存施設の活用
（新設）

5 夢の島・ユースプラザ・アリーナＢ バスケットボール 車いすバスケットボール 既存施設の活用

6 若洲オリンピックマリーナ セーリング セーリング 既存施設の活用

7 葛西臨海公園 カヌー（スラローム） － 新設

8 大井ホッケー競技場 ホッケー 視覚障がい者５人制サッカー
脳性麻痺者７人制サッカー 新設

9 夢の島公園 アーチェリー アーチェリー 新設

10

立候補ファイル

再検討後
会場名

実施予定競技

オリンピック パラリンピック 

現計画どおり整備 
（大会後観客席を縮小） 

整備規模を縮小し、現計画地で整備

現計画どおり整備

新設中止
※武蔵野の森総合スポーツプラザ

新設中止
※さいたまスーパーアリーナ 

新設中止
※江の島ヨットハーバー 

隣接する都有地を活用して整備

現計画地で整備
都民生活への影響について引き続き検討 

現計画地で整備
都民生活への影響について引き続き検討 

武蔵野の森総合スポーツプラザ 近代五種（フェンシング） － 新設 計画どおり建設中
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衣室、多くの大会関係者諸室を有している。東京2020大
会の終了後には観客席を約5,000席とし、屋外階段など外
周の仮設部分を撤去して駐車場や植栽を整備する。国際
大会を含む年間100回程度の大会を開催し、世界を目指
すアスリートの育成の場として大いに活用することになって
いる。施設は、東京2020大会の終了後のレガシーを見据
えてプールの壁と床を可動式にしたことで、使用目的に応
じた距離や深さの調整が可能となり、誰もが使いやすい
プールとなった。

・ 大会競技　オリンピック：水泳競技（競泳、飛込、アー
ティスティックスイミング）、パラリンピック：水泳

新規恒久施設等の整備計画及び整備状況

3施設の進め方イメージ



 

施設概要（恒設）：東京アクアティクスセンター

敷地面積 約 162,000㎡

延べ面積 約 50,600㎡

最高高さ 約 37m

構造・階数
鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・
鉄筋コンクリート造、地上 4 階地下 1
階

プール・観客席

メインプール： 50m×25m・ 10 レーン、
水深 0～ 3m 可動床、可動壁
サブプール：50m ×25m・10レーン、
水深 0～ 3m可動床、可動壁
ダイビングプール： 25m×25m、水深 5m
観客席： 15,000席（大会後は 5,000席）

　約 1万 5,000人の観客等の視線を遮らない大規模な無
柱空間を実現するため、大屋根を4か所の大支柱のみで
支え、建物（スタンド）と屋根の間に免震ゴムを設置する
屋根免震を採用した。施工時には大屋根（面積は南北約
160m×東西約 130mの約 2万㎡、重さ約 7,000t）を、油
圧ジャッキを使ったリフトアップ工法を用いて吊り上げるこ
とにより、工事の効率化や品質の確保を図った。
　3つのプール（メイン、サブ、ダイビング）はいずれも国
際基準プールの公認を取得している。100分の1秒単位で
世界記録が争われる競泳競技の舞台として高い設備水準
を有している。また、アーティスティックスイミングで要求さ
れる高い音響性能を発揮できるよう、音響設備の選定や内
装への吸音材の採用を行っている。これらの工夫により、水
中と水面上を頻繁に動きながら演技をするアスリートが、
音のずれに影響されずに競技できる環境を整えた。競泳
の選手たちからは、天井が高くコースに並行して照明が配
置されていることで泳ぎに集中できる点などが好評であっ
た。観客にとっても、競泳コースの配置が左右方向に開け
ているため、観覧時には臨場感とスピード感をより身近に
感じることができる造りとなっている。東京 2020パラリン
ピックでは、57の世界新記録が誕生した。

海の森水上競技場の整備概要

　東西両端には波の影響を抑える締切堤を設け、アジア
水上競技の中心となる国際水準の競技場として、直線
2,000mの競技コースを整備した。また、雨水利用システ
ムや遮熱性舗装など環境に配慮した技術が活用された。
東京 2020大会の終了後は、広大で静穏な水面や艇庫及
び宿泊施設など、競技に適した環境をアスリートに提供
し、水上競技の競技力向上に寄与していくほか、水上ス
ポーツ体験の提供など、水上競技の視野拡大を図る施設
となる。

・大会競技　オリンピック：カヌー（スプリント）、ボート、
パラリンピック：カヌー、ボート

施設概要（恒設）：海の森水上競技場

競技場の水域
規模 延長約2,300m、幅約 200m

締切提 長さ約 200ｍ　水門、揚水・排水施設

主な施設

グランドスタンド棟（約 2,000 席の観客
席、会議室、ラウンジ）、艇庫棟（約
200艇）、フィニッシュタワー、ポンツー
ン、消波装置、計時小屋、T V・自転車
走行路

　競技水域内のカヌー及びボートの漕艇、審判艇などで
発生する航跡波や風波により、コースごとの条件に差異を
生じさせないよう、コース境界や南北両護岸に消波装置を
設置している。

有明アリーナの整備概要

　東京の新たなスポーツ及び文化の拠点として、東京
2020大会の終了後は国際大会などの質の高いスポーツ
観戦の機会を提供するスポーツムーブメント創出の役割に
加え、コンサートなどのイベント開催による東京の新たな文
化発信拠点となるよう整備された。
・大会競技　オリンピック：バレーボール競技、パラリン
ピック：車いすバスケットボール

施設概要（恒設）：有明アリーナ

敷地面積 約 36,600㎡

延べ面積 約 47,200㎡

最高高さ 約 37ｍ

構造・階数 鉄筋コンクリート造一部鉄骨・鉄骨鉄筋コ
ンクリート造、地上５階

観客席数 約 15,000席（仮設席含む）

　メインアリーナ屋根は約120m×約130mという大規模な
ものであり、架構には工期の短縮や施工の安全性向上、品
質の安定化を図るため、この屋根を仮設構台上で順次組
み立て、それをスライドさせるスライド工法を採用した。屋
根の鉄骨架設から遮音天井などの仕上げ工事や空調設
備の設置など、ほぼ全ての作業を高所作業車で施工でき
るため、天井工事のための足場が不要となり施工の安全
性が向上した。また、本施設では、メインアリーナ屋根の
梁下部やコンコースの天井面や壁面など、来場者の視覚
に入る箇所で約 800㎥の木材を利用し、木の温かみを感じ
ることのできる空間とした。
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施設概要（恒設）：夢の島公園アーチェリー場

カヌー・スラロームセンターの整備概要

　水路に人工的に流れを作り出し、競技を実施することが
できる国内で初めての人工カヌー・スラロームコースとして
整備された。競技コースは長さ約200m、高低差 4.5mと
なっており、1基あたり毎秒 4㎥の水を汲み上げるポンプ 4
基（うち1基は予備機）を設置し、競技に適した水流を発
生させる施設となっている。
　東京 2020大会の終了後は、安定した競技環境の下、カ
ヌー競技を始めとした水上競技の競技力向上の拠点とな
ることを期待されているほか、ラフティング等の水上スポー
ツやレジャーの機会を提供するなど、様々なニーズに応える
多目的な施設となる。
・大会競技　オリンピック：カヌー（スラローム）

施設概要（恒設）：カヌー・スラロームセンター

競技コース 長さ約 200ｍ　幅約 10ｍ

フィニッシュ
プール

水面面積：約 8,700㎡（ウォーミングアッ
プコース、アクセスプール含む）

建築面積 管理棟：約 871㎡、ろ過施設：約 509㎡

延べ面積 管理棟：約 1,224㎡、ろ過施設：約 738㎡

最高高さ 管理棟：約 8.0ｍ、ろ過施設：約 5.2ｍ

階数 管理棟：地上 2階、ろ過施設：地上 1階、
地下1階

構造 管理棟：鉄骨造、ろ過施設：鉄筋コンク
リート造

大井ホッケー競技場の整備概要

　約2,600人の観客を収容できるスタンドを備えた新設の
「メインピッチ」と、既存施設を改修した、約 500人が観
戦可能な座席を有する「サブピッチ」からなり、いずれも
ホッケー用の国際基準を満たした短い毛足の青い人工芝
と競技用の散水設備を備えている。東京2020大会の開催
期間中には、仮設席を含むメインピッチ及びサブピッチ合
計で約 1万 5,000人を収容するホッケーの競技会場として
使用された。
　東京 2020大会の終了後は、数少ない公共ホッケー競技
場として、競技力強化や普及に活用されるだけでなく、都
民が様々なスポーツで利用できる多目的球技場となる。
・大会競技　オリンピック：ホッケー

施設概要（恒設）：大井ホッケー競技場

メインピッチ
（新設）

観客席（約2  ,600席）、ショートパイル人
工芝グラウンド、散水設備、スコアボー
ド、夜間照明、更衣室など

サブピッチ
（既存改修）

観客席（約5  00席）、ショートパイル人工
芝グラウンド、散水設備、夜間照明、更
衣室など

夢の島公園アーチェリー場の整備概要

　総面積は約 2万 1,500㎡で、うち芝生面が約 1万 8,000
㎡、弓を撃つシューティングエリアの舗装面が約 3,500㎡と
なっている。最大で21レーン、42台の的を置くことができ
る。シューティングエリアは、遮熱性舗装にすることにより
暑さを緩和するとともに、車いす選手のスムーズな移動に
配慮している。また、シューティングラインの後方には、弓
の曲線をイメージした長さ約 130mの日よけ屋根が設置さ
れている。
　東京 2020大会の開催期間中には、アーチェリー（東京
2020オリンピック及び東京2020パラリンピック）の予選会
場として使用された。決勝会場は仮設施設として設置さ
れ、東京 2020大会の終了後に撤去された。
　東京 2020大会の終了後は、アーチェリーの大会や体験
教室を通じてアーチェリーの競技力強化や普及及び振興
の場とするほか、競技利用がないときには芝生広場として
一般開放し、夢の島公園と一体となって都民に憩いの場を
提供していく。また、公園内の他の施設と連携したイベン
トなど、幅広いプログラムを設けていく。
・大会競技　オリンピック：アーチェリー、パラリンピック：
アーチェリー

延べ面積 日よけ屋根：約 720㎡

最高高さ 日よけ屋根：約 9ｍ

構造・階数 日よけ屋根：鉄骨造、地上 2階

有明テニスの森公園の整備概要

　東京 2020大会の開催に向けて改修された有明コロシ
アムや、新築のショーコート、クラブハウス・インドアコー
ト、再整備された屋外コートからなる施設である。
　ショーコートは、約 3,000席の観客席を備え、国際大会
や国内の大規模大会時に有明コロシアム（センターコー
ト）を補完するサブコートや、小規模の大会など有明コロ
シアムを使用する規模でない時のメインコート等の役割を
担う。東京 2020大会の開催期間中には、仮設席約 2,000
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席を含めた約 5,000人を収容する会場として使用された。
　また、仮設施設として約 3,000席を備えるショーコート2
が設置され、東京 2020大会の終了後に撤去された。
　クラブハウス・インドアコートは、既存のクラブハウスを
解体し、新たに事務室、会議室等を有するクラブハウスと、
屋内練習用コート8面を有するインドアコートが一体となっ
た施設として整備した。
　東京 2020大会の終了後は、国内外の大規模大会を積
極的に誘致するとともに、都民が日常的にスポーツに親し
める場を提供していく。
・大会競技　オリンピック：テニス、パラリンピック：車い
すテニス

施設概要（恒設）：有明テニスの森公園

ショーコート

延べ面積：約5  ,900㎡、最高高さ：約1  6m
構造・階数：鉄筋コンクリート造一部鉄
骨造、地上３階
ハードコート１面、観客席約 3,000席

クラブハウ
ス・インドア
コート

延べ面積：約1  0,300㎡、最高高さ：約1  6m
構造・階数：鉄骨造一部木造、地上２階
ハードコート８面、観客席なし

武蔵野の森総合スポーツプラザの整備概要

　東京 2020大会の招致時点で既に整備が計画されてい
た施設として、2017年に竣工した。竣工後、「 Tokyo2020
アクセシビリティー・ガイドライン」への適合に向けたアク
セシビリティー改修工事を経て、同年から運営を開始して
いる。
　引き続き、東京スタジアムと合わせて一大スポーツ拠点
を形成し、スポーツ競技大会や地域スポーツの拠点として
東京都多摩地域のスポーツ振興に貢献すること、大規模イ
ベント等の会場として、地域の賑わいに貢献することを目
的として運営していく。
・大会競技　オリンピック：バドミントン、近代五種（フェ
ンシング）、パラリンピック：車いすバスケットボール

施設概要（恒設）：武蔵野の森総合スポーツプラザ

メインアリーナ 競技面積：約 4,810㎡
最大収容人数：10 ,000人以上

サブアリーナ 競技面積：約 1,760 ㎡
観覧席（固定席）：340席

屋内プール 50ｍ ×20ｍプール　８コース
観客席（固定席）：185席

トレーニング
ルーム、スタジオ

トレーニングルーム面積：347㎡
スタジオ面積　A：107㎡　B：127㎡

施設配置の変更等

　東京都では、2014年度に行った会場計画の再検討にお
いて、都民生活への影響等について検討を継続しつつ、当
初計画地において整備を進めることとした施設について、
公園の緑や利用者への影響に配慮して、立候補ファイルの
整備計画を順次見直し、2015年 9月及び 10月に施設配置
等の変更を行った。
＜施設配置等の変更を行った施設と変更の概要＞
・大井ホッケー競技場では、既存野球場利用者への影響
を極力抑制するためメイン及びサブピッチの配置を変
更

・夢の島公園では、公園の緑や利用者への影響に配慮
し、公園全体で最適な施設配置に変更
・有明テニスの森公園は、競技団体や地元の要望に配慮
しつつ、テニスコートの減少数を最小限にとどめるよう
見直すとともに、東京 2020大会の終了後は、大会前と
同じ面数のテニスコートと芝生広場を復旧

新規恒久施設の施設運営

　2014年 12月、東京都は、外部有識者等で構成する「新
規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議」を
設置した。当該会議において、民間事業者や競技団体、地
元自治体等の意見を幅広く聴きながら、東京 2020大会後
の新規恒久施設の活用方策の検討を行い、結果を取りま
とめ、2017年 4月東京 2020大会終了後の施設運営の指
針となる「新規恒久施設の施設運営計画」を策定した。当
該計画では、東京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、カヌー・スラロームセンター、大井
ホッケー競技場、夢の島公園アーチェリー場に係る、施設
別の運営計画が示された。
　また、東京 2020大会の終了後の施設運営に万全を期
すため、管理運営の方式と運営事業者を大会前に決定し
た。
　有明アリーナの管理運営事業については、民間の資金、
経営能力及び技術的能力の活用を図り、民間と行政との
パートナーシップの下で効率的及び効果的に推進するた
め、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進
に関する法律（PFI法）に基づく公共施設等運営事業（コ
ンセッション方式）として実施することになった。
　海の森水上競技場、カヌー・スラロームセンター、東京
アクアティクスセンター、大井ホッケー競技場及び夢の島公
園アーチェリー場については、管理運営業務を効果的かつ
効率的に行うため、東京都体育施設の管理運営に関する
業務を行う指定管理者をそれぞれ決定した。
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有明レガシーエリアの検討

　東京都は、東京 2020大会の終了後、臨海副都心・有
明北地区を「有明レガシーエリア」とし、スポーツ、文化
等による賑わいを創出していくこととした。東京2020大会
で使用した仮設スポーツ施設等を活用したアーバンス
ポーツゾーンの形成を目指し、整備の方向性や事業者選
定に関する公募条件等を整理し、事業化に向けた検討を
進めた。

仮設オーバーレイ整備

仮設オーバーレイの定義と整備の特殊性

　仮設オーバーレイとは、既存会場、新設会場及び仮設
の競技会場等 85の全ての施設を対象に実施する、テント、
プレハブ、スタンド（観覧席）等の簡便な構築物から、重
量鉄骨を使用する建築物、照明塔等のほか、電気、機械、
給排水及び衛生設備、空調、照明などの設備工事をいう。
　整備会場の所在地は、北海道、宮城、福島、茨城、千
葉、埼玉、神奈川、山梨、静岡、東京の10都道県に及
んだ。整備費は1か所数億円程度から、大規模なもので
は数百億円に達し、全体の予算規模は、2,800億円とし
た。工事の期間は、設計期間を含めると2年程度のもの
から6年程度を要するものまで存在する。このほか撤去及
び復旧工事が加わり長丁場の取組となった。
　オーバーレイ整備に関わる主体的関係者は、発注側だ
けを見てもIOC、競技団体（IF及びNF）、組織委員会内の
各 FA、施設の所有者及び管理者、地元自治体など多数
に及んだ。
　特に、最小限の経費でかつ大会開催に間に合わせるこ
とが至上命題であり、また、国際的なイベントであるため、
海外企業の参入を保証することはもとより、物品の調達や
工事の施工に当たって持続可能性に配慮することも求め
られた。

戦略的な整備の必要性

　上記課題の克服のほか、当時の経済及び社会の状況
（特に請負業界の市況及び環境）はいわゆる売り手市場
であり、オーバーレイ整備が発注者の想定どおりに進めら
れるか不透明な状況であった。このため、民間企業で用い
られていたプロジェクトマネジメントの手法を導入し、長期
間に及ぶ会場整備事業を、発注方式、調達計画、工程管
理、人員計画など各種戦略を策定した上で、強力に推し
進めることとした。

発注に際しての戦略的な取組

・設計・施工（解体・撤去・復旧）一括発注
　　仮設オーバーレイの発注は地域の特性、会場の特性、
整備規模等を勘案してより柔軟に行うこととした。一方
で、公共団体による建築物等の発注は、設計と施工を
分けて発注するのが通例になっていた。この方式の主な
メリットは、相互のチェックが有効に働くことである。今
回のオーバーレイ整備は、発注件数が多い上に、発注
時期が重なることから、発注側の関係者が多く、工程で
変更依頼が多数寄せられることが想定され、これまで以
上に迅速かつ機動的な対応が必要になる。具体的に
は、設計から施工、東京 2020大会の開催期間中の維
持管理、解体、撤去、復旧まで一貫した現場対応が必
要となる。こうした事情を総合的に勘案した結果、設計
から復旧までの一連の工程を同一の事業者に発注する
こととした。

・クラスター発注
　 　会場が集中して立地するエリアにおいては、複数の会
場を一つの会場に見立て（クラスター化）同一の事業者
に工事を依頼することで、資材調達や工事着手等の最
適化やスケールメリットが生じる。また、結果として工程
管理がしやすくなることで、工期短縮につながると考え、
可能な範囲でクラスター化して発注した。

・仮設観客席の調達
　 　仮設オーバーレイのうち仮設観客席については、工事
の規模や特殊性から、国内調達だけでは需要を賄いき
れないため、海外からの調達も含めて検討することと
なった。会場ごとに調達を行うと、工事費にばらつきが
出たり、調達そのものが困難になったりする恐れがあ
る。また、海外の事業者を直接の下請にするリスクを回
避するため、仮説オーバーレイ整備とは別に、仮設観客
席の調達及び設置事業者を選定し、調達価格も統制す
る方式を採用した。

・コモディティなど共通部材の標準化
　 　会場ごとに整備内容は異なるが、テント及びプレハブ
（約30万㎡）、セキュリティフェンス（約  110㎞）など調達
数が膨大なコモディティは、ほとんどの会場で調達する
ことになる。各会場で性能や仕様、価格が異なると、使
い勝手に問題が生じるばかりか、整備費用に違いが出
るおそれがあった。このため共通して調達する資器材は
組織委員会が共通の標準仕様を設定することでコスト
の縮減につなげた。
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クラスター発注モデル

比類なき会場整備事業を支えたコスト縮減の取組

・招致ファイルと当初の会場整備局試算（ 2014年ない
し2015年）
　招致時の積算は、詳細な与条件が固まっていない中で
の概算工事費であるとともに、設計費、工事監理費等の
必須費用が含まれていなかったため、仮設オーバーレイの
整備コストを大幅に見直す必要があった。
　各会場の計画図から設計数量を精査し、単価について
は、メーカーの見積り、刊行物、設計委託会社の実績値
等を基に設定を行った。

・基本設計からDB発注までの取組（ 2015年ないし
2018年）

　テント、プレハブ、ユニットハウス、仮設観客席等のコモ
ディティについては、国内サプライヤーのみならず海外サプ
ライヤーを含めて市場価格調査を実施したものを、コスト
コンサルタントの知見を活用し、調達価格の標準化を図っ
た。
　効率的な整備についての技術提案を行うバリュー・エン
ジニアリング（VE）に加え、会場整備部門と財務部門が連
携し、整備の前提となる条件（ Condition）にまで踏み込ん
だ聖域なき見直しの取組（CVE）を、コンサルタントを活用
しながら、全会場において実施し、コストを縮減した。
　さらに、各会場でのサービス提供に係る戦略的な意思
決定を図るSVSD（ Strategic Venue Service Decision）の
第1弾として、競技会場におけるサービス提供内容を共通
化して、コスト縮減を図る手法を用いた。具体的には、食

事の提供方法、諸室の改修方法、コモディティや照明の仕
様などの見直しを行った。

・入札後から大会延期前までの取組（  2018年ないし
2020年）

　入札結果は、予算を大きく上回る状況となったため、予
算内での契約の締結に向け、SVSD第 2弾として、SVSD第
1弾での継続項目や関係者（各  FA）の合意のもと、サービ
ス水準の見直しが可能な項目等について縮減対象として
各会場に水平展開を行った。
　あわせて、更なるコスト縮減の取組として、入札後、受
注者に対して、要求水準としての機能を満たすように、コモ
ディティ等より安価なサプライヤーをあっせんすることによ
り、コスト削減を図った。

・大会延期に伴う見直し（ 2020年ないし2021年）
　2020年 3月の東京 2020大会の開催延期の決定時に
は、多くの会場で仮設オーバーレイ整備が進められていた
ため、会場に設置済みの仮設物を残置するか、撤去する
かなどの対応条件別にコスト比較を行った。また、東京
2020大会の開催延期に伴う、仮設物のレンタル又はリー
スの延伸費などについて、コストコンサルタントの意見を踏
まえ、適正なコストになるよう受注者との交渉を重ね、減
額を図った。
　さらに、コスト削減等の取組として、IOC、組織委員会
双方から東京 2020大会の簡素化になる項目を提案して
検討され、会場整備に係る項目としては、更なるサービス
レベル見直しによる仮設整備の簡素化を提案した。実現し
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たものの一例として、運営諸室や倉庫等の縮小や統合、仮
設観客席の削減によるコスト縮減効果等が得られた。

・ 大会の無観客開催への対応（ 2021年）
　多くの会場では観客を迎え入れる準備を行っていたが、
無観客の決定を受け、未設置の資器材については、設置
を行わないなど、コスト削減を図った。

円滑な工事進捗への取組

・オーバーレイプランとオーバーレイブック
　 　オーバーレイプランは、会場を中心とした敷地内外の
動線や、会場内の大会運営関係者の諸室等を図面上に
表した資料である。会場ごとに作成し、関係 FAや施設
の所有者又は管理者、工事業者など関係者の間で協議
を重ねるための重要な資料であり、IOCが権利関係を保
有するオーバーレイブックとしてまとめ、2015年からおお
むね半年ごとに更新した。オーバーレイブックは、東京
2020大会の準備及び運営に当たっては、組織委員会内
の共通プラットフォームの役割も果たした。

・ VDOR（ Venue Development & Operations 
Review）からVIG（Venue Integration Group）へ

　 　オーバーレイの計画及び設計時の段階から進捗管理
の手段として取り組んできたのが、VDORである。IOC主
導で会場・インフラFA（ VNI）がカウンターパートナーと
なって進めてきた。先行会場の工事の進捗や、オーバー
レイプランの作成状況を見比べながら、整備水準の共
通化などに活用した。

　 　また、施設の建設過程や進捗度合いを管理するため
に、「見える化」の手法も同時期に導入した。

・ VIG（ Venue Integration Group）
　 　VDORを経て始まったVIGは、プランの作成段階から
工事着手、ベニューの完成段階までを視野に入れた進
捗管理の機会である。OBS、テクノロジー、エネルギー、
セキュリティなど、現場の最終段階は様々な工事が重
なって行われた。短期間に多くの工事が錯綜するため、 
VIS（ Venue Integration Schedule）という総合工程管理
表をプラットフォームとして用いることでその見極めを共
有し、無駄な待ち時間や手戻り工事をなくして工事進捗
の円滑化を図った。この進捗管理手法により、工期内の
完成を確実なものにすることができた。

・ IPC VTEC（ IPC Venue Technical Review）
　 　IPC  VTECは、IPCとの間で各会場のアクセシビリティ
の状況の確認及び対応を協議する場である。2018年か

ら開催され、車いす席の配置方法やスロープの形状な
ど、各ステークホルダーの動線のアクセシビリティ確保に
ついて詳細に協議された。その結果、東京 2020大会
のアクセシビリティはIPCから高く評価された。

仮設オーバーレイの主な展開事例

　安全・安心な環境の下、アスリートが最高のパフォーマ
ンスを発揮できるよう、また、かつてない規模の施設整備
がコスト最適化や持続可能性にも配慮しながら進むよう、
全会場関係者が協力して会場整備に取り組んだ。各会場
では、競技や放送要件に適合し、会場特性にも対応した
様々な仮設オーバーレイを展開し、東京 2020大会をイン
フラ面から強力に支えた。

青海アーバンスポーツパーク（バスケットボール競技
（ 3x3バスケットボール）、スポーツクライミング、5人制
サッカー）〔仮設会場〕
　臨時駐車場敷地を整備し、オリンピック・パラリンピック
競技大会史上初めて、屋外で1会場2度の競技転換を実
施した。転換には2000㎡のテントを1日で撤去する必要が
あったため、操作性に優れたドイツの特許工法を採用し
た。国内法規に適応させるため、構造適合性判定による
第三者機関の評価を得て実現した。
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有明アーバンスポーツパーク（自転車競技（BMXレーシン
グ、BMXフリースタイル）、スケートボード）〔仮設会場〕
　オリンピック新競技種目であるスケートボード及び BMX
フリースタイルは、コース形状や材質、競技特性の把握な
どゼロから競技会場の仕様を調整し設計していく必要が
あった。BMXレーシングを含めた各競技種目とも海外の
コースデザイナーと協議し、及び調整しながら設計を進め、
特徴的なコースを整備した。

陸上自衛隊朝霞訓練場（射撃）〔仮設会場〕
　陸上自衛隊朝霞訓練場の敷地内に、全て仮設建築物に
より、ライフル及びピストル射場とクレー射場を整備した。
射場の整備に当たっては、銃砲刀剣類所持等取締法（昭
和33年法律第6号）の規制基準を満足させる整備を行っ
た。

江の島ヨットハーバー（セーリング）〔既存施設〕
　コメンタリーポジションの整備要件に基づき、六つある
競技海面が見渡せるよう約14.5mの高さを必要とした。当
初、鉄骨架台を整備しその上にユニットハウスを設置する
計画であったが、行政協議の結果、鉄骨造となった。

伊豆MTBコース（自転車競技（マウンテンバイク））〔既存
施設〕
　既存コースを改修して、美しさと難易度を兼ね備えた
MTBコースを作り上げた。海外のコースデザイナーの監修
のもと、開催地である伊豆の観光名所にちなんだ見所を、
全長約4kmのコース内にちりばめている。豊かな自然環
境の中でアスリートの高度な技術が試されるよう綿密に計
画された、世界最高峰のMTBコースとなった。
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幕張メッセ（フェンシング、テコンドー、レスリング、ゴー
ルボール、パラテコンドー、シッティングバレーボール、車
いすフェンシング）〔既存施設〕
　A、B、Cの各ホールを合わせると東京 2020大会で最多
の7競技を迎え入れた会場となった。約3か月間かけて、仮
設観客席（約 1万 8,000席）を含む全 3会場の設営を完了
し、大会中は競技転換作業を実施するなど複雑な工程管
理を必要とした。さらに撤収に当たっては、会場使用期間
の関係から短工期とする必要に迫られたが、全会場関係者
協力の下、昼夜を徹した作業により、13日間の日程で、無
事に撤収作業を完了した。

オリンピックスタジアム（陸上競技）のウォーミングアップ
会場
　近傍の軟式野球場（6面）を借用し、東京 2020大会の
開催に必要な3種公認の競技場（400mトラック）を設置
した。限られた敷地内での配置に計画は困難を極めたが、
陸連関係者等と細部にわたって詰めの協議を続け実現し
た。

海の森水上競技場（カヌー、ボート）のケーブルカムタワー
とカメラ架台
　カヌー及びボートを空中移動撮影するための大型装置
である。高さ60mの仮設タワーと土木橋梁上の仮設カメラ
架台とを長さ1,500mのケーブルで繋いだ。橋梁の安全性
検証はもちろん、短工期で超高層建築と同じ高さの施工を
行うなど、難工事に果敢に挑み、迫力ある映像配信環境
を整備した。
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潮風公園（ビーチバレーボール）〔仮設会場〕
　既存の公園内に、仮設施設のみで大会会場を作り上げ
た。芝生広場の中央に特設コートを作り、これを取り巻く
ように約1万2,000席の大型観客席を設置した。円形では
日本初、規模は国内最大級の仮設観客席となった。

東京アクアティクスセンター及び東京辰巳国際水泳場（水
泳競技（競泳、アーティスティックスイミング、水球）、パ
ラ水泳）の仮設プール
　水泳競技（マラソンスイミングを除く）の会場である東京
アクアティクスセンターと東京辰巳国際水泳場、それぞれの
施設に隣接して練習及びウォームアップ用の仮設プールを
設置した。アスリートが本番で最高のパフォーマンスを発揮
できるよう、床の仕上げから選手の使い勝手まで、国際水
泳連盟と完成直前まで協議及び調整を続けた。

東京国際フォーラム（ウエイトリフティング、パワーリフ
ティング）〔既存施設〕
　施設の占有期間が短く工事期間が最小限となる中、複
雑な建物構造をうまく活用して運営諸室や関係者動線を
配置した。丸の内ビジネス街の一部公道を4か月間にわた
り封鎖するなど、施設や地元関係者の多大な協力なくして
競技開催が実現できなかった希少な会場でもあった。

東京スタジアム（サッカー、近代五種、ラグビー）〔既存
施設〕
　近代五種への転換では、80時間でプールやフェンシング
用テント等を完成させる必要があった。工期内の工事完了
に向け、事前に注水試験等の確認により計画の精緻化を
図った。実際の工事では、3日間 24時間体制で一時間毎
の工程管理をしながら整備を進め、オリンピック競技大会
史上初となる、隣接した武蔵野の森総合スポーツプラザを
含む同一地区にある競技会場での近代五種の全競技開
催を実現した。
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釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ（サーフィン）〔仮設会場〕
　オリンピック競技大会として初競技となるサーフィン会場
には、競技要件である大型ビデオボード（架台寸法  13m×
14m）2基を選手からも見える突堤の位置に設置した。東
京 2020大会の開催期間中には台風が接近する事態とな
り、ビデオボード撤収の是非をめぐりIOCやIFと協議を重
ねた。更なる台風対策を施し綿密な点検を行うことで被害
を未然に防ぎ、安全に競技を開催することができた。

横浜スタジアム（野球・ソフトボール）の仮設ケーブルブ
リッジ
　幹線道路の交通遮断期間を最小にし、東京 2020大会
で必要となる仮設の電力や通信等の工事も短期間で行え
るよう、横浜市旧庁舎とスタジアムとの間に大型の仮設
ケーブルブリッジ（桁長約34m）を整備した。

練習会場（バスケットボール競技、車いすバスケットボー
ル）
　東京ビッグサイトの展示ホール内にバスケットコート4面
を配置し、最大 4か国が同時練習できる環境を整備した。
各コート間に設置した間仕切りや遮音シート等により、各
コート独立した練習環境を確保した。

競技・放送用照明
　アスリートが競技する際の視認性の確保と、最高品質の
映像配信のため、オリンピック・パラリンピック競技大会の
要件を満たす照明設備の配置が全競技会場で必要となっ
た。照明器具の設定、配置の検討、照度のシミュレーショ
ンを幾度となく重ね、東京 2020大会では熱戦と感動の演
出に一役買うことができた。

本大会から正式種目に採用され、初めてオリンピック照明要件が
適用となったスポーツクライミング（照明器具台数：計118台）
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仮設トイレ
　マーケティングパートナーが東京 2020大会向けに開発
したキャビン型の仮設トイレを複数の競技会場に設置した。
洋式水洗トイレや手洗器のほか、暑さ対策として空調設備
も標準装備し、おもてなしの精神が詰まった、きれいで快
適なトイレ空間を提供した。

仮設オーバーレイの維持管理

　仮設オーバーレイの維持管理は、仮設オーバーレイ整備
業者の契約に含めて発注し、実施設計段階で、東京 2020
大会の開催前からの日常点検、台風等災害時の緊急対
応、情報連絡体制を組織委員会と共に検討した。これを
維持管理マニュアルとして会場ごとに作成した。東京2020
大会の開催期間中は、会場・インフラFA（ VNI）からサイ
トマネージャーが選任され、維持管理業者と共に、ベニュー
が最良の状態で運営されるよう、維持管理マニュアルに基
づき、主に施設及び設備面での点検及び修理等を実行し
た。また、サイトマネージャー（VNI）が中心となり、テクノ
ロジー FA（ TEC）、エネルギー FA（ NRG）、大会のブラン
ド・アイデンティティ・ルックFA（ BIL）、案内サインFA（ SIG）
といったインフラ仮設物の所管 FAや施設管理者等と連携
して、会場内で発生するインフラ事故等の対処及び情報連
絡を円滑かつ適時適切に行った。

大会終了後の事業スキーム

　仮設オーバーレイについては、原則として解体及び原状
回復後に資産を残さないスキームとし、会場整備における
物品調達については、可能な限りレンタル又はリースによ
る調達を行った。一方で購入による調達物品の一部につい
ては東京都との共同実施事業における後利用に向けた取
組により、都内自治体等の後利用先を確保した。主な事
例として、大井ホッケー競技場及び有明テニスの森に設置
したスタジアム照明設備の一部を東京都に譲渡したことや、
各会場に設置した消火器及び動力ポンプの一部を都内
自治体に譲渡したことが挙げられる。また、後利用先が確
保できない物品については、マテリアルリサイクル等の再
生利用を行った。これにより、リユース及びリサイクルを推

進し、持続可能な社会の実現に向けて貢献することができ
た。

有明体操競技場の整備

　有明体操競技場は、仮設建築物として計画されたことか
ら、組織委員会が整備を行うことになった。一方、東京
2020大会の開催時に体操を行うために必要な広さや天
井高を確保し、観客席 1万 2,000席を設置する必要があっ
た。そのためには、法令上、恒久施設と同等の構造が必
要となり、多額の整備費を要することが見込まれたことや、
耐震性などについても、恒久施設と同等の強度が求めら
れ、東京 2020大会の終了後に後利用する必要があった。
このため、東京都において持続可能性を重視するIOCのア
ジェンダ2020の理念を踏まえた活用策を検討することに
なった。その結果、東京 2020大会の終了後は東京都に
よって展示場として活用されることとなった。
　有明体操競技場は、立候補ファイルでうたわれた「施設
の木質化」「サステナビリティ」を表現し、来場者にアピー
ルすることを目的に、東京 2020大会に向けて新設された
施設の中で最も多い、約 2,600㎥の木材を使用した競技
会場として、2019年 10月に完成した。

有明体操競技場の特徴

　有明体操競技場が所在する有明北地区が、かつて木材
集積の貯木場であったという場所特性に鑑み、「湾岸エリ
アに浮かぶ木の器」をコンセプトとして、屋根架構、外装、
観客席、外構などに木の特性をふんだんに活用した造りと
なった。無駄のないシンプルな構成を目指した日本の木文
化を象徴しており、訪れた人は日本らしい簡素な美しさを
体感することができる優美な建築物となった。内部は、観
客席と競技エリアが近く、体操の技の美しさや躍動、ボッ
チャ選手の緊張感や息遣いといった臨場感が伝わり、体感
できる空間となった。アスリートファーストの競技施設、世
界最大規模の木造アーチの屋根、間伐材製材による持続
可能性に配慮しながらも日本の美をたたえた外装、木製
ベンチによる観客席、保水性木材チップ舗装、後利用を見
据えた設計、掘削土を利用したバリアフリーアプローチ等
は、有明体操競技場を構成する構造や設備の中でも、と
りわけ特徴的な要素となった。

大梁のリフトアップ工事

　施工時のハイライトは、木質大屋根のリフトアップであ
る。木造アーチと鉄製ケーブルによる木製張弦梁構造によ
り、国内最大級の幅約90m、奥行き約 120mの大屋根空
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間を実現するため、大梁（幅約70m、奥行き約14m、重
量約200t）を油圧ジャッキで地上 30mまで引き上げて設
置するリフトアップ工法を採用した。約半年間で5回のリフ
トアップを行って無事完成させ、工期の短縮にも寄与した。

施設概要（仮設）：有明体操競技場

有明体操競技場の整備

所在地 東京都江東区有明一丁目７－４

構造 鉄骨造一部木造、地上 3階建て、高さ 30ｍ

敷地面積 約 96,400㎡

延べ床面積 約 35,500㎡（本体建築物のみ）

観客席数 約 12,000席

整備工程
基本設計（ 2015.6 ～ 2016.1）、
実施設計（ 2016.11 ～ 2017.10）、
施工（ 2017.11 ～ 2019.10）
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4 非競技会場の整備

選手村の整備

整備の考え方、背景及び課題

　オリンピック・パラリンピック競技大会における選手村
は、大会に参加する選手や団体役員等の宿泊施設であり、
東京 2020大会においても、全ての選手が安全・安心か
つ快適に過ごすことができるよう、安全性、利便性等を最
大限考慮しながら整備した。
　東京 2020大会の選手村は、東京都中央区晴海４丁目、
５丁目地区の環状２号線沿いの晴海ふ頭に位置する、約
44haの敷地に設置された。ヘリテッジゾーンと東京ベイ
ゾーンが交差する場所となっており、両ゾーンの中心に位置
する利便性に優れる一方、約 1万 8,000台のベッドを収容
する宿泊棟を始め、村内に大規模な仮設施設を整備する
ことから、持続可能性の確保など様々な観点で課題に対応
する必要があった。

選手村施設の整備概要

　選手村の大部分を占める晴海５丁目敷地の中で最も目
を引くのは、前述した約 1万 8,000台のベッドを収納する約
3,800戸の21棟のマンション群で構成する「宿泊棟」であ
る。住戸内はシェアハウスのように数人で生活できるように
レイアウトし、最大で８台のベッド、２つのトイレ及び浴室を
設置した。

　宿泊棟のほか、村内には選手に提供されるサービスとし
て、スポーツジムや医療施設（ポリクリニック）、カジュア
ルダイニングといった施設が設置された。東京 2020大会
では、これらの機能を一つに集約した鉄骨造３階、延べ面
積約１万 9,820㎡の複合施設である「マルチファンクション
コンプレックス」（商業棟）を整備した。
　選手等に食事を提供する「メインダイニングホール」は、
約 3,000席（オリンピック時）のスペースと一日最大 4万
5,000食を提供可能とする厨房設備を有する鉄骨２階建て、
延べ面積約 1万 8,780㎡と、国内では他に類を見ない規模
の飲食施設を整備した。
　各国NOC及びNPCの活動拠点となる「NOC/NPCサー
ビスセンター」は晴海ふ頭の客船ターミナル（鉄骨造６階建
て、延べ面積約 4,200㎡）内に整備した。
　選手村内で環状２号線東側の晴海４丁目敷地には、選
手や団体役員等の関係者が日常的に利用する様々な利便
施設や記者会見場、選手団の入村セレモニースペースなど
に活用することを想定した（入村セレモニーは簡素化の方
針により中止となった）施設である「ビレッジプラザ」を整
備した。ビレッジプラザは、組織委員会が立ち上げた「日
本の木材活用リレー～みんなで作る選手村ビレッジプラザ
～」の取組によって、公募で決まった全国の63自治体から
提供された、各自治体産の木材約  1,300㎥を用いた約
5,300㎡の木造平屋建ての施設である。
　ビレッジプラザの東側には、選手村の運営を支える施設
として、既存倉庫３棟及び事務所棟１棟を使用して、「チー

選手村ブロックプラン
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ムプロセッシングセンター」、「ファシリティサービスセン
ター」、「ロジスティクスコンパウンド」、「ドライバーズラウ
ンジ」の４施設を整備した。これらのうち、チームプロセッ
シングセンターは、選手団の入村手続を行う事務運営諸
室、ファシリティサービスセンターは選手村内の備品倉庫
やランドリーサービスの作業場として、エレベーターの増
設、電気及び給排水設備を整備した。
　選手村の安全面を確保するため、全長約 3,500mの選
手村全体を囲うセキュリティフェンスを設置するとともに、
人又は車両が出入りする箇所には、それぞれ歩行者スク
リーニングエリア（PSA）又は車両スクリーニングエリア
（ Vehicle  Screening Area、VSA）を配置した。

整備スキーム及び民間活用（特定建築者制度）

　選手村の整備は、2016年３月に東京都が公表した「東
京 2020大会後の選手村におけるまちづくりの整備計画」
に基づくが、住戸数で約 3,800戸の住宅を対象に最大 1万
8,000人分の宿泊室を用意する必要があり、しかも期限内
に一定の品質で完成させなければならなかった。
　事業を円滑に進めるため、東京都は、民間の資金やノ
ウハウを活用可能な「都市再開発法」（昭和  44年法律第
38号）に基づく「特定建築者制度」を導入することとした。
　具体的には、選手村の宿泊棟について、晴海ふ頭での
市街地再開発事業として民間活用（特定建築者制度）を
導入し、特定建築者を公募する条件に選手村の配置計
画、居住施設要件、インフラに関する要件及び東京2020
大会の開催期間中の選手村の賃借について条件を付け
た。これにより、組織委員会が選手村のニーズに合致する
よう設計段階から関与できるスキームが採用された。建物
の躯体は再開発事業の施設建築物を活用し、内装につい
ては宿泊施設として整備し、使用後に復旧して再開発事業
者へ返還する事業スキームとした。
　2017年７月、東京都オリンピック・パラリンピック準備局、
東京都都市整備局、組織委員会及び民間企業（民間デベ
ロッパー 11社で構成する「特定建築者」）の四者の間で、
役割分担及び事業手順など基本的事項を定めた「第 32

選手村全体パース

回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技
大会の選手村における宿泊施設等の整備等に関する基本
協定書」を締結し、事業を開始した。
　以降の設計、施工、工事管理等に関しては、都度、組
織委員会と特定建築者の間で必要な協定又は契約を締
結しながら事業を進めた。
　組織委員会が設計で取り組んだ一例として、諸室の扉
素材にリサイクルしやすい段ボール素材を選定したほか、
選手の生活に必要な機能性を担保しながらも、必要最低
限の内装仕上げとし、可能な限りコスト面や環境面に配慮
した施設整備に取り組んだ。東京 2020大会のために施
工した内装が建物の躯体に影響を及ぼすものについては
組織委員会が補償することとなったが、一方で、整備全体
のコストは縮減することができた。
　マルチファンクションコンプレックスについても、同様に
民間活用を導入した。
　民間活用による選手村施設整備は、大会後に完成する
住宅や商業施設に、東京2020大会の選手村施設に利活
用されたというブランドを残すことができた。

既存施設の活用

　NOC/NPCサービスセンターとファシリティサービスセン
ター、チームプロセッシングセンターなどの運営施設につい
ては、東京都の既存施設を借り受け、東京 2020大会の
開催に際して必要な内装のみを整備することでコスト縮減
及び工期短縮を実現した。

施設整備における工夫

　組織委員会が東京2020大会用に仮設施設として建築
したメインダイニングホールとビレッジプラザにおいても、
様々なコスト縮減及び環境負荷低減の工夫を行った。
　メインダイニングにおいては、建築に利用した一部の部
材（柱及び梁鉄骨部材、外装材、サッシなど）を東京 2020
大会の終了後に整備する他施設の部材として後利用する
こととした。また、建設発生土についても他工事にて再利
用するなど、整備全体のコストの縮減となるよう取り組んだ。
　ビレッジプラザは、全国の自治体から木材を借り受けて
建築し、東京 2020大会の終了後は各提供自治体へ返却
することで、施設自体の整備コストの縮減に加えて、解体
時の廃材の発生を抑制して、環境負荷低減に寄与した。ま
た、夏場の空調設備の熱負荷を低下させる取組として、屋
根散水設備を導入した。
　各設備機器の調達においては、「持続可能性に配慮し
た運営計画」を踏まえた仕様の機器を選定した。調達に
際してはトータルコストを考慮し、レンタル・リースを積極
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的に採用した。宿泊棟に設置するエアコンについては、東 についても、東京2020大会の終了後の利用先の確保を関
京2020大会の終了後の利用計画を入札条件とすることで、 係者と連携しながら実施した。
使用後のリユース先を担保する契約とした。解体する施設

選手村内の主な施設

用途 概要

●宿泊棟

・ 14階建～ 18階建　合計 21棟の恒設時住居を大会仕様に改修 
・ 約 3,800戸の住居に約 18,000台のベッドを収納
・ 1宿泊室当たり５ベッド以上の宿泊室はトイレ及び浴室を 2カ所設置 
・ エレベーター 83台（大会用増設 26台を含む）

●メインダイニングホール
・ 仮設
・ 座席数 3,000席、一日最大 45,000食を提供 
・ 鉄骨造 2階建　延べ面積 約 18,780㎡

● マルチファンクションコンプレックス
　総合診療所
　フィットネスセンター
　カジュアルダイニング等

・ 恒設時商業棟を大会仕様に改修
・ 鉄骨造 3階建　延べ面積 約 19,820㎡

● NOC/NPCサービスセンター
・ 既存の晴海ふ頭客船ターミナルを大会仕様に改修
・ 鉄骨造 6階建　延べ面積 約 4,200㎡

● チームプロセッシングセンター
　 選手団等の入村手続

・ 既存の倉庫 RC造 6階建 延べ面積約 28,290㎡の一部に耐震補強を行い、大会
仕様に改修

● ファシリティサービスセンター
　リペア、ランドリー等

・ 既存の倉庫 RC造 4階建 延べ面積約 18,638㎡の一部に耐震補強を行い、大会
仕様に改修

●ビレッジプラザ
　 村長室、メディアセンター、雑貨店、
カフェ等

・ 仮設、全国 63自治体から現場木材にて建築 （1都、  22県、  25市、  9町、6村）
・ 木造平屋建て約 5,300㎡（5棟）
・ 木材使用量 約 1,300㎥

その他
・ バス発着場 
・ ロジスティクスコンパウンド
・ ドライバーズラウンジ
・ 駐車場 
・ 水素ステーション

・ バス発着場 49バース
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ビレッジプラザ

概要

　オリンピック・パラリンピック競技大会における選手村内
の施設の中で、限定的ながら唯一外部に開かれている施
設がビレッジプラザである。この施設は、各国の選手及び
役員はもとより、メディアを通じて世界中の人々の目に触れ
ることから、東京 2020大会においては、建物それ自体に
日本らしさを発信する役割が期待された。
　近年の過去大会ではテントでの整備が通例であったが、
東京 2020大会のビレッジプラザはこうした役割を踏まえ、
日本文化を感じられるよう、日本の伝統的な建築材料であ
る国産木材で整備することとした。

日本の木材活用リレー～みんなで作る選手村ビレッジプ
ラザ～

　木材を使用する意義は、国際認証と同等かそれ以上の
木材が、日本の各地域から多く産出されることに加え、解
体も比較的容易でその後の幅広い再利用が可能、という
ことにあった。すなわち、環境に優しく持続可能性にも優
れている木材をビレッジプラザに使用することは、世界の
潮流にも合致しており、また、IOCのアジェンダ2020の方
向性とも軌を一にしたものであった。さらに、木材の提供
が可能な自治体は日本中に存在することから、組織委員
会が中心となってオールジャパン体制で取り組み、東京
2020大会を盛り上げる役割を担うことも期待された。

　そこで考案されたスキームが、「日本の木材活用リレー
～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～」（以下「木材リ
レー」という。）であった。これは、全国の自治体から木材
を借り受けて、組織委員会がビレッジプラザを建設して使
用した後、解体して木材を提供元の各自治体に返却し、自
治体は返却された木材を、学校や公園など自治体内の公
共施設等で再利用する仕組みであった。

東京 2020大会の機運の醸成と記憶の継承

　ビレッジプラザに木材を提供した各地の自治体では、提
供予定の樹木の伐採や木材の搬出を記念した特色あるイ
ベントや式典が開催された。このイベントや式典には、自
治体の首長や地元関係者のほか、多数の小学生が参加
し、木材リレーのプロジェクトの展開や、参加自治体によ
る木材の提供を通じて、東京 2020大会の開催機運が高ま
ることにつながった。また、東京 2020大会の終了後にも、
実際にビレッジプラザで使用された木材が提供自治体に
帰り、再利用されることで、オールジャパンで支えた東京
2020大会の記憶が目に見える形で継承されることとなっ
た。

提供自治体一覧
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事業概要

参加団体数 63自治体

建
物

敷 地 面 積 約  15,000㎡

延べ床面積 約 5,300㎡

木材使用量 約 4万本（約 1,300㎥）

架 構 形 式

（１）レシプロカル架構 
間仕切り壁を必要としない空間に適している。
3 本の斜柱をツイストさせた組柱により、耐震性を持たせた構造。

（２）格子梁架構 
事務所などの小空間に適している。
鋼製ブレースと斜め方向の組み梁により、耐震性を持たせた構造。

（３）トラスアーチ架構 
会見の場など大空間に適している。  
樹形状のつえを段階的に追出すことにより、大スパンを可能とする構造。

架構形式

使用目的に即した 3つの木構造架構

IBC/MPC

　東京ビッグサイトは、立候補ファイルでは、フェンシング
など５つの競技とIBC/MPCの会場として、東展示棟、西展
示棟、会議棟の全ての既存施設を使い、また、新たに南
展示棟を増築してMPC専用施設としての使用を想定しつ
つ、東京 2020大会の終了後には展示施設として有効活用
する計画であった。
　開催決定後、IOC及び IPCやOBSとの調整の中で、IBC
のスペースが手狭なことから、2015年６月に、実施予定で
あった５競技の会場を幕張メッセ等に変更し、空いたス
ペースを含めた東展示棟にIBCを集約して配置することと
した。
　また、MPCについては、競技会場や IBCの配置の変更
に伴って余裕が生まれた会議棟と西展示棟のスペースを
使用することで配置が可能となったことから、2015年 11月
のIOCとの調整において、これまで予定していた南展示棟
をMPCとしては使用しないことが確認された。
　なお、南展示棟については、東京 2020大会ではバス
ケットボール競技や体操の練習会場として利用された。

IBC整備の特徴

　既存施設である東京ビッグサイトを活用する上で、開催
都市契約 2020の大会運営要件等に定めるスペース要件
（５万 5,000㎡）の確保は大きな課題であったが、OBSとの
度重なる協議の結果、屋内（４万 5,000㎡）に屋外のテント
（2,500㎡）を追加することにより、最終的なスペース要件
の合意に至った。
　また、放送関係施設であるIBCには、厳しい遮音性能
要件が課されており、東京ビッグサイトの既存の施設と空
調を活用する方法では、当該遮音性能要件を確保すること
は困難であった。そのため、既存展示場内に遮音性を確
保した新たな施設と、そのための専用空調設備を設けるこ
とで、厳しい遮音性能要件を満足することができた。
　加えて、東京 2020大会での新たな試みとして、過去大
会ではIBC内に分散配置されていた各国放送事業者の
サーバーを専用ルーム（ Centralized Technical Area）に集
約し、エリア毎に必要な空調性能を設定することで、全体
の空調能力の約 1割を低減することができた。
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IBC整備の特徴
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5 エネルギーの確保

エネルギーの確保

　東京2020大会のエネルギーの確保を担うエネルギーFA
（NRG）の基本的な役割は、大会の開催期間中、競技会
場及び非競技会場に電力、ガス等のエネルギーを供給し、
他のFAやステークホルダーの運用をサポートすることであ
る。特に、電力システムについては、仮に事故や機器の故
障が起こった場合においても、確実に電力供給を継続する
ため、次のIOC要件を基本要件とし、競技を継続するため
に電力の供給停止が許されない重要機器に対して、強靭
なエネルギーインフラを構築した。また、エネルギーオペ
レーションセンター（EOC）を設置して24時間体制で運営
し、エネルギー供給に万全を期した。

主なIOC要件

①変電所 異なる変電所から２本の独立した線路で電力
を供給

②設備稼働率 変電所と配電線路において、稼働率※が
80％以下

③専用線 変電所から会場まで他の需要家が接続され
ない

※ 稼働率：変圧器・配電線路の容量に対する負荷の割合

エネルギーを安定的に供給する強靭な大会インフラの
構築

　東京2020大会の43競技会場のうち、36会場において
は基本的に本線及び予備線の2系統受電により冗長性を
確保するとともに、万が一の停電に備えて発電機による
バックアップ電源を確保して、確実な電力供給を可能とし
た。一方、配電線路が台風や強風等の影響を受けやすい
地方会場を中心に、2系統化及び専用線化により膨大な
コストがかかる7会場については、1系統受電と発電機を
組み合わせて冗長化し、発電機によるバックアップの対象
範囲を「競技継続用」のみから「競技継続用＋会場全体
の大会に使用する一般電源負荷」まで広げることで、2系
統化及び専用線化の整備を不要としつつ基本要件と同等
の冗長性を担保した。このことで、基本要件に準ずる例外
措置として、IOCの合意が得られ、インフラ整備コストの大
幅な抑制を図ることができた。

基本要件に準ずる例外措置を適用した7会場

例外措置
７会場

武蔵野の森公園 釣ヶ崎海岸
サーフィンビーチ

江の島ヨットハーバー 伊豆ベロドローム
伊豆MTBコース 福島あづま球場
札幌大通公園

　また、各競技会場における競技エリア（FOP）及びIBC/
MPCにおける放送機器や照明、計測機器、競技記録等で
使用するサーバーなどの機器類については、一瞬たりとも
電力供給を断絶することができないため、基本要件によ
り、全会場に無停電電源装置を設置した。
　東京2020大会においては、上記の取組により、大会の
開催期間中の安定的なエネルギー供給を実現した。

環境に配慮したイノベーションの取組

　東京2020大会で供給するエネルギー量は膨大であるた
め、持続可能性への取組にも配慮した。大会の運営期間
中に供給する電力は、地球温暖化防止の観点から全量再
生可能エネルギーとし、CO2排出量の抑制に努めた。
　また、会場に設置する仮設発電機については、従来、稼
働時におけるCO2の発生や、排ガス及び騒音などが課題
となっていた。今回は、系統電力を最大限活用するととも
に、都市環境保全の観点から「電力貯蔵システム」を導
入するイノベーションの取組を行った。
　NRGでは、2019年1月より電力貯蔵システムの検討に着
手し、2019年8月に実施したテストイベントで問題がない
ことを確認して、東京2020大会の開催期間中での採用を
実現した。具体的には、夢の島公園アーチェリー場、日本
武道館の2会場で導入し、東京2020大会の運営における
効果を得ることができた。
　電力貯蔵システムは、電力供給量や持続可能時間など、
技術的な課題があったため、東京2020大会では一部の
会場への試験導入にとどまったが、化石燃料による発電機
の代替となり得ることから、CO2排出量の削減、騒音及び
振動の抑制など、将来開催される都市型のオリンピック・
パラリンピック競技大会において有効であることが確認さ
れた。また、運搬等が容易な可搬型であり、ケーブル延長
の抑制や接続機器の設置変更の運用にも柔軟に対応で
きるなど様々なメリットがあることから、東京2020大会で
の使用実績を好例として、将来のオリンピック・パラリンピッ
ク競技大会や大規模イベントなどにも活用されることが期
待される。



 6 アクセシビリティ対応

アクセシビリティ対応

　組織委員会は、障がいの有無に関わらず、全ての人々に
とって利用しやすく（アクセシブル）、包摂的であり、排他
的でない（インクルーシブ）大会を実現するため、国の関
係行政機関、東京都、関係地方公共団体、障がい者団体
等の様々な関係者の参画を得て、IPCが定める「IPCアクセ
シビリティガイド」等を踏まえた指針としての「 Tokyo2020
アクセシビリティ・ガイドライン」（以下、本項目において
「アクセシビリティ・ガイドライン」という。）を策定した。東
京 2020大会の開催準備に当たっては、このガイドラインを
踏まえて、各ベニューの整備が行われた。
　新国立競技場（オリンピックスタジアム）や東京都が整
備及び改修をする競技会場等においては、アクセシビリ
ティ・ガイドラインを踏まえた整備が行われた。さらに、東
京都は、整備及び改修に当たって障がい者団体や学識経
験者から直接意見を聴取する「アクセシビリティ・ワーク
ショップ」を開催して、聴取した意見を反映させ、設計等
を行った。具体的には、車いす使用者にも様々な場所から
観戦できるように、車いす使用者席を水平方向や垂直方
向に分散して配置したり、トイレを車いす使用者対応、乳
幼児連れ対応といった利用形態に応じて分散して配置し
たりするなど、これまでよりレベルの高いアクセシビリティ
の水準を確保し、障がいのある人のみならず、誰もが使い
やすい施設となるよう整備した。
　オリンピックスタジアムでは、設計段階から施工まで、高
齢者、障がい者団体、子育てグループ等が参画したユニ
バーサルデザイン・ワークショップの意見を踏まえた整備
が行われた。具体的には、外部階段横のエレベーターや
スロープの増設、補助犬トイレの増設等の改善を実施し
た。また、車いす使用者用観客席（車いす席）についても、
アクセシビリティ・ガイドラインや当該ワークショップの意見
を踏まえ、スタンドの全層、全階に介助者スペースを備え
た車いす席が分散して配置された。トイレについても、オ
ストメイト（人工肛門又は人工膀胱（ストーマ）の保有者）
に配慮したトイレや、LGBTQ等に配慮した男女共用トイレ
など、対象者ごとにそれぞれの事情に配慮した設備を充
実したトイレが設置された。
　晴海の選手村では、アクセシビリティ・ガイドラインを踏
まえ、全ての選手及び関係者が、障がいの有無に関わら
ず、相互に人格と個性を尊重し合う選手村を目指し、次の
ような様々な配慮を行った。
　① 宿泊棟等は、車いすの使用者等も安全に利用できる

よう幅員を確保するとともに、スロープや手すりを設
置

　② 既存施設を活用する「NOC/NPCサービスセンター」
に、アクセシブル対応のトイレを設置

　③トラ ンスポートモール及びトランスポートモールへ至る
歩道の一部に点字ブロックを設置

　④ 居室内に設置する寝具及び備品は、高さ等の面でア
クセシビリティに配慮

　上記以外の既存施設については、施設所有者等におい
て、可能な限りアクセシブルトイレ、スロープ、車いす席、
車いす用エレベーター等の増設を行った。また、通常の恒
久施設利用を超える範囲については、仮設オーバーレイに
より東京 2020大会用に必要なアクセシブルトイレ、スロー
プ、車いす席等の増設及び改修を行った。
　加えて、東京 2020大会の開催期間中の使用のため、設
計段階及び工事段階において、それぞれ IPCと共に定期
的な現地調査や技術的な側面から設計等をチェックする
テクニカルレビューを行い、アクセシブル対応における現
実的な対応策を継続的に協議し、必要な工事を行った。
　こうした取組により、障がいや年齢、性別、国籍に関わ
らず、全てのアスリート、大会関係者、観客が安心して、快
適に利用できる環境が整備された。
　また、東京 2020大会では、観客等の多くの来場者が予
想され、多様な障がいのある来場者への配慮としての情
報保障についても、様々な取組を実施した。
　東京 2020オリンピックの開催期間中には、スマートフォ
ンで使用するアプリ「おもてなしガイド」（起動させておく
ことで会場内アナウンスの内容が、スマートフォン上に文字
表示され、また、設定により、文字表示された内容の読み
上げができるアプリ）を用いた情報提供を準備し、馬事公
苑（馬術）、武蔵野の森総合スポーツプラザ（バドミントン、
近代五種）、東京体育館（卓球）、夢の島公園アーチェリー
場（アーチェリー）の4会場で実施した。
　また、東京2020オリンピック及び東京2020パラリンピッ
クの開会式及び閉会式に加え、日本武道館（柔道）、幕張
メッセ（ゴールボール等）、オリンピックスタジアム（陸上競
技）の3会場では、東京 2020パラリンピックの開催時にも
インターネット又はFMラジオを利用した音声解説の提供を
行った。
　上記に加えて、既存の競技会場において、当該会場の
施設及び設備の構造上の障壁を取り除くことができない
場合には、案内誘導や移動サポートといった東京 2020大
会の運営を支えるボランティアのきめ細かな対応及び活
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動により、多くの観戦者に対し、適切なサポートが提供さ
れるよう準備した。また、ボランティア本人の希望や担当す
る役割への適性を踏まえながら、競技会場でのボランティ
ア活動に障がい者が参加する体制も整備した。東京2020
大会では多くの競技が無観客での実施となったが、こうし
たボランティアの活動により、大会において、選手、競技
役員、メディア等全ての人へのアクセシビリティの確保が推
進された。

選手村メインダイニングホール内のスロープ

オリンピックスタジアム２階コンコースの
車いす利用者観覧スペース
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４　大会運営



 

 

1 競技運営

アスリートファーストと競技運営を支える体制

　オリンピック・パラリンピック競技大会はスポーツイベン
トであり、その中心はアスリートである。東京 2020大会で
は、大会ビジョンの第一の柱に「全員が自己ベスト」とあ
るように、全てのアスリートが、メダルを取るかどうかだけ
でなく、それぞれのベストを尽くせるような環境を用意する
アスリートファーストの大会運営に努めた。
　そのためには、各国のNOC、NPC、そしてIF、NF等と
連携が重要であった。NOC及びNPCとは定期的にミーティ
ングを重ね、IFについてはIOC及び IPCと連携してIFフォー
ラムを開催し、またNFについては東京 2020オリンピック・
東京 2020パラリンピック共同の協議会を発足し、情報共
有と課題解決に努めた。それぞれの詳細は前述の「 2 大
会の推進体制（オールジャパンの取組、大会関係者との連
携）」の「 5 IOC、IPC等との連携」にある各項目を参照さ
れたい。
　また、組織委員会自体もアスリートと直接の意見交換を
行いながら準備を進めることが重要と考え、アクション＆レ
ガシーの推進のために設置された「アスリート委員会」に
おいて、現役のアスリートも参画するワーキンググループを
立ち上げ、組織委員会の選手村チーム、会場チーム、競
技チームとのミーティングを行った。
　新型コロナウイルス感染症対策においても、特にアス
リートについては、入国、ホストタウン、事前キャンプ、輸
送、選手村、会場、練習会場、出国という各行程（ジャー
ニー）全てについて精緻なオペレーションが求められるこ
とから、通常の国又は地域別対応チームに加え、アスリー
トの新型コロナウイルス感染症対策について国又は地域
別チームを別途設置した。選手村、輸送等の運営の詳細
については各項目を参照されたい。
　こうした運営については、アスリートから高い評価を得ら
れ、また、コロナ禍という状況下においてアスリートが全
力で競技に打ち込む姿は、国内外に大きなインパクトを与
えた。
　東京 2020大会における競技運営に当たっては、上記の
アスリートファーストの理念の実現や、競技運営において重
要な役割を担うIFとの緊密な連携を図る必要があった。そ
のため、組織委員会は、スポーツマネージャーやスポーツ・
ディレクター（SD）がIOCやIPC、IFと調整する際のサポー
トや、各 FAとの調整を担う組織として、2017年 12月、ス
ポーツ局の下に「スポーツ調整室」を設置し、2018年 6
月にはゲームズ・デリバリー・オフィサー（GDO）がスポー

ツ局長を兼務することで、SDと共にIOC、IPC、オリンピッ
ク夏季大会競技団体連合（ASOIF）、IF等と交渉や調整を
行う体制の強化を図った。併せて、過去大会の経験者等
の豊富な知見を有する多くの外国人スタッフを採用し、ス
ポーツ局としてアスリートファーストの競技運営を支える体
制を整備した。
　こうした体制の整備に加え、新型コロナウイルスの感染
拡大以前は、約 300回にも及ぶIF訪問による詳細な調整
を実施し、新型コロナウイルスの感染拡大以降は、東京
2020大会の簡素化や新型コロナウイルス感染症対策を
中心に、IFとのオンラインミーティングを数多く実施するな
ど、IFとの連携強化を図ることができた。特に、新型コロ
ナウイルス感染症対策については、IFのCLOとのオンライ
ンミーティングを間断なく行い、コロナ禍におけるアスリー
トファーストの競技運営の実現に向けてIOC、IPC、ASOIF、
IF等と調整し、競技運営計画を策定した。さらに、この計
画に基づき、テストイベント等でトレーニングやシミュレー
ションを重ね、計画のブラッシュアップを繰り返した。
　また、東京 2020大会の開催期間中の競技運営に関し
て、SDは、関係スタッフとともに現場となる各会場を回り、
最終確認や問題解決に当たるとともに、FA本部（FA
Coordination Centre、FCC）にスポーツ局次長をヘッドとす
るスポーツ・オペレーション・センター（SOC）を置き、競
技運営チームとの丁寧なコミュニケーションを通じて、現場
のスポーツマネージャー以下の競技運営チームを支え、そ
の結果、東京 2020オリンピック42会場、東京 2020パラ
リンピック21会場において、全体として大きな問題を生じ
させることなく、アスリートファーストの競技運営を実現する
ことができた。

実施競技種目の決定（オリンピック）

開催都市決定時

　2013年 9月に2020年大会の開催都市が東京に決定し
たが、立候補ファイルにおけるオリンピック競技大会の実
施競技種目は28競技306種目であった。

大会への追加種目をめぐる経緯

　2014年にIOCが打ち出したアジェンダ2020により、開
催都市の組織委員会が当該大会における追加種目を提
案する制度が新設された。これにより、史上前例のない、
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新しい形でのオリンピック競技大会への種目追加が可能
となった。特に、若者のオリンピック・ムーブメントへの参
画を促すため、若者に人気のあるスポーツを実施競技とし
て採用する動きが高まった。こうした動きは、若者へのア
ピールや大会の機運向上につながり、東京 2020大会に大
きな魅力と価値をもたらすとともに、日本におけるスポー
ツへの関心の高さや広がりを、世界中に伝える絶好の機
会になった。

東京 2020大会における選考の主要原則

　開催都市にとって、自ら追加種目を提案できることは革
新的である一方、東京 2020大会では、アジェンダ2020の
発表から2015年9月までの約8か月という短期間で一連の
検討過程を完了させる必要があった。2015年2月、組織
委員会は種目追加検討会議を設置し、作業に当たった。議
論においてはIOCが示した「開催国での人気」、「世界選
手権の開催実績数」、「チケットなどによる収入」など35
の評価項目の評価基準が参考とされ、最終的に組織委員
会独自の選考方針として、次の3つの主要原則が定められ
た。
　①若者へのアピール
　②国民機運の向上
　③公正で開かれた選考プロセス
　一方で、種目の追加が競技会場、競技スケジュール、参
加アスリート数などの面で東京2020大会の準備及び運営
全般に悪影響を及ぼさないよう、IOCとも慎重に議論を重
ね、既に決定していた競技との会場の共有など、大会運
営の合理化を目指した。
　種目追加検討会議は8か月間にわたり、計 9回開催さ
れた。

追加種目の提案

追加種目選考プロセス

　2015年 5月、組織委員会は、IOCが承認する33の国際
競技団体を対象に追加種目の提案募集を行った。提案募
集には、このうち26の団体が応募し、まず書類による1次
選考プロセスにおいて、8つの候補が選ばれた。1次選考
を通過した8競技団体は、世界野球ソフトボール連盟、世
界ボウリング連盟、世界空手連盟、国際ローラースポーツ
連盟、国際スポーツクライミング連盟、世界スカッシュ連
盟、国際サーフィン連盟及び国際武術連盟であった。
　続く同年 8月からの最終選考では、この 8競技団体に対
して2日間にわたるヒアリングを行い、具体的な計画やコ
ストなどについて考査した。このヒアリングを踏まえ、最終
提案に向けた種目追加検討会議では、様々な意見が示さ
れたが、野球・ソフトボール、空手、スケートボード、ス
ポーツクライミング、サーフィンの5競技 18種目が、IOCが
示す500人の追加種目の選手枠の中で東京 2020大会に
最も大きな付加価値をもたらすベストな組合せである、と
の結論に至った。各競技の評価は次のとおりであった。

・野球・ソフトボール：野球は日本の国民的スポーツ。ソ
フトボールは北京 2008大会の決勝で全競技の中継で
最高視聴率を獲得した。国民の多くを熱狂させ、大変
な価値を大会にもたらす。
・空手：日本発祥で世界各地に広まったスポーツであり、
日本のスポーツ文化を世界に発信し、日本開催ならでは
のイメージを世界に印象付ける。
・スケートボード：ストリートスポーツの代表格で、東京の
都会のイメージに合致。若者へのアピール力と人気面で
も大きな期待ができる。
・スポーツクライミング：アウトドアブームにおける代表格。

競技 提案種目 種目数 選手数

野球・ソフトボール
野球 （男子）  1  144

ソフトボール（女子）  1  90

空手
形 （男女）  2  20

組手 3階級 （男女）  6  60

スケートボード
ストリート（男女）  2  40

パーク（男女）  2  40

スポーツクライミング ボルダリング・リード・スピード複合 （男女）  2  40

サーフィン ショートボード（男女）  2  40

合計 5 競技 合計 18 474 
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他のオリンピック競技に見られない、垂直方向へ登るア
スリートの力を競うという特徴が、大会にユニークな新
しい価値をもたらす。
・サーフィン：マリンスポーツの代表格。若者のライフスタ
イルに大きな影響を与えており、トップ選手は流行を生
み出す存在として若者の絶対的支持を得ている。ビーチ
で音楽と共に開催される競技が東京 2020大会に祝祭
的要素を加える。

IOCによる実施競技種目及び選手数上限の最終決定

　2015年 9月、組織委員会はIOCに対し、選定した5競
技18種目を追加種目パッケージとして正式に一括提案し、
翌2016年8月、リオデジャネイロで開催されたIOC総会で
正式に採択された。2017年6月、IOC理事会は、東京
2020大会の全競技種目と選手数の上限を決定した。既存
28競技における新たな15種目を決定し、組織委員会の提
案によって決定した追加 5競技 18種目と合わせて、最終的
に東京 2020大会の実施競技種目数は、史上最多の33競
技 339種目となり、選手数の上限は1万 1,090人となった。
　IOCによる追加種目の決定に当たっては、若者及び女性
の参加に配慮がなされた。これはアジェンダ2020が示す、
「より若者を重視し、より都市型で、より多くの女性が参加
する大会」の在り方を実現させるためであった。具体的に
は、まず、若者のオリンピックに対する関心を高めるために、
若い世代に人気のある3x3バスケットボール、自転車競技
のBMXフリースタイルなどが追加された。

新たに採用された種目

競技名 新種目

水泳
男子800m 自由形
女子1,500m 自由形
混合 4x100m メドレーリレー

アーチェリー 混合団体

陸上競技 混合 4x400m リレー

バスケットボール 3x3バスケットボール（男子/女子）

自転車競技
BMXフリースタイルパーク（男子/女子）
トラックマディソン（男子/女子）

フェンシング
男子サーブル団体
女子フルーレ団体

柔道 混合団体

卓球 混合ダブルス

トライアスロン 混合リレー

　また、女性の参加比率を高めるべく、新たに 9種目の男
女混合種目が追加され、前回のリオ2016大会に比べて2
倍の種目数となった。その結果、女性の参加率も過去最
高の約 48％に高まった。

追加種目が示した付加価値

　組織委員会では、追加種目を活用して、新しい発想でオ
リンピック競技大会の価値を高めることに取り組んだ。特
に、アーバンスポーツとサーフィンでは、競技会場のデザイ
ンや運営などにおいて重要な指針となった。
　スケートボードやスポーツクライミングといったアーバン
スポーツについては、実施される複数の競技会場及びそ
の周辺エリアをまとめて「トーキョーウォーターフロントシ
ティ」と名付け、アスリートによるデモンストレーションや競
技体験エリアなど観客向けのエンゲージメントを企画した。
　サーフィン競技会場では、国際大会で天候状況による延
期が頻繁に起こることを踏まえ、競技がその日に開催され
なくても観客に大会を楽しんでもらえるように、「サーフィン
フェスティバル」を企画した。波待ち中で競技が行われな
い時間に観客がサーフカルチャーを体感できる機会を創
出するため、コンサートやヨガ、オーガニックフードの販売
など、競技以外のコンテンツを充実させる計画であった。
　新型コロナウイルス感染症対策に配慮した都内及び千
葉県内での無観客開催決定に伴い、「トーキョーウォー
ターフロントシティ」は予定していた各企画の規模を縮小
し、「サーフィンフェスティバル」は中止するなど、当初計画
していた、観客に高揚感やにぎわいを体験してもらうため
の取組の多くは実現に至らなかった。しかしながら、アス
リートの活躍をソーシャルメディアなどのデジタルプラット
フォームを通じて国内外の若い世代に発信することで、東
京 2020大会で新たな世代を魅了することができた。
　東京 2020大会における追加種目の実績を振り返ると、
日本は野球とソフトボールで金メダル、空手で金、銀、銅
をそれぞれ 1個ずつ、スケートボードで金 3個、銀、銅をそ
れぞれ 1個ずつ、サーフィンとスポーツクライミングで共に
銀と銅をそれぞれ 1個ずつ獲得した。アーバンスポーツで
は、日本人アスリートの活躍もあり、オリンピック競技大会
やスポーツの新しい価値を見出し、世界に向けて発信する
ことができた。
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野球 スケートボード

ソフトボール 空手

スポーツクライミング サーフィン

3x3バスケットボール 自転車BMXフリースタイル
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実施競技種目の決定（パラリンピック）

開催都市決定時

　2013年 9月に2020年大会の開催都市が東京に決定し
たが、立候補ファイルにおけるパラリンピック競技大会の実
施競技種目は22競技527種目であった。

IPCにおける東京 2020大会実施競技の決定プロセス

　2013年 11月、IPCは、パラリンピック競技大会にまだ参
加していない夏季競技の公認 IFに対し、東京 2020大会参
加への意向を示す期限を2014年1月までと発表した。また、
既にパラリンピックに参加しているIFへの追加種目の提案
も可能とした。
　その結果、競技としてはバドミントン、テコンドー、電動
車椅子サッカーなど6競技、種目としてはセーリング、車
いすバスケットボールの2競技で3種目の申請があった。
　その後、2014年 3月のIPC理事会において、申請のあっ
た競技や種目がパラリンピック参加の資格要件を満たし
ているかが審査され、バドミントン、テコンドーの2競技が
東京 2020大会参加への申請プロセスの第 2フェーズに進
んだことが発表された。そして、リオ2016大会で実施され
た22競技とテコンドー、バドミントンに対し、7月下旬まで
に総合アンケートに回答するよう要請した。
　結果、2014年 10月のIPC理事会において、まずは新競
技であるバドミントンを含めた16競技の実施が承認され、
2015年1月のIPC理事会において、新競技であるテコンドー
を含めた全 22競技が承認された。リオ2016大会まで実
施されてきた脳性麻痺者7人制サッカー及びセーリングに
ついては実施競技から外れることとなった。

IPCによる実施競技種目及び選手数上限の決定

　2017年 9月、IPC理事会において、10か月にわたるIFと
の協議の結果、最終的なメダル種目と選手枠が承認され、
東京2020大会において約4,400名の選手が537のメダル
種目で競い合うことが発表された（この時点では、陸上競
技、水泳、トライアスロンの最終的な種目は後日発表予定
とした）。
　選手枠数・種目数決定のポイントは次のとおりであった。

・ 少なくとも1,756名の女子選手枠が確保される。さらに、
性別を問わない294名の枠により、女子選手数がさら
に増える可能性がある。ロンドン2012大会と比較して
17％の増加となる。

・ 新たに東京2020大会から実施される2競技において、バ
ドミントンでは14種目、テコンドーでは6種目が実施され
る。
・ リオ2016大会から正式競技となったカヌーでは、従来の
カヤックに加え、新たに「ヴァー」と呼ばれる専用の舟を
用いた「ヴァー種目」が導入され、3つのクラスが追加
となり、合計 9種目が実施される。
・障がいの程度が重い選手の参加機会を増やすという
IPCのコンセプトに沿って、ボッチャではリオ2016大会か
ら8名増えて116名の枠となる。
・ 14競技がリオ2016大会と同じ選手数で実施される。ボッ
チャ、カヌー、柔道、射撃、卓球、トライアスロン、車い
すフェンシングは選手数がリオ2016大会より増える。
・陸上競技、水泳で種目が減る一方、カヌー、射撃、卓
球、車いすフェンシングでは種目数が増える。

　2018年1月、IPCは、陸上競技と水泳の最終的なメダル
種目プログラムを承認した。また、トライアスロンのメダル
種目数を8種目とすることを理事会で決定した。これによ
り、22競技 539種目となった。
　2018年6月、IPCは、サポートの必要が高いアスリート
の競技参加数を増やすため、ロードバイクのメダル種目を
1つ追加した。これにより、22競技  540種目となった。
　2019年12月、IPCは、陸上競技の女子T52 100m種目
について、同年 11月に行われた世界パラ陸上競技選手権
大会において、パラリンピック競技大会の実施種目の要件
を満たさなかったことから、東京 2020大会における実施
種目からの除外を決定した。最終的に、東京 2020大会は、
22競技 539種目の実施となった。

競技日程

　競技日程とは、オリンピック・パラリンピック競技大会の
期間中の競技・種別・種目（イベント）の実施日、期間、
開始及び終了の時刻、会場等を示したものである。
　競技日程には大きく分けて「デイリースケジュール」、
「セッションスケジュール」、「イベントスケジュール」、「競
技活動詳細スケジュール」（Detailed Competition Activity 
Schedule。以下「DCAS」という。）がある。競技日程の計
画フェーズでは、まず、大きな枠組みとなる日ごとのデイ
リースケジュールを策定し、その後、段階的にセッションご
と、イベントごとの詳細なスケジュールを策定していく。ま
た、これらに加え、公式ウェブサイトへの掲載やチケット販
売に使用するため、イベントスケジュールを簡略化した「種
目実施日程」を作成する。
　東京 2020大会の競技日程は、立候補ファイル作成時に
策定されたものをベースに、新たに設定した指針である
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テコンドー バドミントン

車いすテニス 車いすラグビー

ゴールボール 水泳

ボッチャ 陸上競技
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「競技日程策定のためのクライテリア」に基づき、組織委
員会内の関係 FAを始め、IOC、IPC、OBS等、様々なス
テークホルダーと調整を行って策定した。また、東京 2020
大会の緊急時対応計画の一つである、競技日程変更リス
クを考慮した競技種別ごとの緊急時対応計画も併せて策
定した。

・デイリースケジュール：競技及び種別ごとの競技実施日、
メダルマッチ実施日等を記載したもの
・セッションスケジュール：単一又は複数のイベントで構成
される数時間程度の時間枠（セッション）を設定したも
の。チケットにも活用
・イベントスケジュール：各イベント(ヒート、準決勝、決勝、
順位決定戦等)が各セッションの時間枠の中でいつ開始
し、終了するかを記載したもの
・競技活動詳細スケジュール（DCAS）：スタッフの集合や
選手のスタンバイ時刻等、競技に直接関連する会場で実
施される全ての重要なアクティビティを記載したもの

競技日程策定のためのクライテリア

　東京 2020大会の競技日程は、過去大会を参考にIOC、
IPC、OBSと協議を行い、次の6つの指針を基に策定した。
1 　選手の経験（選手の習慣的行動の考慮等）
2　IF 規則及び規定（IF規則及び競技フォーマットの遵守
等）

3　ライ ツホルダー（映像制作及び配信への影響の考慮
等）

4　人気競技（人気競技及び決勝戦実施日の分散等）
5　ジェンダーバランス（ジェンダーバランスの考慮等）
6　 オペレーション（運営上の複雑さや観客輸送を考慮
した、路上競技や同エリア内、同時間帯での複数競
技実施の回避等）

デイリースケジュール及びセッションスケジュール

　競技日程策定の最初の段階として、デイリースケジュー
ルの検討を行った。立候補ファイルに基づいた日程をIOC、
IPC、IF、OBSなどの関係団体と共に協議を進め、策定し
た。東京 2020オリンピックは、2017年 11月にIOCに提出
し、東京 2020パラリンピックは、後述のセッションスケ
ジュール策定過程で同時に調整を行い、IPCに承認され
た。復興オリンピック・パラリンピックを掲げた今大会にお
いて、東京 2020オリンピックの事実上の開幕戦となるソフ
トボールの初戦（開会式2日前の2021年7月21日に実施）
を福島あづま球場で開催し、会場の映像を世界中に届け
ることで、東日本大震災から10年が経過し、復興が進む

被災地の姿を発信した。
　次に、セッションスケジュールを策定した。策定に当たっ
ては、組織委員会内のオペレーションの可否、同会場内で
の他競技への転換期間、大会を通した決勝戦の日程のバ
ランス、IF、OBSの意向への考慮など、調整事項は多岐に
わたった。特に、東京 2020パラリンピックは、選手への
負担を考慮し、試合開始時刻が早すぎず、かつ終了時刻
は遅すぎないようにした。また、視覚障がい等、同一の障
がいがあるクラスの競技種目の決勝が重ならないように
配慮した。
　これらの検討を経て策定されたセッションスケジュール
は、東京 2020オリンピックについては、2018年 7月のIOC
理事会で承認され、同日発表した。当時水泳競技は合意
に至らず、後日、同年 9月に種目実施日程を含め発表した。
東京 2020パラリンピックについては、同年 10月にデイリー
スケジュールを含めIPCに承認され、同日発表を行った。
　さらに、チケットの購入に当たり、より詳細な情報が必
要となることから、イベントスケジュールに先駆けて、セッ
ションスケジュールに各セッション内のイベント内容を加え
た種目実施日程を策定した。東京 2020オリンピックの種
目実施日程は2019年 4月、東京 2020パラリンピックの種
目実施日程は2019年 8月にそれぞれ発表した。

イベントスケジュール

　IOC及びIPCから示されたイベントスケジュールの策定期
限は、東京 2020オリンピックが 2018年 12月、東京 2020
パラリンピックが 2019年 2月であったが、各 IFの承認後も
細かい調整が行われるため、一般への公表は東京 2020
大会の開幕直前に行った。
　イベントスケジュールの策定に当たっては、大会全体の盛
り上がりを意識し、注目度が高い競技及び種目をバランス
良く配置するとともに、開会式当日以外は連日決勝を実施
した。また、大会中盤の週末には決勝を集中させた「スー
パーサタデー」「ゴールデンサンデー」を設定し、より多く
の観客とテレビ視聴者の注目を集められるようなスケ
ジュールとした。
　東京 2020オリンピックでは、若者のオリンピック離れが
懸念される中、若者の興味を継続的に駆り立てられるよ
う、東京 2020大会の特徴である若者に人気の高い都市型
スポーツを、大会期間全体を通して実施した。また、ジェ
ンダーバランスを考慮し、ラグビーやバスケットボール競技
等の男女の団体競技について、女子決勝で締めくくるなど
の調整をした。
　東京 2020パラリンピックでは、家族連れを始めとした幅
広い層が競技会場へ来場しやすい時間設定とし、22競技
のうち18競技において22時以前に最後のセッションが終
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了するスケジュールとした。

競技活動詳細スケジュール（DCAS）

　DCASの策定期限は、東京2020オリンピックが2020年
2月、東京2020パラリンピックは2020年4月であった。セッ
ション内の最初の試合開始時刻を「ゼロタイム」と定義し、
全てのアクティビティについてゼロタイムを基準とした時間
で表した。ゼロタイムの定義は競技によって異なり、バス
ケットボール競技ではジャンプボール時の審判の笛の音、
バドミントンでは選手の入場などが設定された。DCASは、
種目の実施時間の記載にとどまらず、選手の入り時間やス
タッフの集合時刻、観客席の開場時刻など、会場全体のア
クティビティが記載されるため、組織委員会内や外部関係
者との重要なコミュニケーションツールとなった。

競技日程の変更等に係る緊急時対応計画

　競技運営に遅延や延期などが発生し、日程に変更等を
要する場合に、組織委員会が取るべき対応の方針と手順
を競技ごとにまとめた、緊急時対応計画（Contingency 
Plans、CP）を策定した。主な構成要素は「遅延などの定
義」、「遅延・延期が生じる要因」、「競技日程に関するIF
の規程」及び「再スケジュールマネジメント」とした。
　特に、再スケジュールマネジメントは、遅延の度合い（例
えば30分など）に応じて取るべき行動の指針を定め、関
係者間の共通理解を促進した。

暑さ対策による競技日程変更

　競技日程の策定に当たっては、昨今の夏の猛暑を受け、
アスリートファーストの観点から暑さを考慮した。特に屋外
競技については、テストイベントの経験等も踏まえ、IOC、
IPC、組織委員会、OBSからなるワーキンググループや、IOC
の医事規程の策定や実施を担う「IOC医事委員会」の委
員からなるエキスパートグループと共に、懸念される夏場
の暑さ等の対策を協議した。選手にとってより良い競技日
程となるよう、日中の気温が上がる時間帯を避けるために
競技の開始時刻を前倒しするなどの調整も行った。

暑さ対策のため開始時間を変更した競技・種別

競技・種別等
変更前の
開始時間

変更後の
開始時間

オリンピック

マラソンスイミング 8:00 6:30

自転車競技（マウンテンバイク） 14:00 15:00

馬術
［総合馬術、クロスカントリー］

8:30 7:45

ラグビー 10:30 9:00

トライアスロン［男女個人］ 8:00 6:30

トライアスロン［混合リレー］ 8:00 7:30

パラリンピック

馬術 15:00 16:00

　オリンピックの陸上競技のマラソン、競歩は暑さ対策の
観点から、男女マラソン、男女20㎞競歩、男子50㎞競歩
の開始時刻を前倒しした。その後、2019年9月に酷暑の
ドーハで開催された陸上の世界選手権で選手の体調不良
が見られたことを契機に、IOCが同種目の会場を東京から
札幌に移す代替案を検討していることを発表したため、関
係者と議論を進め、CoCom委員長、組織委員会会長、東
京都知事、オリパラ担当大臣が出席した4者会談で会場
を札幌に移すことを最終決定した。
　なお、予定どおり実施された東京2020パラリンピックの
マラソンコースについては、東京2020大会のレガシーを末
永く残していけるよう、コースを活用した「東京レガシー
ハーフマラソン」を創設することが、2021年4月にIOCと
東京都の間で合意された。

マラソン・競歩の開始時間及び会場の変更

競技・種別等

オリンピックスタジアム
／皇居外苑

札幌大通
公園

変更前の
開始時間

変更後の
開始時間

開始時間

男女マラソン 7:00 6:00 7:00

男女20km競歩 7:00 6:00 16:30

男子50km競歩 6:00 5:30 5:30

　競技日程の策定の段階で、上記のような変更を行った
が、大会期間中においてもゴルフ、サッカー、テニス、陸
上競技（マラソン）において、暑さ対策による競技日程の
変更を行った。（詳細は、後述の「大会期間中の競技日
程変更」を参照）



東京2020オリンピック　競技日程変更履歴

NO 区分 競技 /種別 セッション
コード 

Session Schedule 予定変更 競技日程変更
委員会
（ CSCC）

変更理由 

DAY 日付 開始時間 終了時間 セッション
コード 日付 開始時間 終了時間 

1 前倒し ボート ROW04 Day 3 2021/07/26 9:00 11:20 

ROW02 2021/07/24 8:00 12:30 
2021/7/23, 
16:00

7月 26日に強風が予想されるため、
7月 26日に予定されていた競技を、
7月2  4日、7月2  5日のセッションに
追加して実施。 ROW03 2021/07/25 9:00 13:20 

2 延期 ボート ROW05 Day 4 2021/07/27 8:30 12:00 

ROW06 2021/07/28 8:10 13:00 

2021/7/25, 
11:30

7月 27日に強風が予想されるため、
7月 27日に予定されていた競技を、
7月 28日、29日、30日のセッショ
ンに追加して実施。 

ROW07 2021/07/29 8:30 12:20 

ROW08 2021/07/30 7:50 10:55 

3 延期 アーチェリー  

ARC09 Day 4 2021/07/27 9:30 13:25 ARC09 2021/07/27 12:00 15:55 

2021/7/25, 
17:45

台風の影響を避けるため、7月2  7日
の 9:30 ～ 13:25に予定していた競
技の時間を変更。 7月 27日の 16:00
～ 19:55に予定していた競技を 7月
28日と 29日のセッションに追加して
実施。 

ARC10 Day 4 2021/07/27 16:00 19:55 ARC11-13に予定変更 

ARC11 Day 5 2021/07/28 9:30 13:25 ARC11 2021/07/28 9:30 14:45 

ARC12 Day 5 2021/07/28 16:00 18:40 ARC12 2021/07/28 16:00 19:55 

ARC13 Day 6 2021/07/29 9:30 13:25 ARC13 2021/07/29 9:30 14:45 

4 前倒し サーフィン 

SRF03 Day 4 2021/07/27 7:00 14:20 SRF03 2021/07/27 7:00 17:10 
2021/07/26, 
18:25

波のコンディションを考慮し、7月2  8
日に予定していた競技を、 7月 27日
のセッションに追加して実施。 SRF04 Day 5 2021/07/28 8:00 10:50 SRF03に予定変更 

5 遅延 テニス  

TEN21 Day 6 2021/07/29 11:00 20:00 TEN21 2021/07/29 15:00 24:00 

2021/7/28, 
19:30

高温が予想されるため、全セッショ
ンの開始時間を後ろ倒し。さらに 7
月 29日は追加でコート3を使用。 

TEN22 Day 6 2021/07/29 11:00 20:00 TEN22 2021/07/29 15:00 24:00 

TEN23 Day 6 2021/07/29 11:00 20:00 TEN23 2021/07/29 15:00 24:00 

TEN29 2021/07/29 15:00 24:00 

TEN24 Day 7 2021/07/30 12:00 20:00 TEN24 2021/07/30 15:00 23:00 

TEN25 Day 7 2021/07/30 12:00 20:00 TEN25 2021/07/30 15:00 23:00 

TEN26 Day 8 2021/07/31 12:00 20:00 TEN26 2021/07/31 15:00 23:00 

TEN27 Day 8 2021/07/31 12:00 20:00 TEN27 2021/07/31 15:00 23:00 

TEN28 Day 9 2021/08/01 12:00 20:00 TEN28 2021/08/01 15:00 23:00 

6 延期 ゴルフ  

GLF02 Day 7 2021/07/30 7:30 16:00 GLF02 

2021/07/30 7:30 16:00 

2021/7/30, 
23:06

雷による中断のため、7月3  0日の
セッションの一部を7月31日に延期。 

2021/07/31 7:45 8:45 

GLF03 Day 8 2021/07/31 7:30 16:00 GLF03 2021/07/31 9:30 16:15 

7

延期

サッカー 

FBL56 

Day14 2021/08/06 11:00 14:00 FBL56 2021/08/06 21:00 24:00 

2021/8/5, 
18:50

暑さ対策から、 FBL56の会場をオリ
ンピックスタジアムから横浜国際総
合競技場に変更し、セッション開始
時間を変更。 FBL56との重複を避け
るために、FBL57のセッション開始
時間も変更。

@オリンピックスタジアム @横浜国際総合競技場

前倒し FBL57 
Day14 2021/08/06 20:00 23:00 

FBL57 
2021/08/06 18:00 21:00

@埼玉スタジアム 2002 @埼玉スタジアム 2002 

8 前倒し / フォーマット変更 ゴルフ GLF07 Day14 2021/08/06 7:30 16:00 GLF07 2021/08/06 7:30 14:00 
2021/8/5, 
20:30

日中の暑さのピークを避けるため、
競技方法を 1ティー・スタートから 2
ティー・スタートに変更。 

9 前倒し / フォーマット変更 ゴルフ GLF08 Day15 2021/08/07 7:30 16:30 GLF08 2021/08/07 6:30 13:00 
2021/8/6, 
14:48

日中の暑さのピークを避けるため、競
技方法を 1ティースタートから 2ティー
スタートに変更し、セッションの開始
時間を 7:30から 6:30に前倒し。 

10 前倒し 陸上競技 ATH21 Day15 2021/08/07 7:00 10:15 ATH21 2021/08/07 6:00 9:15 2021/8/6, 
19:05

暑さが予想されるため、競技開始時
間を7時から6時に変更。
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東京 2020パラリンピック　競技日程変更履歴

NO 区分 競技 /種別 セッション
コード 

Session Schedule 予定変更 競技日程変更
委員会
（ CSCC）

変更理由 

DAY 日付 開始時間 終了時間 セッション
コード 日付 開始時間 終了時間 

1 遅延 /フォー
マット変更 ボッチャ BOC07 Day 7 2021/08/31 9:30 14:20 BOC07 2021/08/31 10:45 14:20 

2021/8/28, 
22:53

選手の出場辞退により、試合数が減
少したため開始時間を後ろ倒し。 

2 延期 アーチェリー ARC10 Day 7 2021/08/31 17:30 21:20 ARC10 2021/09/01 9:00 12:50 
2021/8/31, 
14:00

雷が予報されているため、 8月 31日
夜のセッションを 9月 1日に延期。 

3 前倒し 車いすテニス 

WTE24 Day 9 2021/09/02 12:00 20:00 WTE24 2021/09/02 10:00 23:00 
2021/9/1, 
18:50

雨が予想されるため、 9月 2日の屋
外コートのセッション (WTE25)を屋
内コートのセッション (WTE24)に追
加して実施。 WTE25 Day 9 2021/09/02 12:00 20:00 WTE24に予定変更 

4 前倒し 車いすテニス 

WTE26 Day 10 2021/09/03 12:00 18:00 WTE26 2021/09/03 10:00 20:00 
2021/9/2, 
11:52

9月2日のセッションで実施できな
かった試合を9月3、  4日のセッショ
ンに追加して実施。 WTE27 Day 11 2021/09/04 12:00 18:00 WTE27 2021/09/04 10:00 20:00 

大会延期による競技日程策定

　大会延期後の競技日程については、大会準備のベース
となることから様々な影響を考慮し、原則として2020年の
競技日程と曜日を合わせ 2021年にスライドする方針を、
2020年 4月にIOC及び IPCと確認し、合意した。オペレー
ション上の調整により、一部の競技についてセッションの開
始及び終了時刻を変更したものの、全体として、上記の合
意内容に沿って同一日程を維持した競技日程が決定し、オ
リンピックは2020年 7月、パラリンピックは同年 8月に競技
日程を発表した。
　また、柔道や空手など一部の競技では、コロナ対策の
一環として競技エリアの除菌作業をセッション間に行うこ
ととしたため、終了時刻を10分程度後ろ倒しした。

大会期間中の競技日程変更

　東京 2020大会の開催期間中の競技日程は、延期又は
前倒しをする場合を除き、基本的に各競技会場で管理さ
れた。スポーツエントリーの締切り後は、各種目に出場す
る選手数に基づき、組み合わせや試合数など、競技日程
の最終調整が行われた。
　延期及び前倒しについては、競技日程変更方針と手続
き（Policy  and Procedure）に基づき、当該会場でIF技術
役員がスポーツマネージャー、VGM及び OBSと協議した
変更案をスポーツ・オペレーション・センター（以下「SOC」
という。）に上申し、SOCがリモートで競技日程変更委員会
（ Competition Schedule Change Committee、CSCC）を開
催し、及び承認する形で行われた。大会期間中、気象や
波の影響等により、東京 2020オリンピックではボート、アー
チェリー、サーフィン、テニス、ゴルフ、サッカー及び陸上
競技において延べ10回、東京2020パラリンピックではボッ
チャ、アーチェリー及びテニスにおいて延べ 4回実施した。
　このうち、競技の開始時刻を変更した東京 2020オリン

ピックの女子サッカー決勝と女子マラソンについては、関
係機関との調整に時間を要した結果、開始時刻変更の決
定及び連絡が競技の前日となったため、アスリートを始め
とした関係者の一部から不満の声が上がった。東京2020
パラリンピックにおいては、こうした事態の再発を防ぐよう、
事前にIPCと協議し、各競技の開始時刻変更の判断を迅
速化することについて合意した結果、判断のタイミングが
遅くなるような事態は生じなかった。

気象情報の提供

東京 2020大会における気象情報の提供

　気象は、競技の遅延や中断等の競技日程の変更をもた
らす。例えば、ボートやセーリングでは、横風により公平性
を損なうおそれのある場合には、競技を実施することがで
きない。このため、IFが気象条件を踏まえた適切な競技
運営判断を行えるよう、組織委員会から気象情報の提供を
行った。
　東京 2020大会における気象リスクとしては、気温及び
湿度が高くなった際の厳しい暑さや、天候の急変による局
地的な雷雨が想定された。さらに、台風が接近又は上陸
すると、開催地域を含む広い範囲で激しい暴風雨となる可
能性があった。
　このような様々な気象リスクに対応するため、組織委員
会では、次の取組を実施した。
　まず、東京 2020大会の開催前の取組として、大会に出
場する選手や競技関係者が、気象情報を的確に把握し、出
場時の気象条件に備えることができるよう、IF並びにNOC
及びNPCに対し、過去 20年間分の気象データに基づいて、
大会の開催期間中に想定される天候を会場エリア別に解
説した冊子を2019年に提供した。また、2018年から2020
年までの毎年秋には、会場エリア別の7月から9月までの
詳細な気象データ及び暑さ指数（湿球黒球温度。Wet
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Bulb Globe Temperature。以下「 WBGT」という。）データ
のほか、気温や台風の状況を解説した資料を作成して提
供した。

国際競技連盟（IF）等に提供した、
大会期間中に想定される天候を解説した冊子

　次に、東京 2020大会の開催期間中の取組として、運営
本部であるMOCに隣接する形で、「気象情報センター」
（Weather Information Centre。以下「WIC」という。）を設
置し、常時十数名のスタッフが24時間体制で運営した。WIC 

では、気象庁の協力の下、気象情報の提供や解説、関係
者からの問合せへの対応を行った。また、WICにおける専
門的な解析作業では、気象庁の衛星による雨雲の詳細な
観測データを始めとする最新の技術を使用した。

気象情報センター（ WIC）

　気象情報は、屋外及び屋内全ての競技会場、選手村及
びIBC/MPCを対象として英語及び日本語で提供した。提
供はIF等の大会関係者が閲覧可能な専用のウェブサイト
を用いて行った。リオ2016大会までは、総合情報システム
「INFO＋システム」に気象情報を掲載していたが、東京
2020大会では除外されることが IOCにより決定されてい
たため、気象情報専用のウェブサイトを構築した。
　情報の内容は、気温、湿度、風向風速、雨量、WBGT
等の基本的な要素に関する、24時間前から現在までの観
測値、48時間先までの1時間単位の予測、10日先までの
6時間単位の予測及び天気の見通しの解説文からなった。
このほかにも地震や津波に関する情報を掲載したほか、台
風、雷雨等のリスクが高まった際には、別途資料を作成し
て、競技会場の関係者に対する解説を行った。
　さらに、セーリング等の細かな気象条件の影響を受ける
一部の屋外競技及び開閉会式については、気象の専門的
知見を有するスタッフ（予報技術者）を競技会場へ派遣し

て解説を行った。

東京 2020大会の開催期間中の天候の状況と気象情報
センターの対応

　東京 2020オリンピックの期間中は、都内では、平年よ
り気温が若干高く30℃以上となる日が多かったものの、
35℃以上の際立った高温の日はなかった。2つの台風接近
に伴う風雨や雷の日もあったが、全般的には晴れの日が
多かった。東京 2020パラリンピックの期間は、8月中に全
期間を通じた都内の最高気温である35.7℃となる日があ
り、高温となった一方、9月に入ると一転して25℃以下の
低温となり、気温の変動が顕著だった。また、8月31日以
降は連日雨が降り続き、雷が発生した日もあった。
　こうした天候状況の中で、WICは、競技運営の観点では、
細かな気象条件の影響を受ける競技も含め、IFの要件に
適合する情報提供を行うことができ、予測に基づく日程変
更が混乱なく行われ、全ての競技が終了した。また、IOC
及び IPCへの対応の観点では、SOCとの間で実施された毎
日の定例会議において、気象情報の詳細な報告を行った。
　加えて、東京 2020大会の運営の観点では、全ての関係
部局に対し専用のウェブサイトで情報提供を行うとともに、
MOCにおいて、原則1日5回の頻度で開催されたMOCアッ
プデート会議で毎回報告を行った。この結果、仮設物の管
理を始めとする会場運営や選手輸送等に気象情報が幅広
く活用されるとともに、台風等の現象が大会運営全体に与
える影響が迅速かつ正確に共有された。
　こうした取組により、台風や雷等の様々な気象リスクが
発現する状況であっても、適切な情報提供により、競技の
公平性や関係者の安全を担保しつつ、オリンピック・パラ
リンピック競技大会という世界最高峰の大会を運営できる
ことが示され、スポーツの分野に限らず、今後の様々な大
規模イベント等の運営における気象情報の利活用のモデ
ルケースとなることが期待される。
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大会関係者向け気象情報ウェブサイトの表示画面例

予報技術者を派遣した競技会場

馬事公苑 馬術

有明アーバンスポーツパーク

お台場海浜公園 トライアスロン トライアスロン

競技会場 対象競技（オリンピック） 対象競技（パラリンピック）

馬術（クロスカントリーを除く）

自転車競技（ BMXレーシング、BMXフリースタイル）、
スケートボード

馬術（総合馬術（クロスカントリー））

ボート、カヌー（スプリント）

カヌー（スラローム）

アーチェリー

陸上競技（マラソン・競歩）

サーフィン

ゴルフ

セーリング

野球・ソフトボール

野球・ソフトボール

青海アーバンスポーツパーク

海の森クロスカントリーコース

海の森水上競技場

カヌー・スラロームセンター

夢の島公園アーチェリー場

札幌大通公園

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

霞ヶ関カンツリー倶楽部

江の島ヨットハーバー

福島あづま球場

横浜スタジアム

オリンピックスタジアム

バスケットボール（ 3x3）、スポーツクライミング 5人制サッカー

ボート、カヌー

アーチェリー

開閉会式 開閉会式
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個別の現象の状況と気象情報センターの対応

暑さ
気象情報センターでは、専用のウェブサイトを用いて気温やWBGT（暑さ指数）を提供。10分単位で提供した観測値は競技中
の暑さの監視に、 1時間単位で提供した予測値は競技日程変更における暑さを考慮した時間帯の検討に使用。これらの情報は
大会関係者の暑さ対策の観点からも活用。

台風

オリンピック期間には、7月 27日、28日に台風第 8号（ニパルタック； Nepartak）が接近・上陸し、 8月 8日頃に台風第 10号（ミ
リネ； Mirinae）が接近。いずれの台風も接近・上陸時の勢力はあまり顕著でなく、大会運営に大きな影響を与える激しい暴風
雨にはならなかったが、雨や雷により一部の屋外競技で競技日程の変更を実施。パラリンピック期間には、台風の接近はなし。
気象情報センターでは、風や雨の見込みをエリア毎に解説した情報を１日複数回提供するとともに、 MOCを通じて関係部局に常
に最新の情報を報告。

雷

オリンピック、パラリンピック期間ともに、競技会場付近で雷が発生した事例あり。気象情報センターでは、専用のウェブサイト
を用いて数日前から雷のリスクの高まりを解説し、発生の確度が高まった場合、影響の見込まれるエリアや時間帯を解説した情
報を提供。さらに、競技会場の関係者が自ら落雷の状況を監視できるウェブサイトも提供。予測に基づく事前の対応として、競
技日程の変更等を実施。

風 セーリング競技では競技を実施できない風の弱さとなった事例、ボート競技では公平性を損なう風の強さとなった事例あり。い
ずれも競技会場に駐在する予報技術者が IFに対し詳細な解説を行い、予測に基づく競技日程の変更を実施。

波 サーフィン競技では、台風第 8号の影響を踏まえ、最善の波の条件の下で競技を実施するために、予測に基づく競技日程の変更
を実施。検討にあたっては競技会場に駐在する予報技術者が IFに対し詳細な解説を実施。

雨 車いすテニス競技では、雨の予測に基づき、屋外コートで予定されていた試合を屋内コートに変更。

スポーツプレゼンテーション

　スポーツプレゼンテーションとは、競技会場内の主に
FOPにおける進行及び会場演出のことであり、会場内のア
ナウンス、音楽、映像、照明等をコントロールすることによ
り行われる。円滑な競技進行、表彰式進行を推進すると
ともに、選手と観客の一体感を醸成する演出を施すこと
で、選手のベストパフォーマンスを引き出し、大会にふさわ
しい会場内での「観戦体験」を世界に発信する役割を持っ
ている。

全体コンセプト策定

　2017年９月、組織委員会は、東京 2020大会におけるス
ポーツプレゼンテーションの全体コンセプトを策定した。全
体コンセプトは、東京 2020大会のスポーツプレゼンテー
ションを象徴するコンセプトとなることから、アスリートや組
織委員会内の様々な意見を集約した。「選手や観客、テレ
ビを通して東京 2020大会を見る全ての人が、それぞれの
ベストを実現するために一つになる」という思いを込め、
表題として「ひとつになる～ Become  One  to  Achieve  the  
Best ～」を掲げるとともに、それを支える次の３つのキー
ワードを設定した。
　① スポーツを「魅せる」
　　 　観客の誰もが選手とそのパフォーマンスに注目、

ルールとマナーを理解しながら観戦に熱中し、選手が
集中してベストパフォーマンスを発揮できる環境を作
る。誰もがスポーツのすばらしさ、すごさに魅了され、
一つになる。

　② ニッポンを「魅せる」
　　 　世界中の誰もが日本の、東京のオリンピック・パラ
リンピック競技大会であることを直感できる、イノベー
ション、伝統、文化を発信する。東京 2020大会が盛
り上がり、世界中が一つになる。

　③感動を共有する
　　 　選手と観客が会場のエネルギー、興奮、感動をシェ
アする。それぞれが自己最高のパフォーマンスをたた
え合い、みんなの忘れられない記憶の一つになる。

各競技のコンセプト及びプランの策定

　各競技個別のスポーツプレゼンテーションを考える前提
として、全体コンセプトをベースに、大会全体のスポーツプ
レゼンテーションの統一感を出すために、まず、各競技の
グルーピング（オリンピック競技で７グループ、パラリンピッ
ク競技で６グループ）を行った。グループごとに、流す音楽
や演出用照明、実施するパフォーマンス等の方向性を統一
して設定した。
　グルーピング後、各競技のスポーツプレゼンテーション
内容を記載したドラフトプラン「コンセプトシート」を作成
した。コンセプトシートには、各会場のプロデューサーやア
ナウンサー等のスポーツプレゼンテーションの主要人員の
候補者、使用機材、制作映像の概要、エンターテインメン
ト内容等を含めた。
　作成したコンセプトシートを、IF等からの意見を基に改
訂していき、最終的に、IFと１対１のミーティングを繰り返し、
内容の合意に至った。その後も、コンセプトシートの内容
に沿って、どのタイミングでどのようなスポーツプレゼンテー
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ションを行うか、東京2020大会の開催直前まで協議を継
続し、実施プランの詳細策定を行った。

スポーツプレゼンテーション実施状況

　コロナ禍での厳しい状況にもかかわらず、IFや選手、関
係者の団結と協力により、全競技において、策定プランに
沿ったスポーツプレゼンテーションを実施した。当初は、競
技紹介やエンゲージメント施策など、観客向けの内容を多

く盛り込む予定だったが、多くの会場で無観客となること
が決定された後、実施内容の調整を行い、観客向けの施
策をアスリートや関係者に向けた内容に方針を転換する
ことで、東京2020大会の開催時には大きな変更なく実施
することができ、関係者の評価もおおむね好評であった。ま
た、新型コロナウイルス感染症対策として、アナウンサーな
どのスポーツプレゼンテーションのスタッフに健康観察や
体調管理、手指消毒の徹底及びマスク着用の義務付けな
どの対策を徹底させるとともに、来場する東京2020大会

オリンピック競技・パラリンピック競技のグルーピング



関係者に対して、映像やアナウンスにより感染予防の呼び
掛けをするなどの対応も行った。
　コロナ禍というかつて誰も経験したことのない状況の中
での実施となった東京 2020大会において、スポーツプレ
ゼンテーションは、競技や表彰式進行に不可欠な存在だっ
ただけでなく、歓声のない会場において場内の雰囲気を
作り上げる重要な役割を担った。また、東京 2020大会の
開催延期に伴う簡素化の取組において、スポーツプレゼン
テーションでは演出内容の見直し及び削減を行い、華美な
要素をなくした最低限の演出となったが、それでも、選手
や競技関係者にとって最高の瞬間を創り出すための会場
演出を行うための工夫を実現することができた。
　各競技のスポーツプレゼンテーションのスタッフは、経験
豊富な海外スタッフと、オリンピック・パラリンピック競技大
会の運営が初めての国内スタッフとの混合チームとしたこ
とで、国内にもそのオペレーションを実施するノウハウが受
け継がれ、日本におけるスポーツプレゼンテーションの水
準が一段と向上していくことが期待される。

スポーツプレゼンテーションの運営の様子

スポーツプレゼンテーションの演出の様子

スポーツプレゼンテーションにおけるパフォーマンスの様子

競技用備品

競技用備品の調達

　競技用備品の調達はIFの指定に基づき行われた。IFの
指定範囲は、競技用備品の種類、仕様、数量、メーカー、
ルック（外観）の有無等、多岐にわたった。
　近年、日本でも多くのスポーツイベントが開催されている
が、競技用備品に関しては、IFが指定する水準、仕様を満
たすものを施設、NF等が所有している例は必ずしも多くは
なかった。このため、東京 2020大会の開催に当たって必
要な競技用備品の多くについて、IFの指定内容に基づき
新たに調達を行う必要があった。
　調達に当たっては、施設や他団体等での所有の有無を
確認後、国内調達か国際調達か、入札可能か又は特定企
業との特別契約か、レンタル・リース品の有無、さらには
オーダーメイドか既製品か等を全て検討し、より効率的な
調達となるよう工夫しながら進めた。
　一方で、東京 2020大会の開催延期により、調達済みの
競技用備品については１年間の保管を余儀なくされた。保
管費用を軽減し、確実な品質を確保するため、サプライ
ヤー等と交渉し、サプライヤーによる保管や、納品日の後
ろ倒し等の調整を行った。
　東京 2020大会の終了後は、大会で使用された競技用
備品を自治体や国内競技団体等へ譲渡し、大会後の各地
域や競技ごとのスポーツ振興に寄与した。

ソールサプライヤー

　各IFには、オリンピック・パラリンピック競技大会の各競
技で使用する競技用備品やサービスを提供するサプライ
ヤーを指定する権利があり、その指定されたサプライヤー
企業のうち、交渉の結果、組織委員会から限定されたマー
ケティング権が付与されることと引き換えに当該競技用備
品やサービスを無償で提供することとなったサプライヤー
を「ソールサプライヤー」という。ソールサプライヤーは、各
競技の特性や要件に精通し、必要となる競技用備品や
サービスを高い精度で作製し、供給することができる経験
と技術を有する企業であり、その多くは、過去大会や同競
技の国際大会等で備品やサービスを提供した実績を持っ
ている。
　東京 2020大会では、計 34社の企業がソールサプライ
ヤーとなり、競技用備品を提供した。
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ソールサプライヤー一覧

水泳

陸上競技

バドミントン

野球・ソフトボール
野球・ソフトボール
バスケットボール
バスケットボール
バスケットボール
バスケットボール
バスケットボール
バスケットボール
ボクシング
自転車競技
サッカー
ゴルフ

体操

ハンドボール
ハンドボール
ホッケー
ホッケー
柔道
柔道
ラグビー
セーリング
射撃
スポーツクライミング
スポーツクライミング
卓球
卓球
卓球
テコンドー
テニス
テニス
トライアスロン
トライアスロン
バレーボール
バレーボール
バレーボール
バレーボール
バレーボール
ウエイトリフティング
レスリング
ボッチャ
ボッチャ
ボッチャ
ボッチャ
ゴールボール
シッティングバレーボール
シッティングバレーボール
車いすバスケットボール
車いすバスケットボール
車いすラグビー

サプライヤー
株式会社ミカサ

モンド社

ヨネックス株式会社

株式会社エスエスケイ
ミズノ株式会社
シェルデスポーツ
ジェルフロア社
株式会社モルテン
シェルデスポーツ
エンリオ
ウィルソン・スポーティンググッズ
サントウタイシャンスポーツエクイップメント社
株式会社シマノ
アディダス　ジャパン株式会社
トロ・カンパニー
SES コンソーシアム（セノー株式会社　ユーロトランプ　
トランポリン社　スピース　ジムナスティックス社）
ジェルフロア社
株式会社モルテン
ハロッド社
ポリタン社
サントウタイシャンスポーツエクイップメント社
ミズノ株式会社
グレイスオブケンブリッジ（インターナショナル）社
パフォーマンス　セイルクラフト　ジャパン株式会社
ラポルテ社
アントルプリーズ社
C3マニュファクチャリング社
株式会社三英
シャンハイダブルハピネス社
ティンスー社
サントウタイシャンスポーツエクイップメント社
ヨネックス株式会社
住友ゴム工業株式会社
株式会社シマノ
フィニス社
株式会社ミカサ
ジェルフロア社
セノー株式会社
株式会社ミカサ
セノー株式会社
チャンゴンバーベルツーツァオ社
サントウタイシャンスポーツエクイップメント社
ボッカボール社
ハンディライフスポーツ社
ヴィクトリースポーツ社
プロディジーフロンティア社
ジー・オー・ピー株式会社
株式会社モルテン
セノー株式会社
株式会社モルテン
セノー株式会社
株式会社モルテン

競技 種別 備品
水球

野球
ソフトボール
バスケットボール
バスケットボール
バスケットボール
3x3 バスケットボール
3x3 バスケットボール
3x3 バスケットボール

バレーボール
バレーボール
バレーボール
ビーチバレーボール
ビーチバレーボール

試合球及び関連備品　審判用備品
陸上競技に使用される競技備品（トラック舗装材を
含む）
バドミントンに使用される競技備品とストリンギング
サービス
ボール
ボール
バックストップユニット
競技用木床材
ボール及び関連備品
バックストップユニット
競技用床材
ボール及び関連備品
リングと練習用備品
自転車競技に使用される競技備品とリペアサービス
ボール
芝刈り機、その他コース整備機材

競技用器具（体操・新体操・トランポリン）

競技用床材
ボール及び関連備品
競技用ゴールとコーナーフラッグ
人工芝
競技用畳
リザーブ柔道着
ボール及び関連備品
レーザー級及びレーザーラジアル級 競技艇
クレー
クライミングウォール
オートビレイ
卓球台及び関連備品
ボール及び関連備品
競技用床材
マット
ストリンギングサービス
試合球
自転車競技に使用される競技備品とリペアサービス
スイム用キャップ
試合球及び関連備品　審判用備品
競技用床材
競技用ネット及び関連備品　審判台
試合球及び関連備品　審判用備品
競技用ネット及び関連備品　審判台
ウエイトリフティングに使用される競技備品
マットと練習用備品
試合球
試合球
試合球
試合球
ゴール
ボール及び関連備品
競技用ネット及び関連備品
ボール及び関連備品
競技用バックストップ及び関連備品
ボール及び関連備品
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体操競技で使用されたあん馬（オリンピック）

馬術競技で使用された障害（オリンピック）

陸上競技で使用されたこん棒（パラリンピック）

リペアサービス

リペアサービスの必要性

　パラリンピック競技では、競技中の転倒や接触により、使
用する義肢装具や車いす等の故障が多々発生することか
ら、選手が万全の状態で競技に参加するとともに、競技が
時間どおりに円滑に行われるようにするためには、迅速な
修理及びメンテナンスをすること（リペアサービス）が必要
である。
　また、IPCのガイドライン（Guide on Orthotic Prosthetic
and Wheelchair Services）においても各パラリンピック競
技大会の組織委員会が、義肢装具、車いす等のリペアサー
ビスを提供することが定められており、東京 2020大会に
おいても、これに基づいて組織委員会がサービス提供の
準備を進めた。

リペアサービスの提供者及びサービス内容

　リペアサービスは、ソウル 1988大会以降、全てのパラ
リンピック競技大会において、オットーボック社（Ottobock
SE＆ Co. KGaA）がサービスを提供しており、東京 2020大
会においてもオットーボック社と東京 2020スポンサーシッ
プ契約を締結した。
　東京 2020大会では、オットーボック社から約 100名の修
理サービスチームが派遣され、選手団（選手、コーチ、そ
の他のスタッフ）、パラリンピックファミリーなどに対して、車
いすのタイヤ交換及び溶接修理、義肢及び義足の修理、そ
の他装具の製作の各サービスが無償で提供された。
　サービスの提供は、2021年８月15日から９月８日まで（パ
ラリンピック選手村のプレオープンから閉村日まで）の25日
間、選手村内の「修理サービスセンター」及び競技会場内
の「修理ブース」（計  14か所）で行われ、総修理（対応）
件数は2,083件に上った。

５人制サッカー競技で使用されたアイシェード（パラリンピック） 車いす修理の様子
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リペアサービスを提供した競技会場

競技会場 競技

オリンピックスタジアム 陸上競技

オリンピックスタジアム（ウォームアップエリア） 陸上競技

東京体育館 卓球

国立代々木競技場 バドミントン・車いすラグビー

武蔵野の森総合スポーツプラザ 車いすバスケットボール

有明アリーナ 車いすバスケットボール

有明体操競技場 ボッチャ

有明テニスの森 車いすテニス

お台場海浜公園 トライアスロン

海の森水上競技場 カヌー

夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー

幕張メッセ Bホール 車いすフェンシング

伊豆ベロドローム 自転車競技（トラック）

富士スピードウェイ 自転車競技（ロード）

※義肢装具や車いす等を使用しない競技へのサービス提供なし（ゴールボール、シッティングバレー等）

練習会場

練習会場の選定

　東京 2020大会における公式練習会場は既存施設をな
るべく現況のまま有効活用することとし、新設の競技会場
内での設置を除き、練習会場のみを単独で整備することは
なかった。
　練習会場の開設に当たり、練習会場の確保は非常に困
難であった。多くの競技は競技会場内に設置したが、施設
の規模等の制約によって競技会場内で確保できない競技
に関しては、会場とは別に「独立練習会場」として設置し
た。独立練習会場の選定は、まずIOCが定めた「選手村
より30分圏内が望ましい」という条件を基に、選手村（地
方会場の場合は宿泊先）の近隣の体育施設等から、各競
技のIFの要件と合致する会場を探し、施設所有者と交渉
に当たった。対象となった施設は、自治体が所有するス
ポーツセンター等の公共施設、大学、企業が所有するグラ
ウンドなどである。最終的に、独立練習会場だけで、東京
2020オリンピック及び東京2020パラリンピックで合計６都
道県に53会場を設置し、競技会場併設も含めると83会場
（東京2020オリンピック及び東京2020パラリンピックでの
重複会場数を除く）もの練習会場を設置することとなった。
　独立練習会場の借り上げに当たっては、東京 2020大会

の関連施設で一般的に行われていた建物の一棟借りでは
なく、既存の公共施設等の一部借用とした。そのため、施
設の借り上げに当たっては、各施設の一般利用者への制
約をいかに最小限に抑えるかが、施設所有者との交渉の
重要な点であった。このため、独立練習会場の借用範囲
に関しては、あくまで必要最低限とし、同一施設内におけ
る選手や競技関係者等の動線と一般利用者の動線を分
け、錯綜がないよう配慮した。

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた練習会場の
運営

　東京 2020大会の開催延期の決定後は、練習会場にお
いても様々な変更点が生じることとなった。東京 2020大
会全体の簡素化の検討の中で、改めて練習会場数や整備
内容を見直し、一部会場の取りやめや整備内容の精査を
行った。また、新型コロナウイルス感染症対策のための選
手村の滞在期間の短縮化に伴い、各練習会場の開設を原
則として競技種目の開始５日前からの開設に変更するなど、
規模の縮小を図った。
　なお、施設内における対応としては、従前の計画どおり
の借用範囲の考え方を改めて徹底し、選手と施設関係者
との厳格な動線分離を行う等の安全対応を行った。
　コロナ禍の中、練習会場の運営面で大きく方向転換を
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図ったものとしては、各独立練習会場における地元住民等
に対しての選手と接する機会の提供があった。
　各独立練習会場においては、前述のとおり既存の公共
施設等を活用するため、練習会場の開設期間中は地域住
民等の利用を制限してしまう一方で、住民に身近な施設に
選手が来ることで、より身近に東京 2020大会を感じられ
る場であることから、施設所有者との交渉当初より、複数
の地元自治体から練習見学を中心とした選手との交流の
場の提供を要望されていた。
　一方、競技会場などと異なり、練習会場は選手の競技
前の最終調整の場としての役割があり、チーム競技などは
作戦立案の場としても使用されるため、多くの競技団体が
アスリートファーストの観点から積極的に公開するものでは
ないという考えであった。このため、選手の練習風景の見
学を実現させるには、IOC、IPCを始め、各 IFの理解と協
力が必要不可欠であった。
　そこで、実際に選手の練習風景を見るという経験が、子
どもたちにとって無形のレガシーとなり得ることを各競技
の IFにミーティングの場などで説明し、理解を得た。また、
東京 2020大会の開催延期の決定後は、新型コロナウイル
ス感染症対策を十分に行った上での練習見学ができるよ
う、IF及び各自治体と共に実施策を模索した。ところが、
見学の予定日が近づく中で、都内の新型コロナウイルス感
染者数の急増という深刻な事態となり、最終的には計画し
ていた自治体のうち都外の２自治体のみが実施し、それ以
外は参加者の安全を考慮して、練習見学を断念することと
なった。
　しかし、練習会場の場を提供した施設所有者や地域住
民への感謝の意を表すとともに、子どもたちに少しでも東
京 2020大会に触れるきっかけを残すことができないかを
各会場で検討し、いくつかの会場においては、大会の開催
期間中に選手が休憩や飲食を行うアスリートラウンジなど
に模造紙を貼ったホワイトボードを設置し、可能な範囲で
選手にメッセージの記入をお願いするなどして、各施設に
選手のサインを寄贈した。あわせて、実際に競技で使用し
たボールや、東京 2020大会で使用した競技備品と同仕様
の備品について、大会の終了後に各練習会場所有者へ寄
贈した。
　練習会場において、練習見学という選手を直接間近で
見る機会の提供の多くはかなわなかったが、選手のサイン
や実際に東京 2020大会の競技で使用した備品等を提供
し、施設で展示することで、間接的ながらも、地域住民や
子どもたちが練習会場や大会そのものに触れ、身近に感
じる機会を提供することができた。

練習会場の様子

選手サインの事例
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練習会場一覧（オリンピック）

競技 種別 /種目

水泳
水球 (男子 )
水球 (女子 )

陸上競技
トラック、フィールド
トラック、フィールド
マラソン、競歩

野球・ソフトボール
野球
野球
ソフトボール

バスケットボール
バスケットボール
3x3 バスケットボール

ボクシング

サッカー

体操
体操競技
新体操
トランポリン

ハンドボール

柔道
空手

近代五種
馬術以外
馬術

ラグビー ７人制ラグビー

卓球
テコンドー

トライアスロン
スイム、ラン
バイク

バレーボール

バレーボール
バレーボール
バレーボール
バレーボール

独立練習会場
会場名 開設期間

東京体育館
武蔵野の森総合スポーツプラザ
江戸川区陸上競技場
代々木公園陸上競技場
真駒内公園屋外競技場
大田スタジアム
日本体育大学 横浜・健志台キャンパス
日本体育大学 東京・世田谷キャンパス
東京ビッグサイト南展示棟
中央区立総合スポーツセンター
墨田区総合体育館
駒沢オリンピック公園総合運動場
夢の島競技場
秋津サッカー場
高円宮記念JFA夢フィールド
稲毛海浜公園スポーツ施設球技場
小机競技場
三ツ沢公園球技場
神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場
白旗山競技場
厚別公園競技場
札幌サッカーアミューズメントパーク
仙台スタジアム
泉サッカー場
宮城県サッカー場
鹿島アントラーズクラブハウス
北海浜多目的球技場
新浜緑地公園多目的球技場
中田スポーツセンター球技場
アキラスポーツフィールド
東京ビッグサイト南展示棟
東京ビッグサイト南展示棟
東京ビッグサイト南展示棟
文京スポーツセンター
港区スポーツセンター
品川区立総合体育館
講道館
東京武道館
渋谷区スポーツセンター
早稲田大学東伏見キャンパス
東芝 府中事業所敷地内グランド
リコー総合グラウンド
クボタ船橋グラウンド
NTTコミュニケーションズアークス浦安パーク
辰巳の森海浜公園ラグビー練習場
中央区立中央小学校温水プール
中野区立総合体育館
目黒区立中央体育館
台東リバーサイドスポーツセンター
若洲海浜公園
千代田区立スポーツセンター
葛飾区水元総合スポーツセンター
江東区スポーツ会館
市川市塩浜市民体育館

2021年７月19日～８月７日
2021年７月19日～８月６日
2021年７月25日～８月６日
2021年７月25日～８月６日
2021年７月31日～８月７日
2021年７月23日～８月７日
2021年７月23日～７月31日
2021年７月23日～７月27日
2021年７月20日～８月７日
2021年７月19日～７月28日
2021年７月19日～８月７日
2021年７月16日～８月６日
2021年７月16日～８月６日
2021年７月16日～８月６日
2021年７月16日～８月６日
2021年７月16日～８月６日
2021年７月17日～８月７日
2021年７月17日～８月７日
2021年７月17日～８月７日
2021年７月16日～７月28日
2021年７月16日～７月28日
2021年７月16日～７月28日
2021年７月16日～７月31日
2021年７月16日～７月31日
2021年７月16日～７月31日
2021年７月17日～８月５日
2021年７月17日～８月５日
2021年７月17日～８月５日
2021年７月25日～８月５日
2021年７月25日～８月５日
2021年７月19日～７月31日
2021年８月１日～８月７日
2021年７月25日～７月30日
2021年７月19日～８月３日
2021年７月19日～８月８日
2021年７月19日～８月８日
2021年７月19日～７月30日
2021年７月31日～８月６日
2021年７月31日～８月６日
2021年７月31日～８月３日
2021年７月21日～７月28日
2021年７月21日～７月28日
2021年７月21日～７月28日
2021年７月21日～７月31日
2021年７月21日～７月31日
2021年７月21日～７月31日
2021年７月19日～８月６日
2021年７月19日～７月26日
2021年７月21日～７月30日
2021年７月21日～７月29日
2021年７月19日～８月４日
2021年７月19日～８月２日
2021年７月19日～８月４日
2021年７月19日～８月８日
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競技 種別 /種目 会場名 開設期間

水泳

アーティスティックスイミング 東京アクアティクスセンター 2021年７月 28日～８月７日
飛込 東京アクアティクスセンター 2021年７月 20日～８月７日

マラソンスイミング
東京アクアティクスセンター 2021年７月 30日～８月５日
お台場海浜公園 2021年８月２日、３日

競泳 東京アクアティクスセンター 2021年７月 19日～８月１日

水球
東京アクアティクスセンター 2021年８月２日～８月８日
東京辰巳国際水泳場 2021年７月 19日～８月８日

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021年７月 18日～７月 31日
陸上競技 トラック、フィールド オリンピックスタジアムサブトラック 2021年７月 25日～７月 29日
バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラザ 2021年７月 19日～８月２日

野球・ソフトボール
野球、ソフトボール 福島あづま球場 2021年７月 19日～ 22日（ソフトボール）

2021年７月 27日（野球）
ソフトボール 横浜スタジアム 2021年７月 16日～７月 18日

カヌー
スラローム カヌー・スラロームセンター 2021年７月 20日～７月 23日
スプリント 海の森水上競技場 2021年７月 28日～８月７日

自転車競技

BMXレーシング
有明アーバンスポーツパーク

2021年７月 25日～７月 28日
BMXフリースタイル 2021年７月 27日～７月 30日
マウンテンバイク 伊豆 MTBコース 2021年７月 23日～７月 27日
ロード 富士スピードウェイ 2021年７月 19日～７月 23日、26日、27日
トラック 伊豆ベロドローム 2021年７月 28日～８月１日

馬術 馬事公苑 2021年７月 13日～８月 10日
フェンシング 幕張メッセ Aホール 2021年７月 19日～８月１日
ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 2021年７月 24日～８月７日
ハンドボール 国立代々木競技場 2021年７月 23日、８月７日
ホッケー 大井ホッケー競技場 2021年７月 19日～８月６日
ボート 海の森水上競技場 2021年７月 18日～７月 30日
セーリング 江の島ヨットハーバー 2021年７月 15日～７月 24日
射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2021年７月 19日～８月２日

スケートボード
ストリート 有明アーバンスポーツパーク 2021年７月 20日～７月 26日
パーク 有明アーバンスポーツパーク 2021年７月 30日～８月５日

スポーツクライミング 青海アーバンスポーツパーク 2021年７月 29日～８月２日
サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 2021年７月 20日～８月１日
テニス 有明テニスの森公園 2021年７月 19日～８月１日
バレーボール ビーチバレーボール 潮風公園 2021年７月 19日～８月６日
ウエイトリフティング 東京国際フォーラム 2021年７月 19日～８月４日
レスリング 幕張メッセ Aホール 2021年７月 27日～８月７日

競技会場併設練習会場

練習会場一覧（パラリンピック）

競技 種別 /種目 会場名 開設期間

陸上競技
江戸川区陸上競技場 2021年８月 22日～９月４日
代々木公園陸上競技場 2021年８月 22日～９月４日

バドミントン 文京スポーツセンター 2021年８月 27日～９月５日
柔道 講道館 2021年８月 22日～８月 28日

シッティングバレーボール
荒川総合スポーツセンター 2021年８月 22日～９月４日
品川区立総合体育館 2021年８月 22日～９月３日

卓球 中野区立総合体育館 2021年８月 20日～９月３日
テコンドー 目黒区立中央体育館 2021年８月 28日～９月３日

トライアスロン
スイム、ラン 台東リバーサイドスポーツセンター 2021年８月 23日～８月 28日
自転車 若洲海浜公園 2021年８月 23日～８月 27日

車いすバスケットボール 東京ビッグサイト南展示棟 2021年８月 20日～９月５日
車いすラグビー 港区スポーツセンター 2021年８月 20日、21日

独立練習会場
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競技 種別 /種目 会場名 開設期間
アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 2021年８月 22日～９月４日
陸上競技 オリンピックスタジアムサブトラック 2021年８月 22日～８月 26日
ボッチャ 有明体操競技場 2021年８月 23日～９月１日
カヌー スプリント 海の森水上競技場 2021年８月 28日～９月４日

自転車競技
ロード 富士スピードウェイ 2021年８月 26日～８月 30日
トラック 伊豆ベロドローム 2021年８月 20日～８月 24日

馬術 馬事公苑 2021年８月 17日～９月３日
５人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 2021年８月 25日～９月３日
ゴールボール 幕張メッセ Aホール 2021年８月 20日～８月 23日、25日～９月３日
パワーリフティング 東京国際フォーラム 2021年８月 21日～８月 29日
ボート 海の森水上競技場 2021年８月 22日～８月 29日
射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 2021年８月 25日～９月５日
水泳 東京アクアティクスセンター 2021年８月 20日～９月３日
車いすフェンシング 幕張メッセ Aホール 2021年８月 20日～８月 29日
車いすテニス 有明テニスの森公園 2021年８月 22日～９月４日
車いすラグビー 国立代々木競技場 2021年８月 22日～８月 24日

競技会場併設練習会場

事前キャンプ

　事前キャンプとは、NOCやNPC、NF等が時差や気候へ
の順応のためにオリンピック・パラリンピック競技大会の開
催前に任意に行うトレーニングキャンプであり、開催都市
だけでなく開催国内や近隣国等で実施されるのが通例と
なっていた。選手は、最適な環境で事前トレーニングを行
うことにより、本番で最高のパフォーマンスを発揮すること
ができ、キャンプを受け入れる自治体にとっては、地域振
興や国際交流の促進が期待された。
　事前キャンプの受入れに当たっては、新型コロナウイル
ス感染症対策を確実かつ適切に実施するため、受入先と
なる各自治体が、移動、宿泊、食事など、想定される場
面ごとの対策を踏まえたマニュアルを作成するとともに、入
国手続に関する相手国との事前調整や新型コロナウイル
ス感染症の陽性判定時の対応を地域の医療機関と調整す
るなど、万全な体制で各国選手団を受け入れた。
　実際の受入れ時には、新型コロナウイルスの感染拡大
に鑑みて、事前キャンプの実施が困難であるとの判断から
中止とした自治体もあった。一方で、一部の自治体では、
事前キャンプの実施に加え、オンライン交流などの創意工
夫により、感染対策を取りつつ、限定的ながらも住民との
交流を行うことができた。
　なお、東京 2020大会における事前キャンプの多くは、政
府が推進したホストタウンプロジェクトの中で実施された。
政府によるホストタウンプロジェクトの取組については、前
述の「２ 大会の推進体制（オールジャパンの取組、大会関
係者との連携）」の「 3 開催都市・東京都とオールジャパ
ンの連携」にある「⑶ 政府」の項を参照されたい。
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2 大会の運営体制

メイン・オペレーション・センター（MOC）
の設置及び運営

MOCの役割

　東京2020大会に関する情報を広く集約し、大会運営に
関する様々な関係者間の情報共有のハブ（中心）となると
ともに、上申される事案の調整や解決までの適切な進捗
管理を行い、円滑な大会運営をサポートする機関として、
MOCを設置した。
　MOCは、MOCチーフを長とし、MOC副チーフ、各FAの
スタッフ（FAデスク）やMOC運営の事務局を担うMOCマ
ネジメントチームで構成された。東京2020大会の開催期
間中には、大会運営全般の統計情報や発生した事案につ
いて、原則毎日５回MOCアップデート会議を開催し、MOC
レポートにより組織委員会全体への情報共有を行った。
　また、各会場やFA本部（FA Coordination Centre。以下
「FCC」という。）での対処が困難な事案又は東京2020大
会全体に影響を及ぼす可能性のある重大な事案が発生
した場合、MOCにおいて各FAの長であるFAヘッドによる
FA間の調整や東京2020大会の運営に関する方針の取り
まとめを行い、事案の解決を図った。
　東京2020大会の開催期間中に発生する様々な事案に
ついては、迅速かつ適切に対応ができるように、事案を管
理する体制を整備した。MOCに上申される事案の全体状

況を大局的に見て、適切に管理及び分析を行うために、
「 事 案 管 理システム 」（Games-time Issue Tracking 
System、ITS）を構築し、事案の記録や進捗管理等を効
率的に進めた。また、MOCへ情報を伝達する際の判断基
準や、各会場及びFCCへの権限移譲の範囲を明確にする
ため、MOCへの上申基準を策定し、各会場やFCCが統一
的な対応が取れるよう体制を整備した。

MOC構築に向けた準備

　オリンピック・パラリンピック競技大会が他のイベント等
と大きく異なる点は、大会の規模だけでなく、数十にわた
る各競技や各会場が同時並行的に稼働する点にある。そ
のため、各局及び各FAが担う縦軸的な機能面と、各会場
及び競技チームが担う横軸的な運営面が織りなすマトリッ
クスについて、それを集約する機関（MOC）が把握し、及

MOCの運営体制

メイン・オペレーション・センター（MOC）



び分析して、取りまとめた情報と課題を漏れなく共有し、迅
速な解決に動いていく必要がある。
　この仕組みは、東京  2020大会の開催期間中だけでな
く、その準備段階である実践準備フェーズから稼働させる
ことが重要であり、そうすることで、スムーズな大会開催期
間中の活動につなげる必要があった。このため、2019年
から、将来のMOCを想定して、関係メンバーが集う「MOC
ミーティング」を設置し、東京  2020大会の開催準備の最
終段階における情報と課題の共有と迅速な課題解決に取
り組んだ。MOCミーティングは、2019年  2月より原則週１
回開催し、東京  2020大会の開催延期に伴う回数増も含
め、準備期間を通して計  112回開催した。
　また、2019年４月には、東京  2020大会の準備段階から
大会の開催に至るまでの15か月間を５つのフェーズに分け、
コメ作りになぞらえた鳥瞰図を作成し、組織全体として大
会開催までのステップごとの意識作りに努めた。
　加えて、東京  2020大会の開催期間中のオペレーション
と準備期間のオペレーションは、デイリーレポートの作成の
有無を始めとして異なる面があるため、新たな試みとして
「MOC塾」を2019年９月に立ち上げ、大会の開催期間中
を見据えた具体的なオペレーションのトレーニングを行っ
た。

延期後の対応と大会期間中の運営

　東京  2020大会の開催延期の決定後、主たる課題は新
型コロナウイルス感染症対策となった。これだけ大きなイ
ベントの新型コロナウイルス感染症対策についてはどこに
も知見がなく、組織委員会が関係機関と連携して、自ら案
を検討し、問題を把握し、解決策を模索していく必要が
あった。この点、延期前のMOCミーティングを通じて、こ
うした迅速な課題解決のトレーニングを積むことができて
おり、新型コロナウイルスの感染状況が日々変化する中、短
期間の調整を要する厳しいスケジュールの中で現場と協力
し、必要な体制を構築することができた。
　また、東京  2020大会の開催期間中も、新型コロナウイ
ルス感染症対策に加え、空港や輸送での対応など、会場
外の課題について迅速な対応が求められたが、MOCミー
ティング等を通じて横の連携をとる姿勢が確立していたこ
とから、人員の融通も含め、MOCで一体となった対応を
行うことができ、大会期間中の迅速な課題解決にもつな
がった。

デリバリーパートナーとの連絡体制の構築

　東京  2020大会は、過去大会に比べて開催都市以外に
所在する会場数が多く、関係機関も多岐にわたることか

ら、全ての大会関係者に必要な情報が共有される連絡体
制を構築することは非常に重要であった。そのため、MOC、
FCCと、デリバリーパートナー（東京  2020大会の開催に
向けて、財政その他の支援を行う政府や開催都市・東京
都、関係自治体、民間機関等の総称）との連携体制の確
立に向け、国、東京都、関係自治体等と定期的に会議を
開催し、演習を実施した。また、各機関との間で、円滑な
調整及びコミュニケーションを可能とする連絡や情報共有
を行うための体制構築に係る「関係機関とのC3運営計画」
（  C3 は「  Communications,   Coordination   &   Command/
Control」（CCC）の略）や、この計画を基本方針として、大
会の開催時に効果的な情報共有を確保するための原則と
手順をまとめた「情報共有の原則・手順」を策定した。こ
れらに加え、連絡先リストを整備して具体的な連絡の宛先
や手段を明らかにするなどの取組を行い、平時の情報共
有体制や有事の際の連携手順についてデリバリーパート
ナーと認識の共有を図った。
　東京  2020大会の開催期間中には、MOCレポートを国、
東京都及び関係自治体に提供し、日々の大会の運営に係
る情報を共有した。また、MOC内には国及び東京都から、
それぞれの連絡窓口となる「リエゾン・オフィサー」が常
駐してMOCアップデート会議にも参加し、迅速な情報共有
や調整を行った。
　IOC及び IPCとの連携については、東京 2020大会の開
催に向けた統合演習を共同で実施することで、大会の開催
時に円滑に情報共有ができる体制を構築した。また、東
京2020大会の開催期間中にはIOC及びIPCとの毎日の会
議やMOCレポートにより、大会の運営状況や課題を共有
した。
　なお、日本の国土は、台風や地震といった自然災害が
発生しやすいリスクを抱えているため、大規模自然災害な
ど広範囲に影響が及ぶ事態が発生した際は、東京  2020
大会全体の統一的な方針を示し、事案へ確実に対処して
いく必要があった。そのため、IOC、IPC、関係機関などと
連携及び調整を行い、大規模自然災害を始め、テロや感
染症等、東京  2020大会の運営の停止又はそのおそれが
ある事案が発生した場合に、災害のレベル等に応じて競
技運営に関してどのような統一方針を出すかについて、情
報の集約、現場等のサポート、関係機関への迅速な連絡
及び報告など、大会オペレーションの早期復旧を図ること
を目的とし、MOCで対処する重大な事案に対応するため
の具体的な手順や体制をMOCコンティンジェンシー・プラ
ン（CP）としてあらかじめ定めた。
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リスクマネジメント

リスクマネジメントに関する方針及び計画の策定

　東京2020大会を開催するに当たり、度々襲来する台風
や豪雨などの日本における気候に関する事象は、その厳し
さや被災規模が増大する状況が続いていた。オリンピック
パークやメディア村が存在せず、競技会場、メディアセン
ター等が既成市街地や物流拠点である臨海部に点在する
東京  2020大会では、拠点ごとに群衆管理を適切に行う必
要があった。また、世界情勢に起因する国際的な紛争、サ
イバー攻撃を含むテロへの不安に加えて、世界規模での
感染症等のパンデミック発生も懸念されていた。このうち、
特にパンデミック発生については、新型コロナウイルスの
感染拡大により、東京  2020大会の開催に際してリスクが
顕在化することとなった。
　このような状況の中、東京  2020大会では、まずリスクマ
ネジメント基本方針を策定し、大会におけるリスク管理の
指標とした。具体的には、国際規格のリスクマネジメント
体制に準じて、東京  2020大会に影響を及ぼす可能性が
あるリスクをできる限り正確に把握し、リスクの発生回避
や、リスク発生時の損失及び影響度の極小化を目的とし
て、次の５つをリスクマネジメント基本方針として決定した。
　１　大会を安全に運営する。
　２　大会を予定どおり完遂する。
　３　組織委員会の社会的信頼性を保持する。
　４　大会を適切な財政で運営する。
　５　大会の全ての関係者の満足を得る。
　続いて、この基本方針を基に、リスクアセスメント（リス
クの洗い出し及び評価）を実施した。具体的には、この基
本方針に沿うよう東京  2020大会を取り巻くリスクを、大会
全体に加え、FA別、会場別に洗い出し、それぞれの重点
リスクをリスクレジスターとして一覧化し、リスクを包括的に
把握し共通認識できるようにした。特に会場別のリスクレジ
スターについては、会場によってリスクの内容及び質にバラ
つきが生じるのを防ぎ、大会全体で一定水準が担保され
た適切なリスクマネジメントを実現する必要があった。その
ため、リスクマネジメントFA（  RSK）が汎用的なシナリオを
全会場に提示し、会場ごとの被害及び損失の可能性（結
果事象）に基づいてシナリオをカスタマイズすることにより、
各会場の固有リスクの効率的な洗い出しを行った。この取
組により、会場別のリスクレジスター策定の効果的なモデ
ル構築につなげることができた。
　また、上記のリスクアセスメントに基づく想定リスクへの
対策として、事案発生時の対応要領をまとめた緊急時計画
（コンティンジェンシー・プラン、Contingency   Plans。以下
「CP」という。）を策定した。このCPの策定準備に当たって

は、過去大会のものが体系的な整理の観点で台風、落雷、
猛暑、地震、津波等、日本特有のリスクに必ずしも適合し
なかった。そのため、東京 2020大会では、日本特有の想
定を盛り込んだCPが必要であり、RSKが想定されるリスク
を競技別、FA別に、詳細に体系立てることで、競技の運
営や日程等の変更に伴う必要な対応や事案発生時の各
FAの計画策定に対するサポートを行った。
　計画の策定に際しては、単に競技や運営の継続だけで
なく、緊急時の初動対応計画の要素も加えることで、一連
の事案対応における連続性を担保することができた。ま
た、競技別の CPにおいては、新型コロナウイルス感染症
を含め、主なリスクにおける各競技会場全体の動きをフ
ロー図化することで、計画が視覚的にも明確に整理できた。
　加えて、安全衛生管理（ Health and Safety。以下「H&S」
という。）に係る率先的な取組として、安全及び衛生（健康）
に関するリスクの事前対策を実施した。
　東京 2020大会におけるH&Sの取組については、リスク
マネジメント基本方針の第一項目である「大会を安全に
運営する。」の実現に当たり、膨大な数の関係者が多種多
様な作業を行うことで事故や混乱が発生する不安があっ
た。そのため、あらゆるリスクマネジメントを推進する立場
としてRSKが中心となって、会場マネジメントFA（ VEM）、
会場インフラ整備FA（VNI）、人事管理FA（PEM）、セキュ
リティFA（ SEC）等の関係 FAと連携してH&Sに関する方
針及び取組体制を取りまとめ、「 Tokyo 2020 H&S方針」
を策定した。また、各会場に対しては、方針を踏まえ会場
でのH&Sの取組を整理した「会場H&S計画」を策定した。
さらに、H&Sの取組の一つである日常点検では、各会場
のリスクレジスター策定過程で、安全及び衛生（健康）に
関する点検項目を整理し、会場ごとのチェックシートを準備
することで、各会場の特性に合わせた予防対策の実施を
可能にした。その点検実施に当たり、後述する全競技会場
へのリスクマネジメントキーパーソン（RMKP）の配置は、よ
り現場目線に合わせたH&Sの実践を可能にした。

保険の活用

　東京 2020大会では、リスクマネジメントの最終的な手
段として、保険（残存するリスクへの対策）の有効活用に
も取り組んだ。
　一般に、オリンピック・パラリンピック競技大会のような、
限られた予算を最大限有効に活用して実施する有期プロ
ジェクトについては、リスクに備えた多額の予備費を確保
することは難しい。そのため、極力リスクを排除することが
望ましく、そのためのリスクマネジメント活動を行った結
果、それでも残された残存リスクへの対応については、保
険の最大限の活用が不可欠であった。
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　そこで、東京 2020大会では、保険を手配するに当たり、
開催都市契約 2020等で手配を要求されている保険や言
及のある保険を基本に、東京 2020大会固有のリスクを精
査の上、その必要性を判断した。また、手配の内容につ
いては、経済合理性が担保される限りにおいて、支払限
度額、補償共に極力広い範囲をカバーできるように、保険
会社と綿密に調整した。
　ポイントとなったのは、自然災害が多いという日本の気
象的な環境特性であり、特に興行中止保険については、
RSKで巨大台風の襲来を想定し、東京 2020大会の全面
中止を除いた予想最大損害額を算出した結果、過去大会
と比較してはるかに高い支払限度額が必要となった。ま
た、通常日本国内の興行中止保険ではカバーされない地
震や、オリンピック・パラリンピック競技大会に特有の、テ
ロ及びサイバーリスク等についても補償範囲とすることは
ほとんど前例がなく、調整に苦労する部分も多くあったが、
最終的には東京 2020大会に必要十分な範囲をカバーす
る保険の手配ができた。また、結果的には、この補償が
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う東京2020
大会の１年間の開催延期に伴う組織委員会の追加費用を
カバーすることとなり、開催に当たっての大きな助けとなっ
た。

大会のリスクマネジメント推進体制

　上記のような取組を推進するに当たり、東京 2020大会
においては、次のような体制で対応した。
　まず、RSK内では、会場及び FA担当制とした。競技会
場については、それぞれ立地特性（都内又は都外、プリ
シンクト等）、施設特性（屋外又は屋内、恒設又は仮設等）
及び競技特性（プレーによる負傷の可能性、天候による影
響度、セッション時間、観戦スタイル等）を持っていた。
　また、FAについては、それぞれ業務分掌の違いから、業
務特有の事情、関連ステークホルダーとの関係などFAご
とに異なった特性を持っていた。これら競技会場の特性や
FAの特性を熟知することは、リスクアセスメントの実施や、
CP策定を進める上で不可欠であった。そのため、会場別、
FA別にRSKメンバーを担当者として割り当て、担当者がそ
れぞれの特性を踏まえた上でリスク把握に努めるとともに、
組織横断的なリスクアセスメントへのアプローチの視座合
わせをして、会場及び FAそれぞれのリスクを分断なくリン
クさせた。
　加えて、各会場において、リスクアセスメントを反映した
CPに基づいた対応を熟知させるため、地震、台風等を想
定した運営実践準備管理（OPR）活動（現場視察を踏ま
えた実地検証やシナリオを用いた机上演習の実施等）や
テストイベントを通して、現場の実情を十分に勘案したリス

クマネジメント活動を実施した。
　一方で、より網羅的な会場レベルでのリスクマネジメント
を実施する観点から、H&Sに加え、リスクマネジメントエリ
アマネージャー（RMA）とリスクマネジメントキーパーソン
（RMKP）の配置も行った（  RMA及びRMKPの役割は後述）。
　H&Sに関して、過去大会においては各会場にH&Sの専
門家を配置していた一方、リスクマネジメントに関しては専
門のスタッフが配置されていなかった。東京  2020大会で
は、H&S上のリスクにとどまらず、網羅的なリスクマネジメ
ントを会場レベルでするため、VGMや各会場のリスクマネ
ジメントや事案対応の中核を担うRMKPのほか、８か所の
競技会場と２か所の非競技会場に、VGMやRMKPのサポー
ト要員としてRMAを配置した。
　RMAの主な職務は、リスクアセスメント段階からの事案
発生の予防対策サポートや、事態が発生した際の発生状
況の把握及び対応、他会場で発生した事案のアラート、平
時からの日常点検表を用いた安全衛生管理業務を実践す
ることであった。加えて、感染症対策センター（IDCC）の
業務を兼務し、新型コロナウイルス感染症の対策、事案
発生時の対応を行い、組織的に重要な役割を果たした。
　さらに、会場  H&S計画に基づき、H&Sの全体調整を行
う会場安全衛生管理者としてRMKP及びRMAを全会場に
割り当てるとともに、RMKPや会場  FAマネージャーに対す
る教育を事前に実施した。
　東京  2020大会でのきめ細かなリスクマネジメントの取
組は、少なからず大会の成功に寄与した。この取組は、有
効なリスクマネジメントの実践的運営手法として、将来のオ
リンピック・パラリンピック競技大会にも継承していく。ま
た、東京  2020大会のリスクマネジメントの取組は、大会
の運営への貢献にとどまらず、今後の東京そして日本全体
における大規模イベント等の事業継続、災害時のレジリエ
ンス（適応能力）の向上にも寄与することが期待される。
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3 競技会場

会場の運営

　オリンピック・パラリンピック競技大会においては、選手
を始めとして、NOC、NPC、IF、IOC、IPC、大会関係者及
び各国の要人等の多くのステークホルダーが存在している。
　また、会場所有者や会場所在自治体、会場周辺住民等
の会場関係者も多く存在しており、ステークホルダー、会
場関係者の多様な特性に配慮する必要がある。
　このため、東京2020大会では、ステークホルダー、会
場関係者と丁寧に調整を行いながら、会場ごとの状況に
応じて円滑かつ的確に会場運営できるよう、競技、会場ご
との特殊性に配慮した会場運営計画の策定を進めた。同
時に、会場運営計画の検討により精緻化されたスケジュー
ル等に合わせて、会場使用に係る会場所有者との調整、会
場チーム化による効率的な会場運営体制の構築を進めた。

会場運営計画の策定

　オリンピック・パラリンピック競技大会では、競技会場を
運営するに当たって、高いセキュリティ基準が求められるな
ど、IOC及びIPCから通常のイベントにはない特有の要件
が課されている。そのため、組織委員会は、まずIOC及び
IPCの示す基準に準拠した会場運営原則を策定し、これを
ベースとして会場ごとの運営計画を策定した。
　会場運営計画は、会場内レイアウト、会場運営スケ
ジュール、会場運営体制、その他会場運営に必要な資材
などから構成され、会場運営のための中心的ツールとなっ
た。策定に当たっては、次の３段階により検討を進めた。
①  モデルとなる会場の運営計画（モデル会場運営計画）
の策定

② ①を展開する形での全会場の運営計画の策定
③  計画を踏まえたテストイベントの実施及びテストイベン
トから得た課題や教訓を踏まえた計画の深度化

　最初に、実施予定の業務や提供サービス、会場の規模
などから、多くの会場に共通のオペレーションが想定され
る国立代々木競技場をモデルとして運営計画策定の演習
を実施し、他の競技会場のモデルとなる計画策定までのプ
ロセスを構築した。演習では、関係FAが集まり、それまで
の図面中心の検討から更に具体的に、東京2020大会の
開催当日の運営を想定した図上演習を実施し、「モデル会
場運営計画」を策定した。具体的には、まず飲食や清掃
などのサービスについて、東京2020大会に関わるステー
クホルダーが希望するものとFAが提供を予定しているもの

との調整を行い、必要となるサービス提供の水準を設定し
た。次に、設定した水準のサービス提供のために必要とな
るリソース（スペース、スタッフ、備品、テクノロジー機器
等）の規模を検討した。
　最終的に設定したサービスの水準と必要なリソースの
規模を統合し、その内容に基づいて運営方法（会場内レ
イアウト、スケジュール、会場内における関係者の動線等）
のシミュレーションを行った。
　こうして策定した「モデル会場運営計画」をベースとし
て、会場個別の事情を加味した検討を行い、テストイベン
ト開始前までに、各会場の主な動き、各関係者エリアの区
分、観客及び関係者の会場内での動線等の会場運営に必
要な基本的かつ重要な事項を盛り込んだ全会場の運営
計画を策定した。
　さらに、策定した各会場の運営計画について、テストイ
ベントから得られた課題や教訓を踏まえ、必要な見直しを
行い、計画へ反映させた。テストイベントでは、費用対効
果の最大化を図る観点から、無観客イベントとしての開催
や参加するFAが限定されるなど、本番と異なる状況で会
場運営を実施している場合があった。これを受けて、テス
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トイベントでは検討できなかった項目や課題を検討するた
め、各会場の運営を担う専門事業者が引き続き参画して、
その経験や知見を活用し、会場運営計画の深度化を図っ
た。
　また、東京2020大会の開催延期の決定後は、策定し
た会場運営計画について、大会の簡素化や新型コロナウ
イルス感染症対策を盛り込んだ形で再度見直す必要が生
じた。開催延期の決定前までに検討したサービスレベルに
ついて、簡素化に応じた形で見直すとともに、動線、ゾー
ニング等について、検温、消毒オペレーションや「３密」の
回避を考慮した再検討を行い、全会場の会場運営計画を
更新した。

会場所有者との調整

　東京 2020大会では、経費削減の観点から既存施設を
積極的に活用しており、施設の使用に当たって会場所有者
と綿密な調整を行った。また、会場が所在する自治体とも
連携し、会場周辺の住民の理解と協力を得ながら、大会
準備を進めた。
　会場所有者との調整に当たっては、当該会場で東京
2020大会を開催するために必要となる「使用期間、使用
エリア」や「その他運営に付随して所有者と取り決めるべ
き事項」を調整した。また、会場の使用期間及び使用エ
リアについては、可能な限り既存施設の利用者等や営業
活動に支障が生じないよう、組織委員会の工事所要日数
について効率化を図り、借用期間を可能な限り短くするな
どして、会場所有者等との調整を行った。その他の運営に
付随して所有者と取り決めるべき事項については、東京
2020大会の開催期間中、安全に当該会場を利用するため
に必要な維持管理業務や、円滑な会場運営に必要なサー
ビス提供業務、会場所有者との費用負担などについて調
整を行った。
　なお、これらの調整した内容を明文化し、会場所有者
と組織委員会との間で「会場使用協定」（Venue Use
Agreement、VUA）を締結することで、会場利用に伴う諸
要件を明確化した。
　こうした調整を進める中、東京 2020大会の開催の延期
が決定し、延期後のスケジュール（ほぼ１年の後ろ倒し）に
基づき、再度同じ会場を確保する必要が生じた。調整を
開始した時点で既に１年後の予約が決まっている会場が多
く、重複する予約者との調整や借用期間の更なる圧縮を進
める必要があった。また、延期決定時点で既に仮設物等
を設置している会場については、設置したものの扱いを調
整する必要もあった。
　こうした各種調整を経て、会場所有者と会場使用につい
ての合意形成が整い、延期後のスケジュールに合わせて、

全会場で同じ会場を確保することができた。

会場所在自治体及び会場周辺住民等との調整

　東京 2020大会の準備のための工事期間、大会期間、大
会終了後の撤去工事期間においては、会場周辺の交通規
制や交通渋滞、最寄り駅から会場までの観客ルートにおけ
る各種オペレーションなどがあることから、会場所在自治
体や会場周辺住民、当該会場利用者等の理解を得ること
が重要であった。このため、会場所在自治体と綿密に連
携を図りながら、周辺住民等及び当該会場利用者へ適切
に情報提供を行った。
　周辺住民等に対しては、公式ウェブサイトでの情報提供
に加え、必要に応じて、会場所在自治体が開催する町会
会議や各種説明会等に参加し、情報提供に努めた。また、
当該会場利用者に対しては、会場所有者と連携を図りな
がら、会場所有者が開設する利用予約案内ホームページ
等において情報提供を行うなどして周知した。

効率的な会場運営体制の構築

　東京  2020大会の運営に当たっては、VGMを筆頭に、
FOPを担当する競技部門、観客エリア（Front of   House。
以下「FOH」という。）を担当する観客部門、関係者エリア
（Back of   House。以下「BOH」という。）を担当する関係
者運営部門、会場警備本部（VSCC）を担当する警備部門
及び会場施工管理事務所（  Site   Management   Office、
SMO）を担当する施工管理部門の５つの部門で構成する
体制により実施した。
　この運営体制は、当初のFAごとの組織構造から、東京
2020大会の開催時に各現場で問題を解決するために会
場チーム体制へと変化させたもので、会場運営計画の検
討における各段階の進度に応じて、これまでのFA内の検
討から会場ごとの検討へとシフトし、各職員の所属意識を
改革しながら進めた。複数  FAが一体となった会場チーム
体制による会場運営に加え、国内イベント事業者を運営体
制に組み込み、VGMのサポートを充実させることにより、
会場運営を取り巻く様々な課題に対し、会場チームが一丸
となって取り組んだ。

計画の深度化と会場運営

　会場ごとに会場運営計画の深度化を図り、具体的な手
順などを定めた運営マニュアルを策定した。会場運営にお
いては、新型コロナウイルス感染症対策を始め、暑さ対策
や荒天への対応など、様々な課題に対して事前の計画や
運営マニュアルに沿って、着実に対応した。
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会場での新型コロナウイルス感染症対策

項目 内容

① 入場時の検温 ＰＳＡより手前のエリアにおいて、サーモグラフィ等により、来場者を検温した。

② 隔離室　
発熱者及び新型コロナウイルス感染症疑いの症状を呈する体調不良者を一時的に隔
離する部屋を設置した。

③ 動線管理　 アスリートと他ステークホルダー動線を物理的または時間的に分離した。

④ 手指衛生　 アルコール消毒液や手洗い所にハンドソープを設置し、サイン掲示を行った。

⑤ 換気　 窓やドアの開口やサーキュレーター等による換気または設備による換気をした。

⑥ 物理的遮蔽
対面活動が想定される場所や、マスクやフィジカル・ディスタンスの確保による対策が
十分に取れない場合は、アクリル板等を設置して飛沫対策をした。

⑦ 除菌 /清掃　 共用アイテムや高頻度接触箇所の除菌清掃等をした。

⑧ 3密回避
フィジカル・ディスタンスの確保、フットサインの設置、誘導スタッフの配置、資材（カ
ラーコーン、プラ柵等）の設置をした。

⑨ 基本的な新型コロナウイルス
感染症対策の周知

マスク着用・手指消毒・ 3密回避・大声を出さない等の注意喚起、新型コロナウイ
ルス感染症対策サインの掲示等をした。

　会場での新型コロナウイルス感染症対策としては、入場
時の検温や手指衛生の徹底、換気、除菌清掃といった基
本的な対策に加えて、アスリートと他ステークホルダーの
動線を物理的又は時間的に分離し、動線管理を徹底し
た。また、発熱者及び新型コロナウイルス感染症疑いの
症状を呈する体調不良者を一時的に隔離するための隔離
室を設置した。さらに、同種別アスリート（  Same   Discipline 
Athletes、SDA）の競技観戦においては、「３密」を回避す
るため、着席可能な座席に目印を付けるなどの工夫を行
い、対応した。こうした取組に加え、東京  2020大会の関
係者のPCR検査に係る検体回収を全会場で実施した。
　会場内の暑さ対策としては、テント及びパラソルの設
置、飲料や塩飴の配布、暑さ指数（  WBGT）表示板の設
置等を実施した。
　なお、暑さ対策の具体的な取組内容についての詳細は、
後述の「暑さ対策」の項を参照されたい。
　天候への対応としては、荒天による様々なアクシデント
（浸水、備品の破損、雨漏りなど）に対し、競技運営関係
者と連携し、競技に影響を与えることがないよう対応した。
特に、東京  2020大会の開催期間中に発生した台風に対
する対策については、気象予報を踏まえ、事前に備品等
の撤去を行うことで被害の発生を最小限に抑えた。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、一部会場のみ
で実施されることとなった学校連携観戦の実施に当たって
は、当初の予定が変更され、専用バスでの来場が強く推
奨されるなど、児童及び生徒の来場計画が来場直前まで
決定しなかった。このため、当日の現場において、児童及

び生徒が混乱なく観戦できるよう会場チームで適切に対
応した。
　また、児童及び生徒の安全・安心な観戦を実現するた
め、参加者の検温及び健康観察（14日前から実施）、会
場入り口での検温、手指消毒の徹底、専用動線の確保、
観客席でのフィジカル・ディスタンス確保、拍手による応援
の徹底、観客席の消毒などの新型コロナウイルス感染症
対策を行った。
　上記のような会場運営において、計画の変更や様々なト
ラブル等が発生したが、VGMをトップに構成する、会場運
営本部（ベニューオペレーションセンター、VOC）を中心に
各FAが連携し、時には担当部署の垣根を越えて事態の収
拾に当たるなど、会場チームで臨機応変に対応した。会場
内で解決できないトラブル等については、MOCへの上申
基準に基づいて報告し、FCCの判断を仰ぎながら対応した。
　こうした取組により、43か所にも及ぶ多数の分散された
会場運営を成功に導くことができた。

観客向けサービス

標識及びサインの設置

　来場者を効率的かつ効果的に案内及び誘導して、全て
の来場者が目的地まで迷わずたどり着けるように、必要な
情報を表示した標識及びサインを、会場内外の適切な場
所に設置した。標識及びサインは、競技や会場名、目的
地の方向や距離、トイレや休憩所など、周辺の施設等をピ
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大会用サインの一例

クトグラムや多言語で表示するとともに、表示する文字の大
きさ等について「  Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライ
ン」に準拠し、誰にでも見やすく、分かりやすい内容とし
た。また、標識及びサインの設置により、東京  2020大会
の開催機運を醸成し、来場体験につながるよう工夫した。
　会場の入り口では、訪れる来場者の高揚感を喚起しな
がら、効果的に会場内へと誘導するため、目印として東京
2020大会の競技会場であることを示す大型のサインを設
置した。
　会場内の案内及び誘導のサインにおいては、各会場装
飾のデザインのベースとなるコアグラフィックスのカラーの
うち４色（「紅」、「藍」、「藤」及び「松葉」）と同じ色に
サイン板面を統一した。最寄り駅周辺からベニューに向か
うアプローチ上のサインについては、一貫性を持たせ、ド
ライバーや歩行者の目につきやすくなるように板面を
「紅」で統一した。このように会場や目的ごとに色を統一
することによって、来場者にとって視覚的にも分かりやすい
サインとした。
　また、標識及びサインには、日本語、英語に加えて、必
要に応じてフランス語を記載するとともに、車いすユーザー
にも視認しやすいよう、地面から高さ1.5ｍ程度の位置にサ
インの板面表示が見えるように配慮した。
　サインの機能としての分かりやすさを追求すると同時に、
台風や地震が多いという日本の特徴を踏まえ、サインの重
りを十分に用意するなどの安全面についても配慮を行っ
た。
　さらに、新型コロナウイルス感染症対策に関する東京
2020大会オリジナルの感染症対策ピクトグラムを掲載し
たサインを製作した。会場入り口周辺や会場内の諸室、通
路等には、「マスクの着用」、「手指消毒のお願い」、「フィ
ジカル・ディスタンスの確保」等の内容を記載した壁面サ
インやスタンド式サインを設置した。加えて、待機列やミッ
クスゾーン等にはフィジカル・ディスタンスを確保するための
フットサイン（足元サイン）等を設置した。これら新型コロ
ナウイルス感染症対策のサインは、特に来場者の注意を引

新型コロナウイルス感染症対策用サインの一例

く必要があることから、会場内の案内及び誘導のサインと
異なるデザインとした。

観客の誘導等

　競技会場において観客の案内及び誘導を円滑に行い、
安全で快適な環境を提供するために、専門家の知見を生
かしながら会場ごとにシミュレーションを行うなど、綿密な
観客誘導の計画を立案した。計画の策定に当たっては、静
的シミュレーションにより観客の入退場に必要な時間を算
出し、観客の動線を検証するとともに、一部の会場では、
専門家の協力の下、クラウドシミュレーションを実施し、よ
り詳しい観客流動解析を行った。この解析の結果を基に、
歩行者スクリーニングエリア（PSA）の通過に要する時間
が均一になるよう待機列の型を変更するなどの滞留防止
策を講じた。
　こうした準備を進める中、東京 2020大会の開催直前に
多くの会場で無観客になったため、スタッフやボランティア

大会スタッフによる観客誘導の状況
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大会スタッフによる歓迎の状況
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の配置箇所を見直すなど、迅速かつ適切に計画の修正を
行った。
　有観客となった会場においては、新型コロナウイルス感
染症対策として、入場時の検温の実施、手指消毒スタンド
の設置、観客にフィジカル・ディスタンスの確保を呼び掛け
るためのフットサインの掲示等の必要な措置を講じた。加
えて、咳エチケット、騒ぐなどの飛沫感染リスクを高める行
為を控えるよう、観戦ルールの呼び掛けも行った。
　学校連携観戦が実施された会場では、子どもたちの着
席位置に東京2020マスコットのシールを貼り付けるなどし
てフィジカル・ディスタンスを保つとともに、エンゲージメン
トにも配慮した運営を行い、新型コロナウイルス感染症対
策にも万全を期すように努めた。

遺失物管理

　東京  2020大会の開催期間中に発生した遺失物の受理
及び返還を適正に行うことは、招致時にIOC総会の最終
プレゼンテーションで紹介された「遺失物の多くが本人の
元に戻る」という日本の美点を体現する重要な課題であっ
た。
　遺失物を適正に管理するとともに、遺失者からの問合せ
に迅速に対応し、遺失物を返還するため、警察と連携して
「遺失物管理システム」を構築した。同システムに、遺失

大会スタッフによる遺失物取扱状況

物の拾得場所、拾得日時、物品名、特徴、保管場所等の
情報を登録することで、遺失者からの問合せ内容を容易に
検索できるようにした。
　東京 2020大会の開催期間中は、同システムを活用する
ことで、競技会場、選手村、IBC/MPC、選手や関係者の
輸送車両内で拾得された遺失物を、迅速に遺失者へ返還
することができた。さらに、東京2020大会が設置したコー
ルセンターにおいても、遺失者からの問合せに的確な対応
を行うことができた。
　東京2020大会の開催期間中の遺失物受理件数は計約
6,500件であり、約 1,500件を返還することができた。遺
失物返還時に、特に海外の選手及び関係者からは、多く
の感謝や感激の言葉が寄せられた。
　遺失者に返還できなかった遺失物は、都内会場の場合
は「東京 2020お忘れものセンター」に集約後、一定期間
保管した後、警視庁遺失物センターへ提出した。都外会
場は、会場を管轄するそれぞれの警察署へ提出した。

ベニューアプローチ

　ベニューアプローチとは、競技会場周辺の観客利用想
定駅と競技会場出入口とを結ぶ、観客が徒歩で移動する
ルートをいう。ベニューアプローチは、競技会場を訪れる
観客にとって東京 2020大会を体験する最初のおもてなし
空間である。このため、警備員等のスタッフによる観客の
誘導や、ボランティアによる会場への案内、都市の装飾な
どを行い、東京 2020大会の雰囲気や期待、高揚を感じら
れる安全・安心で快適な空間にしていくことは、大会の成
功はもとより、地域のイメージの向上、住民生活と大会の
調和のためにも重要な取組であった。

運営計画の策定

　ベニューアプローチを安全・安心で快適な空間とするた
めには、会場内の運営と会場外の都市運営を一体的に検
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討することが重要である。
　東京都や関係自治体、警察及び消防機関等のデリバ
リーパートナーとの円滑な連携を図るため、情報共有や検
討の具体化を促進する会議体を設定し、ベニューアプロー
チの運営計画を策定した。
　都内の競技会場については「会場別連絡会」を東京都
と適宜開催し、組織委員会の計画と東京都の計画の擦り
合わせを行うとともに、都外の競技会場については「ベ
ニューアプローチ検討会」を設置し、関係FAや関係自治
体等の相互の計画との調整を行うことで、競技会場内外
が一体的な運営となるように統合した。これら運営計画の
策定により、有観客会場において、観客等の案内誘導や
暑さ対策、救護体制、新型コロナウイルス感染症対策等
に関して、組織委員会スタッフ、コントラクター及び関係自
治体等の関係者が、安全かつ統一的な対応を行うことが
できた。また、関係者の活動との重複や漏れを防ぐことが
でき、円滑にベニューアプローチの運営を行うことができ
た。

自治体との情報連携体制の構築

　競技会場の内外を問わず、交通機関の乱れや天災など
大会期間中に起きる様々な事象に対応するため、組織委
員会と東京都、関係自治体などが迅速かつ適切に情報共
有できるよう、密接な連絡体制を構築した。東京都におい
ては、組織委員会、輸送センター、国、警察機関、消防
機関、競技会場周辺自治体などの東京2020大会の開催
時の都市運営に関わる多様な組織間での情報共有及び
連絡調整を図るとともに、競技会場周辺対応等を行うた
め、東京都が  COCを設置して運営が行われた。
　組織委員会では、COCに組織委員会リエゾンを派遣す
るとともに、MOC内にCOCリエゾンを受け入れ、東京都
と組織委員会が相互に保有する各種情報を収集及び提
供する体制を構築した。
　また、都外の競技会場においては、会場が所在する県
庁又は市役所に組織委員会からリエゾンを派遣し、東京
2020大会の運営に必要な関係自治体が持つ情報や都市
運営に影響を与える大会運営の情報を共有するなど、関
係自治体と連携しながら大会の運営を支えた。

コロナ禍でのベニューアプローチ運営

　都内のベニューアプローチの運営に当たっては、東京都
が主体となって、シティドレッシング（都市装飾）や都市ボ
ランティアによる観客への案内、混雑予想箇所への警備員
等の配置等を行う予定であった。コロナ禍で多くの会場が
無観客となったことに伴い、観客の案内及び誘導業務を

見直した一方で、近隣住民への迷惑行為などの状況を把
握し、各競技会場やCOC本部と会場周辺の状況を共有す
るなど円滑な大会運営のために必要な対応を行った。都
外の有観客会場においては、当初計画どおり組織委員会
が主体となって案内サインや警備員等を配置した。住民の
生活動線を確保しつつ適切に観客の誘導を行うなど、地
域住民に十分配慮した運営を行うとともに、関係自治体
の協力により、シティドレッシングや都市ボランティアの配
置を行った。また、競技会場内にベニューアプローチ責任
者、現場にはベニューアプローチスタッフを配置し、関係
FA、コントラクター、鉄道事業者、関係自治体等と情報共
有及び調整を一元的に行うことで、ベニューアプローチの
運営を円滑に行うことができた。
　さらに、新型コロナウイルス感染症対策として、ベニュー
アプローチにおける感染防止のためのガイドラインを策定
し、フィジカル・ディスタンスの確保やマスクの着用、大声
での会話の禁止等の飛沫感染防止対策、仮設設備の高頻
度接触部位の消毒や他の観客と接触するような行為（ハイ
タッチ等）の自粛を促すなどの接触感染防止対策等に取
り組んだ。東京 2020大会では、有観客会場は一部となっ
たものの、コロナ禍でのベニューアプローチ運営の貴重な
経験は、今後の国際的なイベントの運営における重要な事
例となった。

暑さ対策

概要

　東京  2020大会は、過去の開催都市と同様、７月から９
月までの暑さが厳しい時期に開催されたが、特に、高温
多湿な東京やその周辺の関係自治体の気候が大会に及
ぼす影響が懸念された。
　また、オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最
大級のスポーツイベントであり、子どもから高齢者までの幅
広い年齢層の人や障がいのある人など、多様な観客が来
場することが想定された。
　こうした懸念や想定を受け、東京  2020大会の安全・安
心な開催に向けた取組として、台風や大雨などの一般的な
天候対策の中でも、とりわけ暑さ対策について、アスリー
ト、競技関係者、観客、大会スタッフ等の各ステークホル
ダーに応じたきめ細かな対策の検討及び計画が強く求め
られた。

組織委員会の取組

　組織委員会は、会場で行う日除けテントの設置などの基
本的な対策の検討を進めるとともに、2015年からは、国
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による「東京 2020に向けたアスリート・観客の暑さ対策
に係る関係省庁等連絡会議」や東京都の「東京 2020大
会に向けた東京都『暑さ対策』推進会議」の設置及び提
言を受け、関係府省庁及び東京都と連携して本格的な暑
さ対策の検討を開始した。2017年度には、実効的かつ具
体的な対策を分野別に検討できるよう、主要なテーマとし
て「会場・施設」、「運営（予防と救護）」及び「情報発
信」の３つを設定し、各ワーキンググループを立ち上げて
対策の検討を進めた。さらに、より専門的な知見を対策
に生かすため、外部有識者で構成する「暑さ対策検討委
員会」を設置し、議論を深めるとともに、委員会の意見を
基にした暑さ対策のモデルケースを作成し、2018年６月に
公表した。
　こうした検討を進めていた2018年の夏には、日本全国
が猛暑に見舞われた。組織委員会では、東京 2020大会
の暑さ対策に危機感を持つIOCと、課題の検討の場を設
定するため、様々な課題について実務的協議を行う会議体
である「 IOC - Tokyo 2020 IRG（ Issue Resolution Group）」
を「天候対策」というテーマで立ち上げ、計８回実施した。
この協議を通じて、IOCと緊密に連携を取りながら、多角
的な視点で実効性のある暑さ対策の検討に取り組んだ。
　2019年夏以降は、本格的に始まったテストイベントでの
競技会場を中心とした効果検証を実施し、その結果を踏

東京2020大会における暑さ対策

まえ、会場別、競技別の暑さ対策をより精緻化した。同年
６月には、テストイベントでの検証を含む大会の暑さ対策に
係る基本方針を発表した。また、同年  11月には、テストイ
ベントでの検証結果を取りまとめ、東京  2020大会で重点
的に実施すべき暑さ対策として公表した。
　組織委員会は、主に次の暑さ対策を実施した（詳細は
下表に記載）。
１　アスリート／技術役員向け
　最高の競技環境の提供と緊急時の即応体制を念頭に、
専用休憩スペースの設置や医療スタッフ等の適切な配置、
飲料、氷等の提供を行った。
２　観客向け
　国籍、年齢、性別などの異なる多種多様な観客にきめ
細かなサービスを提供するため、日除けテント等の設置に
加え、暑さ指数（WBGT）に応じたオペレーションや多言
語による情報発信などを実施した。
　また、オリンピック・パラリンピック競技大会史上初めて、
内容量  750ml以下のペットボトル又は水筒のいずれか１本
の飲料の持込みを認めた。
３　大会スタッフ向け
　大会ボランティアへの研修などに加え、飲料や通気性の
良い速乾素材のユニフォームの提供を行うなど、自らの体
調を適切に管理できる環境を整備した。

選手・技術役員

施設設備

・アスリートラウンジ
・選手用休憩所 
・遮熱性舗装等の実施 
・アスリートロードゾーン
・ファン／ミストファン

飲料供給 ・飲料提供

予防運営 
（備品含む）

・競技スケジュールの変更
・ 競技中断、中止基準や
水分補給に関する
ルール検討の際の IF連携
・氷の提供 
・競技役員クールベスト

救護運営
・選手用医務室 
・救急車配備 
・医療用アイスバス

情報提供
注意喚起

・ IF/NF、NOC、NPCを
通じた気象情報発信 
・気象情報センター
・ 観光庁 Safety Tipsの周知 
・WBGTモニタリング

観客
（ ※有観客会場のみ。無観客会場においては、
大会関係者向け対策として有効活用。）

大会ボランティア含むスタッフ

 

 

 

 

   

 

 

  

  
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

・日除けスペース、パラソル
・冷風機／扇風機
・体調不良の方用休憩所 
・ラストマイル対策

・飲料販売 
・ペットボトル・水筒持込可 
（所定の条件下）
・仮設給水栓

・スポーツプレゼンテーション
・会場アナウンス
・丸型穴あきチラシ
・ミストクルー
・PSAレーン朝顔鉢植え

・医務室 
・救急車配備 
・ファーストレスポンダ―巡回 
・救護所等設置
・大会公式 Webサイト
・Tokyo 2020 COOLING プロジェクト
・大会公式モバイルアプリ
・観戦ガイド・メール
・環境省、気象庁 HPリンク
・観光庁Safety Tipsの周知 
・WBGTモニタリング

・ダイニングエリア 
・日除けスペース、パラソル
・冷風機／扇風機
・休憩所

・飲料提供 
・飲料販売 
・給水機 
・東京 2020エコ水筒
・適切な休憩の取り方周知 
・体調管理ノート活用 
・塩分補給タブレット配布 
・クーリングボディーシート配布
・おしぼり提供 
・警備員のサングラス着用

・医務室 
・救急車配備

・共通研修等の事前研修での
理解促進 
・観光庁Safety Tipsの周知 
・WBGTモニタリング
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外部の知見の活用

　暑さ対策は、東京  2020大会に限ったものではなく、国
連が掲げる持続可能な開発目標（SDGs）での主要なテー
マである気候変動及び地球温暖化の問題とも関連した社
会的な課題であった。組織委員会では、このような社会情
勢を踏まえ、外部の知見を最大限活用するため、前述の
「暑さ対策検討委員会」の設置に加え、分野や枠にとらわ
れない新しいアイデアの創出を目的として、学生、社会人、
起業家等と協力して、2016年から計３回にわたって組織委
員会が実施した「東京  2020アイディアソン*」を活用する
こととした。具体的には、当該３回のアイディアソンのうち、
2019年に実施した第３回を「  Vol.3 Beat   the   Heat ～猛暑
対策大会議～」と題して実施した。
　「東京  2020アイディアソン」では、東京  2020大会の観
戦時に、全ての観客が自ら暑さをしのぎ、競技を楽しめる
アイデアを募った。具体的には、パンフレットへの指差し会
話シート掲載や国旗柄冷却ジェルシートの商品化、周囲の
観客同士の声掛けの促進などが提案され、一部の提案は
実際に東京  2020大会で活用された。
*  アイディアソンとは、アイデアとマラソンを組み合わせた造語で、
様々な分野の人々が集まり、グループディスカッションなどを通じ
て新しいアイデアを生み出すためのイベントであり、一般的には
主に  IT分野で活用されている。

東京都、国、パートナーとの連携

　組織委員会は、暑さ対策について、東京 2020大会の
競技会場等だけでなく、都市での移動や滞在も含めた包
括的な対策が必要不可欠であり、都や国を始めとした大
会に関連する様々なステークホルダーやデリバリーパート
ナーと一体となって対策を進めていくことが重要であると
認識し、この考え方に沿って対応を進めた。
　具体的には、2016年度の本格的な暑さ対策の検討当
初から、東京都や国と連携して実効性のある暑さ対策の検
討や準備に取り組んできた。
　東京都とは、東京 2020大会の開催期間中の暑さ対策
について、協力して対応を進めた。選手村に滞在するアス
リート、ワークフォース等に対し、東京都水道局と連携して
メインダイニングなど村内３か所に計26台の「TOKYO  TAP
WATER STATION」（仮設直結式給水栓）を設置し、冷た
い水道水の提供を行った。また、学校連携観戦の児童及
び生徒向けに、東京都と連携し、冷房付きテント等を設置
するとともに、飲料や暑さ対策グッズを配布した。
　環境省とは、同省が策定及び発行した「＝イベント主催
者・施設管理者のための＝夏季のイベントにおける熱中症
対策ガイドライン」を組織委員会の暑さ対策検討に反映
させた。

　観光庁とは、同庁が  2019年夏に行った暑さ対策情報の
発信に関する来日外国人向けのアンケート調査において、
テストイベントでのアンケート調査への協力や結果の共有、
分析等により連携した。
　また、2019年６月には、「  Tokyo 2020   COOLING プロ
ジェクト～暑さから身を守ろう～」を立ち上げ、マーケティン
グパートナーを中心とし、東京都を始めとした各自治体と
も連携しながら、暑さ対策の啓発に取り組んだ。

新型コロナウイルス感染症対策及び無観客での大会実
施決定に伴う変更

　暑さ対策と新型コロナウイルス感染症対策の両立の観
点から、待機行列が発生した場合や日除けテント内が密に
ならないよう、適切な誘導や案内、フィジカル・ディスタン
スの確保、マスク着用等感染予防策の注意喚起を行い、密
集、密接、密閉のいわゆる「三密」を避けるオペレーショ
ンを実施した。また、マスク着用時は体に一定の負荷がか
かることから、熱中症予防としてこまめな水分補給や早め
に休憩をとるなどの呼び掛けを行い、塩飴や丸形穴あき
チラシ等の暑さ対策グッズ配布時には手指消毒液の設置
を併せて行い、手指の消毒を促した。さらに、暑さ対策及
び新型コロナウイルス感染症対策全般については、東京
2020大会の開催期間中に公開及び運営したウェブサイト
（Games   Time   Web）やモバイルアプリなど、様々なチャネ
ルを通じて分かりやすい情報提供を実施した。
　また、無観客での開催が決定された競技会場において
は、観客向けの暑さ対策グッズを会場スタッフ用に転用し、
有効活用を図った。

取組の成果

　暑さ対策は、気候変動及び地球温暖化が世界的な注目
を集める中、今後開催されるオリンピック・パラリンピック
競技大会はもとより、都市で行われる大規模なスポーツイ
ベントにとっての宿命的な課題となっていくことが想定され
る。
　東京 2020大会は、IOC、IPC、国、都、パートナー企業
などが一体となって本気で暑さ対策に取り組んだ大会と
も言え、大会で取り組んだ様々な手法や工夫、実施に至
るまでの課題の検討やその解決策などは、本報告書を含
む様々な文献を通じて、将来のオリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の組織委員会や、開催都市にとっての貴重な
財産となっていくことが期待される。
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禁煙方針

　オリンピック競技大会では、これまで  IOCが定めた次の
方針の下に、喫煙対策が講じられてきた。
　 ① オリンピック競技大会は、全ての大会関係者の健康と
安全を守るため、スモークフリー（禁煙）環境とする。

　 ②ノー ・スモーキング・ポリシー（禁煙方針）は公衆衛
生のレガシーの観点からも重要である。

　20  10年７月には、I  OCと世界保健機関（WH  O）が、「た
ばこのないオリンピックを目指す合意文書」に調印し、「全
ての人々に運動とスポーツを奨励し、たばこのないオリン
ピックを実現し、子どもの肥満を予防するために健康的な
ライフスタイルを奨励すること。」を共同で行うことについて
合意に達した。
　国内においては、東京  2020大会を契機に国民の健康
増進を一層図るため、2020年４月１日から健康増進法の一
部を改正する法律（改正健康増進法）及び東京都受動喫
煙防止条例が全面施行され、法令の整備とともに禁煙に
対する意識が高まっていた。

喫煙対策の徹底

　こうした動きを踏まえ、東京  2020大会では、全ての大
会関係者の健康と安全を守るため、「東京  2020大会の期
間中、競技会場敷地内を加熱式たばこも含め、選手、運
営関係者等、大会に関わる全主体において完全禁煙とす
る。」という禁煙方針を定めた。
　東京  2020大会を「たばこのないオリンピック・パラリン
ピック」とするために、観客等の全てのステークホルダー
に、大会前から様々な広報媒体を用いて禁煙方針の周知
を行った。
　受動喫煙防止対策が健康増進法に盛り込まれ、開催都
市・東京都においても受動喫煙防止条例が制定されるな
ど、東京  2020大会を契機として、法律、条例等の改正、
制定等により、たばこ規制に係る制度設計等が行われた

ことで、社会全体でも喫煙対策が促進され、大会後のレガ
シーの一つとなった。

会場内(外)禁煙表示の様子
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4 選手村

選手村の運営

　選手村は、オリンピック・パラリンピック競技大会で最も
重要なステークホルダーである選手が、自身のコンディショ
ンを整えるための生活拠点となる場所であるとともに、文
化や国籍など様々な差異を超え、友情と連帯感の精神を
もって理解し合うことで、平和でより良い世界の実現に貢
献する「オリンピズム」を体現する場所でもある。
　東京  2020大会の選手村は、選手がベストを目指し集中
力を高めていけるよう機能的であるとともに、選手が大会
時にリラックスできる雰囲気とプログラムを提供し、アス
リートファーストの理念の実現に貢献した。
　東京都中央区晴海に配置された選手村では、東京
2020オリンピック時は１万  8,000台、東京  2020パラリン
ピック時は8,000台のベッドを準備し、世界各国からの選
手団を受け入れた。また、晴海の選手村から遠い一部の
競技会場について、選手への負担軽減を図るため、分村
（東京2020パラリンピックではサイクリングアコモデーショ
ン）も整備した。東京2020大会の選手村には、東京2020
オリンピック時は205の国と地域のオリンピック委員会と難
民選手団、東京  2020パラリンピック時は161の国と地域の
パラリンピック委員会と難民選手団から選手、役員等が参
加し、選手村は国や地域を越えた国際交流の場となった。

立地特性とコンセプト

　晴海の選手村は、ヘリテッジゾーンと東京ベイゾーンが
交わるウォーターフロントである晴海ふ頭に位置しており、
東京2020大会のコンセプトの中心にある。選手の生活を
支えるビレッジプラザや各競技会場及び練習会場等に専
用バスで輸送するためのバス発着場（輸送モール）を配置
し、水と緑に親しみ、憩いと安らぎが感じられるスペースと
して公園を提供した。
　なお、宿泊棟と複合施設は、東京都が施行する市街地
再開発事業において、東京 2020大会の終了後に本整備
の上分譲又は賃貸される建物及び施設を一時使用した。
また、「NOC/NPC サービスセンター」を始めとする一部の
運営施設について、東京都の既存施設を最大限に活用す
ることで、選手村整備に係る費用の大幅な削減に寄与した。
　東京 2020大会の終了後、晴海の選手村の宿泊棟は改
修され、新たに建築する高層棟と共に新築住宅として分譲
等を行う予定となっている。また、特定建築者がマンショ
ン販売において使用している各街区の名称「 SUN」、

選手村

ビレッジプラザ

「PARK」、「PORT」及び「SEA」は、東京  2020大会にお
いても使用されることとなった。

提供したサービス

　組織委員会は、複数のパートナー企業などの協力の下、
単なる宿泊サービスにとどまらず、ヘアサロン、銀行、雑
貨店といった生活に必要なサービス及び日本文化コー
ナーなどでアクティビティの提供を行った。
　中でも、東京  2020大会ならではの特別な経験を選手に
提供するために行った、カジュアルダイニングにおける日本
食の提供や、東京都の協力の下に実施したビレッジプラザ

村内巡回バス（ e-Palette）
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における日本文化の体験サービスは、共に高い人気を博
し、日本食及び日本文化の発信に大きく貢献した。
　さらに、選手村内を巡回するバス（e-Palette）には、パー
トナー企業が開発した自動運転車を採用することで、選手
や大会関係者の移動をサポートした。

持続可能性への配慮

　晴海の選手村におけるサービスの提供に当たっては、
パートナー企業や東京都と連携し、環境やエネルギーを多
方面から考慮した次の①から④までの取組を実施し、持続
可能性に配慮した選手村を実現した。
　① 再生可能素材でできた寝具の提供
　 ② 居室内に備える備品にレンタル品やリース品を活用す
ることによる廃棄物削減

　 ③ 村内巡回バス（  e-Palette）及び一部の運営車両に電
気自動車を使用

　 ④ 水素エネルギーで発電した電気を宿泊棟の一部やリ
ラクゼーションハウスで使用

分村の活用

　セーリング、自転車競技（トラック及びマウンテンバイク）
の各会場は、晴海の選手村から遠いため、選手への負担
が懸念されていた。そこで、セーリングについては晴海の
選手村から約92㎞、車で100分の神奈川県大磯町、自転

セーリング村（大磯）

サイクリング村（修善寺）

車競技（トラック及びマウンテンバイク）については晴海の
選手村から約  188㎞、車で190分の静岡県伊豆市に、そ
れぞれ分村を整備した。
　なお、東京  2020パラリンピックでは自転車競技（トラッ
ク及びロード）の各会場について同様の懸念があったこと
から、自転車競技（トラック）についてはオリンピックの分
村と同様の静岡県伊豆市に、自転車競技（ロード）につ
いては晴海の選手村から約  165㎞、車で170分の山梨県富
士河口湖町、及び約  160㎞、車で160分の富士吉田市に、
それぞれサイクリングアコモデーションを整備した。
　サービスの提供の方法は、既存の施設を活用したため、
晴海の選手村と異なるものもあるが、基本的には晴海の
選手村と同じコンテンツのサービスを提供した。
　分村ならではの取組として、競技数が限られているため
競技時間に合わせた食事の提供や競技特性に合わせた
フィットネス機器の提供などを行った。
　また、地元自治体の協力の下で実施したレクリエーショ
ンセンターでの日本文化の体験サービスは高い人気を博
し、日本文化の発信に大きく貢献した。

選手村における新型コロナウイルス感染症対策

　新型コロナウイルス感染症対策の一環として、東京
2020大会への参加のために来日した選手団は、選手村の
滞在期間を短縮し、原則参加競技の開始５日前の入村、参
加競技の終了後  48時間以内の退村とするガイドラインが
適用された。マスクの常時着用や手指消毒を徹底し、東
京2020大会の開催期間中の選手団長会議等の場におい
て、プレイブックの遵守を繰り返し周知した。選手団の接
触機会を減少させるため、オリンピック・パラリンピック競
技大会で選手団の来村時に慣例として行われ、過去大会
で引き継がれてきたチームウェルカムセレモニーや、村内
への臨時の入場者に対するゲストパスの発行は原則中止
とし、多宗教サービスについては、礼拝等の動画配信等を
オンラインで提供した。
　また、入村時の非接触型体温計を使用した検温の実
施、村内各所への手指消毒液の設置、選手団へのアル
コール消毒液等の新型コロナウイルス感染症対策キット
の配布、フィジカル・ディスタンスの確保のための足元サイ
ンの設置等を行った。特に、晴海の選手村及び分村のダ
イニングにおいては、密状態緩和のために喫食スペースの
席数を減らすとともに、席間にアクリル板を設置し飛沫感
染を防止した。また、手指衛生対策として、除菌シート、手
指消毒液及びビニール手袋を設置するとともに、サービス
提供場所では足元サインを設置して最低１mの距離を保
つ目安とした。各施設内においては、窓開けなどのこまめ
な換気を促し、人が密集しがちで特に換気が必要な諸室
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には、サーキュレーターを設置した。また、アルコール飲
料を含むケータリングサービスの提供は、東京 2020大会
では中止するとともに、選手団が持ち込んだアルコール飲
料についても、居室等の「屋内のプライベートな空間」で、
一人での飲酒のみ許可した。
　さらに、晴海の選手村では、選手団長会議のオンサイト
での参加人数を制限し、オンライン中継を併せて行ったほ
か、選手団登録確認やサービスセンターの受付などにおい
てオンラインサービスを積極的に取り入れた。加えて、メ
インダイニングホール、フィットネスセンター、ビレッジプラ
ザ等の来訪者数が表示され、混雑状況がタイムリーに分
かるデジタルサイネージも各所に設置した。
　また、選手村内に設置された医療施設である総合診療
所（ポリクリニック）の１部門（診療科）として発熱外来を
設置し、24時間体制で運営するとともに、併せて設置した
検査センターにおいて、選手等に対して毎日スクリーニング
検査を実施した。

村長、村長代行、副村長

　選手村では、選手村を訪問する要人接遇や、参加選手
団及び関係者との交流及び情報交換を行う目的で、村長、
村長代行及び副村長を任命した。
　東京 2020大会では、東京 2020オリンピック及び東京
2020パラリンピック共に、村長１名、村長代行１名、副村
長５名の体制を取り、両大会の兼任者５名を含む多様な
バックグラウンドを持つメンバーを合計９名任命した。ま
た、オリンピアン及びパラリンピアン双方を両大会に横断
的に起用するなど、両大会の融合につなげるとともに、男
女のバランスにも配慮した。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、当初想定してい
た要人接遇や選手団との交流等は大幅に見直しとなり、
対外的な情報発信は、映像や書面を通じた選手団への
メッセージ発信などを中心に行った。また、オンラインで選
手団ごとにグリーティング（歓迎の挨拶）を行い、選手団
長等との交流を行った。分村には開村直前に村長等が訪
問し、施設の確認やスタッフへの激励を行った。

村長・村長代行・副村長

村長等の一覧

村長 川淵 三郎 
O/P

・ 日本トップリーグ連携機構　代表理事会長 
・日本サッカー協会　相談役 

O/P
村長代行 上村 春樹 ・講道館長 

・国際柔道連盟理事　　　　　

大日方 邦子 
P

・日本パラリンピアンズ協会会長 

O
小谷 実可子

斎木 尚子

・ 東京 2020組織委員会スポーツ・ディレクター
・日本オリンピック委員会理事 

O/P

副村長
瀧澤 正光

田口 亜希

富山 英明

根木 慎志

・ 日本ラグビーフットボール協会理事 

O/P

・日本競輪選手養成所所長 

O/P

・日本パラリンピアンズ協会副会長 

O

・日本レスリング協会副会長 

P

・日本パラリンピアンズ協会副会長

※ 副村長は五十音順
※ O:オリンピック、P:パラリンピック

チームウェルカムセレモニー

　チームウェルカムセレモニーとは、各NOC及びNPCの選
手団が選手村へ入村する際に、関係者及び各国選手団に
対して行われる式典である。オリンピック・パラリンピック
競技大会では、入村する選手団を盛大に迎え入れ、大会
に参加する選手団の栄誉をたたえ、大会での活躍を祈念
するとともに、選手の士気の高揚とオリンピック・パラリン
ピック競技大会への参加意識の向上を図る伝統的な式典
として、過去大会でも慣例的に行われてきた。
　東京  2020大会でも、チームウェルカムセレモニーを実
施する準備を進めていたが、大会の開催延期に伴う簡素
化方針や新型コロナウイルス感染症対策の観点から、チー
ムウェルカムセレモニーの実施に係る見直しが検討された。
その結果、コストの削減やフィジカル・ディスタンスの確保、
開村期間の短縮の観点から、東京  2020オリンピック、東
京  2020パラリンピック共に、公式式典としてのチームウェ
ルカムセレモニーは実施しないこととなった。
　セレモニーは実施しなかったものの、関係者が協働し、
万全の態勢を整えて入村する選手団を温かく迎え入れる
とともに、メインダイニング、フィットネスセンター、ビレッジ
プラザ等の各種施設でのサービスの提供等を通じて、来訪
への感謝と日本のおもてなしの心を伝えた。また、各国選
手団に、日本ならではの記念品として、日本陶磁器卸商業
協同組合連合会、日本陶磁器工業協同組合連合会の協
力の下、陶磁器で制作した記念品を贈呈した。
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5 飲食

飲食提供基本戦略

　東京  2020大会における飲食の提供に当たっては、選
手、メディア関係者、ボランティア、観客など全てのステー
クホルダーの飲食の環境を確保するというだけでなく、参
加者の満足感や共感を得るとともに、大会の基本コンセプ
トである「全員が自己ベスト」、「多様性と調和」、「未来
への継承」を飲食においても具現化することを目指した。
　このため、「飲食提供に係る基本戦略」（以下「飲食
戦略」という。）を策定し、①誰に、②どのような飲食を、③
どのように提供するのか、の３つの基本的考え方を明らか
にし、実現に取り組んだ。

飲食戦略検討会議の設置

　飲食戦略の策定に当たっては、様々な視点から検討を
深めるため、アスリート、スポーツ栄養・食文化・多文化
共生等の分野の専門家、飲食提供に係る事業運営の経験
者、国、東京都等の外部有識者により構成される「飲食
戦略検討会議」を設置し、議論を行った。同検討会議は
2017年３月から９月まで計６回開催し、選手の栄養管理や、
環境への配慮、日本の食文化の発信等のテーマについて
意見交換を行った。
　また、東京 2020大会の飲食に対して、メディア、飲食
事業者、食材の生産者や製造者等の外部からの関心が高
まっていたことを踏まえ、同検討会議はメディア関係者へ
公開するなど、情報発信に努めた。このことは、東京 2020
大会の飲食提供が何を目指しているか、どのような配慮を
行っているかを広く知ってもらうことにつながり、飲食事業
者との協力関係の深化や、大会の開催に向けての機運醸
成等につながった。

戦略の概要

　飲食戦略として目指したものは、参加選手が良好なコン
ディションを維持でき、競技において自己ベストを発揮でき
る飲食提供を実現することであり、その達成に向けて、次
の①から④までの４点を目標として取り組んだ。
　 ① 東京  2020大会における食品衛生、栄養、持続可能
性等への各種配慮事項を網羅した飲食提供に努めるこ
とで、生産及び流通の段階を含めた大規模飲食サービ
スの対応力向上を図る。
　 ② 食品の安全については、東京2020大会が盛夏の時

期に開催されることに十分配慮した食中毒予防対策を
講じるとともに、国際標準への整合も含め、先進的な
取組を推進する。

　 ③ 持続可能性については、従来から培われてきた生産
から消費までの信頼に加え、認証やこれに準ずる取組に
よる国際化への対応を促進する。また、食品廃棄物の
抑制など環境に配慮した取組を推進する。

　 ④ 日本人が自らの食文化の良さを改めて理解し、発信
するきっかけとする。また、食文化の多様性に配慮しつ
つ、外国人が受け入れやすい日本の食による「もてな
し」を追求する。
　飲食戦略は、東京  2020大会の開催時の会場等におけ
る飲食提供について、その内容や配慮すべき点を具体化
する上で、統一的な方針として機能した。また、スポーツ
栄養の分野や、持続可能性に配慮した食材の生産、日本
の食文化、東日本大震災の被災地の復興等について、飲
食の視点から広く議論を喚起する役割を担った。

選手村のダイニング

　オリンピック・パラリンピック競技大会において、多くの
場合、選手は選手村で生活し、選手村のダイニングで飲食
する。このため、東京  2020大会でも、選手村のダイニン
グは、競技スケジュールに合わせて栄養管理や良好なコン
ディションの維持ができること、ストレスを感じないリラック
スした環境であることが求められた。そこで、組織委員会
は、多様なメニューを安全に提供するとともに、選手が食
事を楽しむことができるよう選手村の運営を行った。また、
東京  2020大会は、新型コロナウイルス感染症対策によっ
て選手の外出が認められていなかったため、選手村での飲
食がより重要な位置づけとなった。
　選手村の主要な飲食提供場所には、選手向けのメイン
ダイニングホール、カジュアルダイニング、グラブ＆ゴー、選
手村内で勤務するボランティアを含めたスタッフ向けの
フィールドキャストダイニングがある。
　うち選手向けのメインダイニングホールとカジュアルダイ
ニングのメニューについては、アスリートに加え、スポーツ
や栄養学、料理、食文化などの専門家からなる「選手村
メニューアドバイザリー委員会」を開催し、各委員の専門
的知見に基づき意見交換を行った。同委員会は、2019年
４月から７月まで計５回開催し、メニュー作成に当たっての対
応方向を取りまとめた。
　この対応方向を踏まえ、メインダイニングホールでは、栄
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養面に配慮した多様な食事メニューの提供を行った。可能
な限り「普段と変わらない食事」ができるよう、８日サイク
ルの約  700種類の食事メニューを準備し、提供に当たって
は、「日本食」、「アジア」、「ワールド（世界各地域の料
理）」、「ピザ・パスタ」、「ハラール（イスラム教信者への
配慮）」、「ベジタリアン・メイドウィズアウトグルテン（グル
テンフリー）」、「パン・サラダ」等のカテゴリーごとにコー
ナーを設置した。ハラールはもちろんのこと、選手からの
要望や関心が高まっているベジタリアン料理、グルテンに
配慮した料理をコーナーとして設けることで、多様性への
配慮について、より選手や関係者のニーズに応えた運営を
行った。味付けに関しては、素材そのものを生かした調理
とする一方、選手が自ら味付けできる多種類の調味料を用
意した。さらに、サービング量（食事の提供量）に対応し
て栄養成分量を表示することで、摂取量を分かりやすくし、
選手が適正な量の食事をすることができるよう支援すると
ともに、食数予測や喫食量を踏まえた調理量の調整によ
る食品ロスの削減に取り組んだ。東京  2020大会の期間
中の提供実績としては、メニュー数約  700種類、約87万
食、オリンピック期間中に約  3,000席、パラリンピック期間
中に約  2,400席の座席を提供した。
　カジュアルダイニングでは、選手が日本食を楽しむととも
に、東京  2020大会への参加を契機に、日本の食文化を
知ってもらうことができるよう、日本食の提供に力を入れ
た。食材には東日本大震災の被災地の食材、東京都の食
材を始め、全国各地の地域特産物を可能な限り活用し
た。また、飲食関係パートナーと連携して「東京  2020み
んなのフードプロジェクト」を実施し、公募の中から選ばれ
た食事メニューの提供を行った。
　東京  2020大会の期間中の提供実績としては、メニュー
数約  200種類、約６万食、オリンピック期間中に280席、パ
ラリンピック期間中に250席の座席を提供した。
　選手が簡易な補食を行うために使用するグラブ＆ゴー
では、パン類、果物等の軽食を手軽にテイクアウトできる
よう、利便性を考慮して選手村内に提供拠点を４か所置き、
東京  2020大会の期間中に、19種類のメニューと約５万食
の食事を提供したほか、スタッフ向けのフィールドキャストダ
イニングにおいては、定食スタイルの飲食を提供した。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として、必要に応
じてあらかじめ小分けにして提供する方法の導入や、座席
数削減等の混雑緩和策、アクリル板の設置等の飛沫対
策、手指衛生対策等を実施した。濃厚接触者となった選
手等に対しては、リモートミール（必要な食事を例外的に
ダイニング外で喫食できるようパッケージにしたもの）を提
供するなど、必要に応じたきめ細かな運営を行った。
　選手村の飲食提供については、我が国の食に関する専
門家のメニューに対する助言や、IOCと飲食提供事業者と

選手村メインダイニングホール

選手村メインダイニングホールのハラールコーナー

の連携による円滑な運営が行われたことで、東京 2020大
会の成功への貢献だけでなく、今後の大規模なスポーツイ
ベントにおける飲食提供にとって有益な経験が蓄積され
た。また、選手等から選手村の飲食の内容についてSNS
等に多くの発信がされるなど、各国、各地域の選手団から
高い評価を得ることができた。

各会場での飲食提供

　東京 2020大会の競技会場等の各会場では、多種多様
なステークホルダーに対し、会場や競技の特性に応じた
様々な飲食の提供を行った。
　各会場で飲食を提供するステークホルダーは、選手、審
判、オリンピック・パラリンピックファミリー、放送サービス
及びプレスの関係者、観客、ボランティアを含む大会スタッ
フ等の多数かつ多種類に上った。また、飲食の提供場所、
サービス内容がステークホルダーごとに異なるため、一般
的なスポーツイベントに比べ、より複雑な運営体制や食材
等の供給体制の構築が求められた。
　多くの過去大会では、会場内に拠点となる厨房を整備し
て、そこをハブ（主要な中継地点）として各ステークホル
ダーへ飲食の提供を行っていた。これに対し、東京 2020
大会においては、コストを削減し、より無駄のない大会の
運営を目指す観点から、競技会場に仮設厨房を新たに整
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備せず、既存の会場インフラ等を活用して飲食を提供する
方針とした。会場内の厨房等の能力が十分でなく、既存
のインフラで対応できない一部の会場については、会場外
から料理等を搬入したり、スペース等の許す範囲で設備を
設置したりするなどの取組を行い、必要な飲食を確保し
た。特に、特性上ホットミール（温かい食事）を必要とする
競技においては、会場に簡易加熱設備を設置したほか、大
量の飲食提供を要するボランティア等の大会スタッフ向け
の食事については、弁当を用意し、会場に持ち込むなど
の対応を行った。このため、飲食提供事業者と事前の検
討を重ね、競技会場外での飲食の準備のみならず、喫食
までの食品衛生、セキュリティの確保、搬入方法、飲食提
供場所における加熱や冷蔵の対応など、具体的な提供体
制を構築した。
　観客向けの売店は、多くの会場で新型コロナウイルス感
染症対策のため無観客となったことから、一部の有観客と
なった会場での運営に限られたが、観戦の合間など限られ
た時間においてもスムーズな購入が可能となるよう、来場
した観客の数に応じて必要な数を設置し、運営事業者の
独立採算によって運営した。また、提供する飲料や食事の
量と種類については、水等の飲料について暑さに配慮した
十分な量を確保するとともに、食事について、売店の構造
や設置状況に応じて販売するものを設定し、当該地域の
名産を活用した弁当から、おにぎり、ホットドッグなどの軽
食まで、必要な分量と可能な限り多様なバリエーションを
確保した。また、海洋プラスチック問題への関心の高まり
やレジ袋有料化の流れを受け、売店においてはプラスチッ
クのレジ袋を極力使用しない運営を行った。
　会場における新型コロナウイルス感染症対策としては、
各ステークホルダーの喫食場所、観客売店等において、調
理スタッフが感染防止策を行った上で個別に料理を提供
する方法の導入、アクリル板の設置等の飛沫対策、手指
衛生対策等を実施した。
　東京 2020大会の開催時における大規模な飲食提供の
中で、大会ボランティア向けの弁当については、表面のフィ

ルムを食後に簡単にはがすことができ、リサイクルが容易
な容器を活用するなど、参加者が持続可能性の取組内容
を実感する機会となった。東京  2020大会の開催を取り巻
く環境が流動的であったことなどから、大会の開催前から
提供の準備を進めていた弁当については、発注と実需に
差が生じたことから、大会の開催当初は消費されないもの
（食品ロス）が一定数発生したが、大会の開催期間を通じ
て発注量の管理及び精査を徹底した上で、大会スタッフや
関係者への喫食の呼び掛けや喫食時間の延長などによっ
て需給バランスや喫食数の改善を図り、食品ロスの削減に
努めた。その結果、競技会場等全体の月ごとの推移として
は、大会序盤の７月の非喫食率は約  24％であったが、８月
は約  15％、９月には約８％となった。さらに、東京  2020パ
ラリンピックの期間中は、消費期限の比較的長いパンの余
剰分について、フードバンクへの提供を行うなど、食品の
有効活用に努めた。

国産食材の活用

　日本には「四季折々」といった言葉や「季語」などに表
されるように、古来、情緒豊かで明確な春夏秋冬の四季
があり、南北に長い地理的条件も相まって多様な食材に
恵まれ、各地域がその土地その土地での食材を活用する
ことで、地域の絆を深めてきた。また、これを踏まえた地
域の活性化等に向けた食材の地産地消への取組は、東京
都を始めとする多くの自治体で進められてきた。加えて、東
日本大震災によって大きな被害を受けた被災地において
も、災害からの復興によって高品質な食材が生産されてお
り、組織委員会は、これらの食材の提供が、世界中から
寄せられた被災地支援に対する感謝や復興の姿の発信に
つながると考えた。こうした観点から、組織委員会は、東
京 2020大会の飲食について、国産食材を可能な限り活
用する方針とした。特に選手村では、カジュアルダイニング
を日本の食文化発信の場として大いに活用し、多様な国
産食材を活用した日本食メニューを提供した。これらの国

アスリートラウンジの飲食提供
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産食材の活用に当たっては、内閣官房及び農林水産省と
連携して、各都道府県に対して地域特産物等の食材供給
の意向を調査し、調査でリストアップされた食材を基に、飲
食提供事業者において提供メニューを作成した。その結
果、東京  2020大会の開催期間中は、カジュアルダイニン
グだけでも約  200種類のメニューによって多くの地域特産
物を活用することができた。これら各地域の食材について
は、全国を８つの地方ブロック（北海道、東北、関東、甲
信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄）に
分けて、期間ごとにローテーションし、各地域の食材を活
用した日本食メニューを提供した。また、被災地（岩手県、
宮城県、福島県）及び東京都産の食材は、このローテー
ションに関わらず、毎日提供した。
　メニューは、伝統的な和食にとらわれず、現在の日本で
日常的に食されるメニュー（おにぎり、麺類、鉄板焼き、串
焼き、お好み焼き、フルーツ等）も提供し、特に、フルー
ツ盛り合わせ、おにぎり、鉄板焼き等に人気が集まった。
さらに、内閣官房と連携の上、タブレット、モニターを活用
し、オリンピック・パラリンピック競技大会史上初めて、主
要食材の産地をリアルタイムで表示するとともに、全国  47
都道府県の風景、食材生産地、復興ありがとうホストタウ
ンのメッセージ等をカジュアルダイニング内において情報
発信した。
　なお、東京  2020大会の飲食において調達される食材
は、「持続可能性に配慮した調達コード」（以下、本項に
おいて「調達コード」という。）に合致する必要があり、農
業生産工程管理（GAP）の認証等が求められた。GAP認

選手村カジュアルダイニングにおける日本食の提供

証の取組は、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可
能性を確保し、より良い農業生産を実現することにつなが
るため、調達コードに合致した食材の活用は、東京  2020
大会を持続可能性に配慮した大会とする上で重要な取組
となった。また、全国的な調査を実施したことで、全国各
地において生産されたGAP認証を取得した産品の把握が
容易となり、円滑に活用することができた。
　国産食材については、東京  2020大会への食材提供に
向けて、国や自治体による支援の効果もあり、全国の各産
地において調達コードに合致する食材の生産が推進され
るとともに、大会の飲食をきっかけとして持続可能性に配
慮した生産の重要性や、関連の認証制度についての認知
度向上につながった。また、東京  2020大会への食材の提
供を契機とし、各地の地域特産物について関心が高まり、
今後の地産地消などの取組に寄与することが期待される。

選手村カジュアルダイニングにおける食材の産地等表示
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6 医療サービス

ポリクリニックの運営

　ポリクリニック（選手村総合診療所）は、東京 2020大
会に参加する選手の居住場所である選手村に位置し、医
療サービスの総合拠点として選手や役員に医療を無償で
提供する役割を担った。ポリクリニックでは、救急科、内
科、発熱外来、整形外科、眼科、歯科、皮膚科、精神科
及び女性アスリート科の計９科（東京 2020パラリンピック
の開催時は泌尿器科を加えた10科）の診療科並びに放射
線部門、理学療法部門、薬剤部門、臨床検査部門の計 4
部門を設けるとともに、大型医療機器としてMRIを２台、X
線一般撮影装置１台を設置した。
　東京 2020大会の開催期間中のポリクリニックでは、東
京 2020オリンピックで8,530件、東京 2020パラリンピック
で5,242件の診療とそれに伴う検査等を実施した。また、
症状に応じて高度専門医療が必要な場合は、東京2020
大会の指定病院等に搬送し医療提供を行った。
　特に、コロナ禍での東京 2020大会の開催に鑑み、新
型コロナウイルス感染症及び他の感染症を早期に診断し、
迅速に医療及び療養の機会を提供するため、上記の診療
科に加えて、発熱外来をポリクリニックの１診療科として設
けた。発熱外来には、選手村内でPCR検査ができるブラ
ンチラボを併設し、迅速な検査体制の確保を図り、24時
間体制で運営を行った。また、選手村内でアスリート等の
スクリーニング検査を行うため、検査センターを設置し、ア
スリート等に対して毎日検査を実施した。採取した検体は、
外部の検査施設で原則 12時間以内に結果を出し、新型コ
ロナウイルスなどの感染症の陽性結果が出た場合は、発
熱外来を受診して再検査を行うこととした。さらに、濃厚
接触者に対しても発熱外来に設置した濃厚接触者検査エ
リアにおいて検査を実施した。これらの新型コロナウイル
ス感染症等への対応に加え、東京 2020大会では、アス
リートからの多様な要望に対応し、アスリートのコンディ
ション作りにおける十分な医療サポートを行うとともに、過
去大会からの運用方法の見直し等によりコスト削減を図
るため、次に示すような様々な取組を実施した。

アスリート向けサービスの充実

　ポリクリニックでは、オリンピック・パラリンピック競技大
会史上初めて女性アスリートの総合的なサポートを行う
「女性アスリート科」を設置した。女性アスリート科では、
IOC及びIPCの性感染症に関する情報提供やスポーツにお

けるハラスメント、不適切行為の防止といったセーフガー
ド・プログラムを始め、内科、精神科等の他の診療科とも
連携し、女性特有の症状から一般診療まで近年増大する
女性アスリートの多様な悩み、女性医師による診療等、
様々な要望に対応するべく、女性に特化した医療提供を
行った。
　また、その他の史上初の取組として、医療とコンディショ
ニングの連携が挙げられる。コンディショニングとは、受傷
部位等の機能改善、症状の軽減や予防のために、関連す
る部位のトレーニングなどを行うことで医療をサポートし、
さらにコンディションのレベルアップを図るアプローチのこ
とである。ポリクリニックでは医師の診察及び治療や整形
外科医師の指示に基づき、理学療法士が治療を実施し、ポ
リクリニックからの患部に関する情報を踏まえて、フィットネ
スセンターにおいてトレーナーが機能改善や予防のための
コンディショニングとレベルアップのためのトレーニングサ
ポートを実施した。このことにより、医療からコンディショ
ニングまでの一貫したアスリートサポートを実現した。過去
大会では別の場所に設置されることの多かったフィットネ
スセンターがポリクリニックと同じ複合施設内に設置され
たことにより、必要なときにスタッフが行き来して円滑な情
報共有が可能となり、より選手の状況に即したサポートを
提供することができた。

ポリクリニックでの提供サービスの再検討

　ポリクリニックの運営に当たっては、アジェンダ2020の
趣旨等を踏まえ、サービス内容を見直し、コスト削減にも
十分配慮した。具体的には、過去大会では、選手に加え、
役員等にも眼鏡及びコンタクトレンズに係るサービスを提
供していたが、東京 2020大会では、アスリート優先診療
の徹底と運営コスト抑制のため、ポリクリニック内での眼
鏡及びコンタクトレンズの提供を、選手限定のサービスと
し、コンタクトレンズの処方及び提供は既使用者のみとし
た。また、歯科において、一般歯科診療を始め、根管治
療（エンド治療）等の専門治療、口腔ケアやマウスガード
作製といった多岐にわたる診療について、診療内容や診察
ブースの効率的運用を図ることで、診察席数を従来の８席
から６席に削減するとともに、診療は原則として選手のみを
対象とした。こうして、選手への充実した診療水準の確保
と、コスト削減を両立させた。さらに、東京 2020大会で
は、リオ2016大会と同様、ポリクリニック内に CT検査の
機器を設置せず、選手村に近接する指定医療機関の協力
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女性アスリート科の様子

コンディショニングとの連携

を得てCT検査を実施することで、運営コストの削減を図っ
た。また、検査に当たっては、組織委員会が手配した専用
車で選手を迅速に搬送することで、診療に訪れた選手を待
たせない円滑なCT検査を可能とした。
　このように、経済性及び効率性を確保しつつ、選手が
競技で最高のパフォーマンスができるよう、アスリートファー
ストで、信頼される医療サービスの提供を実現したことで、
将来のオリンピック・パラリンピック競技大会に向け、ポリ
クリニックの新しい在り方を提示することができた。

会場での医療サービス及び大会指定医療
機関との連携

会場医療責任者を中心とした医療体制の構築

　選手や観客などの多くのステークホルダーの安全・安心
を確保し、円滑な会場運営を実現するため、会場ごとに
会場医療計画を作成するとともに、会場医療責任者を頂
点とした体制を構築し、選手向け及び観客向けの医療を
適切に提供した。
　会場医務室のサービスレベルを超える治療や検査が必
要な東京  2020大会の関係者については、会場医療責任
者や選手用医療統括者の判断及び指示の下、会場に常駐
する救急車等によりあらかじめ指定した大会指定病院に
搬送した。

会場医務体制図
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選手用医療サービスの提供

　選手に対する医療サービスの提供に当たり、選手用医
療統括者を中心に、医師、看護師のほか、歯科医師や理
学療法士、アスリート・ケア・アシスタント（担架による搬
送等、医療有資格者のサポートを行うポジション）の医療
スタッフを配置した。選手用医療統括者は、各競技に特化
した医療サービスを提供するために東京2020大会で新設
したポジションであり、競技運営や競技ごとの傷病に精通
した医師を配置した。
　また、全ての競技会場に救急車を配備し、必要に応じ
て大会指定病院等へ迅速な搬送を行うとともに、選手用
医療に電子カルテを導入することで、IOC及び IPCとのデー
タ共有を円滑に実施することが可能となった。
　さらに、怪我の治療などの通常の医療サービスの提供
に加え、選手の熱中症対策として、東京 2020オリンピック
の開催期間の11会場 11競技、東京 2020パラリンピックの
開催期間の５会場５競技にメディカル・アイスバスを史上初
めて導入した。メディカル・アイスバスは、直腸体温計を
使用し、深部体温を継続してモニターするなどの医療行為
を伴うものであり、天候などの理由により実際に使われた
のは札幌大通公園の50㎞競歩と男子マラソンの２種目と
なった。
　加えて、新型コロナウイルス感染症対策として、感染が
疑われる症状の体調不良者を隔離するため、選手用医務
室とは別に隔離室を設置した。選手団において、競技会
場等で感染が疑われる症状の体調不良者が発生した時
などに迅速に隔離室に移送し、その後の発熱外来受診に
つなげた。

観客用医療サービスの提供

　夏のオリンピック・パラリンピック競技大会では、観客が
暑さ等による体調不良を引き起こしやすく、IOC及び IPCか
らも観客用医務室を整備するよう求められていた。そこで、

東京  2020大会では、選手用医療だけでなく、観客用医療
も適切に提供できるよう体制を整備した。しかしながら、多
くの会場で無観客になったため、医療体制を縮小しつつ大
会スタッフ等の関係者向けの医療を観客用医務室で提供
した。
　多くの観客が集まることが想定された東京2020大会に
おいては、早期に混雑する観客の中から体調不良者を発
見することが重要な課題であった。そのため、ボランティア
のファーストレスポンダーが二人一組となって会場内を巡
回し、初期対応を図るよう準備した。しかしながら、新型
コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの会場で無観客に
なったことを踏まえて運用の見直しを行った。
　医務室では、医療スタッフによる医療サービスの提供が
行われ、必要に応じてあらかじめ用意した救急車にて、大
会指定病院等に迅速に搬送を行った。
　さらに、新型コロナウイルス感染症対策として、感染が
疑われる症状の体調不良者を隔離するため、観客用医務
室とは別に隔離室を設置した。無観客となった会場でも予
定どおり隔離室を運用し、大会スタッフ等の関係者で感染
が疑われる症状を呈する体調不良者が発生した際に対応
を行った。

医務室内の様子
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医療スタッフ及び救急車の確保と配置

医療スタッフの確保と配置

　医療スタッフについては、配置人数の確保だけでなく、提
供する医療サービスの質の確保も求められる。このため、
IF医事規則及び「東京都が主催する大規模イベントにおけ
る医療・救護計画ガイドライン」を参考に、新型コロナウ
イルス感染症にも対応できるスタッフの配置と医療サービ
スの質の確保を図った。
　医療スタッフの確保に当たっては、2018年から医療機関
や職能団体等へ協力を依頼した。各競技会場等の会場医
療責任者の医師並びに観客用医務室に配置する医師及
び看護師については、会場付近の大学病院等医療機関を
大会協力病院（35団体）として協力を仰ぎ、さらに、職能
団体並びに国及び地方自治体に対しても派遣依頼を行っ
た。
　選手用医療統括者及び選手用医務室、競技エリア、選
手村総合診療所（ポリクリニック）等に配置する医師、歯
科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、日本スポーツ協
会（ JSPO）公認アスレティックトレーナー等については、NF
や職能団体、学術団体に対して推薦を依頼した。また、医
療スタッフの質の向上を図るため、研修内容を拡充して
行った。具体的には、知識の平準化を目的としたe-ラー
ニングの実施に加え、体験訓練として「 2020年東京オリ
ンピック・パラリンピックに係る救急・災害医療体制を検討
する学術連合体」（ AC2020）の協力を得て、会場医療関
係者に対し心肺蘇生や自動体外式除細動器（AED）の使
用法、救急搬送の研修を行った。
　2021年に入り、東京 2020大会の開催が近づくにつれ
て、新型コロナウイルス感染症の蔓延により地域医療体制
への影響が懸念されてきたが、大会関係者の縮減や海外
観客の断念、観客数上限の見直しの方向性等を踏まえ、大
会に必要な医療スタッフ数の更なる精査を行った。同時

に、関係団体に対し、JSPO公認スポーツドクターや潜在
看護師等コロナ診療に直接従事していないスタッフの参
画をあらためて働き掛けるとともに、IOCを通じて海外の
医療スタッフを受け入れることなどにより、東京 2020大会
の開催期間中の医療サービス提供体制を確保した。
　日本国内では、多くの大規模スポーツイベントにおいて、
既にスポーツ医療に精通した医師等が配置されていたが、
東京 2020大会では、さらに救急医療とスポーツ医療の連
携を図ることで、スポーツ現場で発生する救急疾患への処
置に対する理解と実践が深まった。また、東京 2020大会
の開催を通じて、35の大会協力病院をはじめ、NFや職能
団体、学術団体等 130を超える多くの団体から医療スタッ
フの協力を得ることができ、異なる医療分野同士の交流が
生まれたことで、スポーツ現場における人的ネットワークの
発展につながった。

救急車の確保と配置

　全てのステークホルダーについて、救急搬送が必要と
なった際に迅速な対応が取れるよう、組織委員会は、全国
の34の消防本部と連携するとともに、東京都を始めとした
各関係自治体や防衛省の協力を得て、選手用救急車と観
客用救急車を各競技会場に配備した。
　具体的には、IF及び NFと協議の上、選手用救急車を
配備するとともに、練習会場においても、自転車競技、体
操、ボクシング等の一部の競技について、練習期間中の救
急車配備を行った。救急車配備の調整に当たっては、競
技会場を管轄する各自治体と協議し、原則、各自治体の
救急車を配備したが、一部の自治体においては、地域の
実情に鑑みて、近隣消防機関から救急車を受援し、配備
体制を構築した。また、自転車競技（ロード）においては、
東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県の８消防本部の連
携により、リレー方式で車列後方からの救急車３台の追走
を実現し、これまでの日本の消防救急配備体制における

実地研修の様子
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救急車配備の様子

初めての取組となった。
　東京 2020大会におけるこうした大規模な近隣消防組
織の応援協定の締結と救急配備体制の確立及び運用は
初の試みであり、大会の医療面での安全・安心の確保に
大きく貢献することができた。また、東京 2020大会の救
急車配備及び運用の体制は、今後の大規模スポーツ大会
の救急車配備体制構築におけるレガシーとなることが期
待される。
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7 アンチ・ドーピング

ドーピング対策

検査体制の整備

　2015年に露見したロシアの組織的ドーピング問題を発
端として、スポーツ界におけるドーピングは、過去に類を
見ないほど厳しい目を向けられることとなった。これを受
けて、ドーピング検査の独立性を担保するため、オリンピッ
ク競技大会において、IOCに代わって検査を管轄する国際
検査機関（  International Testing Agency。以下「  ITA」と
いう。）が2018年１月に新設され、東京  2020大会から本格
的な稼働が始まった。組織委員会は、ITA及び  IPCの指示
及び監督の下、関係各所と連携しながら厳正なドーピング
コントロールの運営計画を策定し、及び推進した。
　計画の実施に当たり、ITA及び  IPCが予定しているドーピ
ング検査数に対応できる専門要員（以下「ドーピング検査
員」という。）の不足が課題であった。東京  2020大会の開
催期間中の検査数に対応し、円滑に検査を遂行するため、
組織委員会は、日本国内においてドーピング検査を管理
及び監督する唯一の団体である日本アンチ・ドーピング機
構（以下「  JADA」という。）の協力の下、ドーピング検査
員の育成を行った。その結果、東京  2020大会を通じて、
約190名のJADA認定ドーピング検査員が大会で活動する
こととなった。さらに、各国のアンチ・ドーピング機関と連
携し、知識と経験を有する質の高いドーピング検査員約
110名を国外から選定した。
　また、東京  2020大会の期間中に行うドーピング検査に
加えて、昨今、アンチ・ドーピング規則違反を犯しているア
スリートをオリンピック・パラリンピック競技大会に出場さ
せないための対策が、世界アンチ・ドーピング機構（以下
「WADA」という。）や各国のアンチ・ドーピング機関等によ
り重要視されてきた。このような動きを受け、国、組織委
員会及び国内の関係団体で協議を行い、対策の必要性が
検討され、その結果、ドーピング防止活動推進法が2018
年10月に施行された。この法律により、組織委員会は、
JADA等のアンチ・ドーピング機関、スポーツ振興センター
及びスポーツ庁を始めとする各省庁と綿密に連携し、東京
2020大会の開催前及び開催期間中にドーピングに関する
情報共有の施策を講じることができた。
　これらに加え、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大
を受け、アスリート及びドーピング検査員が安全・安心な
環境でドーピング検査を実施できる対策が必要となった。
組織委員会は、国や東京都による感染症対策方針及び

WADAの策定したコロナ禍における検査のガイドラインを
遵守し、手指の消毒、マスクの着用など、感染症対策を徹
底した。
　これらの取組により、関係各所との連携を通じて国際大
会に対応できる質の高いドーピング検査員を育成し、感染
症対策により安全・安心な環境を確保した上で、適切な
ドーピング検査体制を実現した。

検体分析体制の整備

　オリンピック・パラリンピック競技大会においては、開催
都市契約等により、WADA認定分析機関は、採取した検
体の到着後、分析結果を原則として24時間以内にITA及
び IPCへ報告する義務がある。東京 2020大会では、これ
に加え、専用のドーピング分析施設（東京 2020大会専用
ラボ）の警備体制について、より厳格な分析環境の構築を
目的として、WADAから高いセキュリティレベルが求められ
ることになった。
　これを受け、組織委員会はWADAが認定する国内唯一
の分析機関である株式会社 LSIメディエンスと共同し、トッ
プレベルの設備と常駐警備体制を整備した。
　具体的には、東京 2020大会専用ラボを板橋区内に設
置し、24時間体制下で１日最大約 400検体の分析の実施
に対応可能な資機材等を整備の上、大会要件を満たす専
用ラボとして必須のWADA認定を取得した。セキュリティ
面では、外部からの侵入を防止するため、敷地内及び建
物内に警備員及び赤外線センサー等の警備機器を配置
し、警備員は24時間体制で警備を実施した。また、入退
室時の厳格な管理、入室エリアの制限のため、生体認証
システムを導入し、顔認証を用いた入退室管理システムを
構築した。特に、建物出入口、検体分析エリアの出入口
等のセキュリティを高めるため、重点的に顔認証装置を設
置するなど、業務上の特性に応じて、入退管理を厳密に実
施した。
　分析に携わる人員育成についても、東京 2020大会の
開催前から基礎教育研修や分野別技能研修等を計画的
に実施し、十分な知識と技能を有するスタッフを養成した。
また、東京 2020大会の開催期間中においては、約 280
名のスタッフが三交代制で分析業務を遂行し、おおむね
24時間以内にITA及び IPCに分析結果を報告した。
　これらの取組を通じて、採取された検体を滞りなく分析
することにより、適正に検体分析業務を遂行した。
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大会時の活動

ドーピング検査の実施

　東京 2020大会では、IOC及び IPCが策定した規則に基
づき、東京 2020オリンピックでは、選手村の開村日の2021
年７月13日から閉会式が行われた同年８月８日まで、東京
2020パラリンピックも同様に、開村日の同年８月17日から
閉会式が行われた同年９月５日まで、それぞれドーピング検
査を実施した。
　開会式以降、予選も含めて全ての競技及び会場でドー
ピング検査を実施した。また、関係機関と連携することで
入手した情報等を参照し、ITA及び IPCの指示の下、的確
な抜き打ち検査を展開した。経験豊富なドーピング検査員
及びボランティアであるシャペロン（選手に対して通知及
び監視をする補助スタッフ）の活動により、検査は全ての競
技及び会場で滞りなく行われた。
　東京 2020大会においては、東京 2020オリンピックで
6,349検体、東京 2020パラリンピックで2,174検体、合計
8,523検体が採取された。

公式記録書の電子化

　これまで、ドーピング検査で必要な書類は全て手書き文
書で作成されており、検査後はWADAのウェブサイト上の
システムへ別途入力する必要があった。
　IOC及びIPCは、過去大会におけるWADA独立監査員
からの強い推奨を受け、システムへの入力作業の軽減化や
検査情報、選手の個人情報の管理強化を図るため、ドー
ピング検査書類の電子化の導入を検討してきた。その結
果、IOCからオリンピック・パラリンピック競技大会の開催
時におけるドーピング検査に係る権限を委譲されたITA及
びIPCは、効果的かつ円滑な検査運営を目的に、オリン
ピック・パラリンピック競技大会としては初めて、東京 2020
大会においてドーピング検査の公式記録書を電子化する
ことを決定した。
　公式記録書の電子化に向けて、組織委員会では、ITA
及びIPCが指定した電子化システムの運用を行うための環
境の整備を行った。まず、東京 2020大会の開催時までに
当該システムを適切に操作できるドーピング検査員を育成
するため、東京2020大会でドーピング検査員として活動予
定のある日本人候補者及び海外から招へいした検査員に
対して研修を行った。さらに、組織委員会が主催した一部
テストイベントにおいて、実際にITAの立ち会いの下、当該
システムを使用しての検査を行った。
　東京 2020大会の開催期間中においては、競技会場及
び非競技会場におけるほぼ全ての検査について、タブレッ

ト端末を使用して円滑に検査を実施した。
　こうした電子化の取組により、柔軟で的確な検査を実施
することができ、文書の印刷や保管に係るコストの低減な
どと併せて、効率的、効果的かつ円滑な検査運営を実現
した。また、こうした取組が、将来のオリンピック・パラリ
ンピック競技大会や大規模スポーツイベント等に引き継が
れていくことが期待される。
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8 清掃と廃棄物処理

会場の清掃

　東京 2020大会の開催期間中の会場の清掃については、
労働市場での慢性的な人手不足から、清掃スタッフの確保
が大きな課題であった。また、既存会場では、厳重なセ
キュリティ対策や会場の異なる複数の競技が同時並行で
短期間に実施されることなど、オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会特有の仕組みや制約に対応しながら、いかに
効率的な作業体制を構築するかという、一般的なスポーツ
イベント等の運営とは異なる工夫が求められた。
　東京 2020大会の開催期間中の清掃を行う上で、既存
会場や新規恒久施設では、その会場で清掃業務を担って
いる事業者に協力を得ることで、清掃スタッフを効率的か
つ効果的に確保するとともに、会場内の知識やノウハウを
活用した。仮設会場についても、大規模施設における清
掃業務の経験や実績を十分に確認した上で事業者を選
定した。
　これらの会場の事業者にとって、東京 2020大会の開催
期間中は業務量が大幅に増加することから、必要な作業
体制を整えられるよう、大会特有の条件などについて丁寧

に情報提供等を行った。
　清掃を担う事業者に対しては、清掃スタッフ一人ひとり
に十分な教育を行わせるとともに、組織委員会としても大
会の理念などの研修機会を設けることで、東京  2020大会
の開催期間中には、選手や関係者等の会場来場者に対
し、高品質なサービスを提供した。
　具体的には、トイレや客席などの会場内の施設や場所
ごとに、清掃の頻度や急きょ清掃が必要になった際の方針
を定め、現場の特性に応じた清掃を行った。また、衛生
面への配慮が特に必要なトイレや選手の更衣室など一部
のエリアにおいては、定期的な巡回を行うことで、いち早
く清掃が必要な箇所を把握し、清潔な会場を保つことがで
きた。
　さらに、新型コロナウイルスへの感染を防止するため、会
場清掃として担える具体的な対策を検討した結果、接触感
染を予防する観点から、ドアノブや水栓レバー、手すりと
いった高頻度接触部位を対象に除菌清掃を実施した。
　東京  2020大会の会場の清掃を通じて、世界各国の選
手や関係者等に対して、日本の高い清掃レベルを示すこと
ができた。

会場清掃の様子
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廃棄物処理

　会場から排出される廃棄物の処理については、「持続可
能性に配慮した運営計画」で掲げた資源化率 65％の目
標達成に向け、ペットボトルやプラスチック、紙容器などの
リサイクルルートの確保が課題であった。また、夏場にお
ける廃棄物の腐敗や臭気への対応も必要であった。
　組織委員会は、各会場において従来から廃棄物処理を
担っている業者の積極的な活用や、業界団体等と緊密に
連携し会場ごとにリサイクル処理ルートをきめ細かく確保
することなどにより、適正な処理体制の構築に努めた。特
に、都内会場から排出されるプラスチックごみについては、
東京都と連携して全量マテリアルリサイクルに取り組み、
東京 2020大会の開催期間中に回収したプラスチックごみ
で当該取組を実施することができた。また、夏場における
廃棄物の腐敗及び臭気対策としては、特別区を始めとする
地方自治体の協力の下、迅速かつ衛生的な処理に努めた。
　こうした廃棄物の資源化や適正処理は、廃棄物を排出
する段階において、徹底した分別が行われることで初めて
実現できる。このため、誰もが分別しやすくするために、ご
み箱にペットボトルや紙類など分別の種類をピクトグラム
で表示した。

廃棄物処理の様子

　また、実際に会場から廃棄物を円滑に搬出するに当たっ
ては、選手の入退場や競技の進行といった会場運営の
様々な動きの支障とならないよう作業スケジュールを組む
とともに、日々の排出量の変動などに対応するため搬出車
両の適切な運行管理を行った。
　さらに、新型コロナウイルス感染症への感染防止として、
廃棄物の収集業者に防護具の適切な使用など必要な対
策を講じることを求めた。
　取組の成果としては、多くの会場で無観客となり、廃棄
物の組成や量が当初想定していたものと大きく異なったこ
とから、資源化率  65％の目標には届かなかったものの、事
業者や東京都を始めとする関係団体との緊密な連携及び
協力により、62％の資源化率となった。

ピクトグラムを使用したごみ箱
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9 プロトコール

オリンピック・パラリンピックファミリー
サービス（要人プログラムを含む）

オリンピック・パラリンピックファミリーサービス

　オリンピックファミリー（OF）、パラリンピックファミリー
（PF）とは、IOC委員やIPC理事等、NOC、NPCや  IFを含
む主要なオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大
会の関係団体の役員及び幹部、国内外の政府要人、トッ
プパートナーの会長及びCEO、将来のオリンピック・パラ
リンピック競技大会の組織委員会の会長やCEO等の上級
幹部、次の開催都市の市長等により構成される、オリン
ピック・パラリンピック競技大会の関係者（ステークホル
ダー）のカテゴリーの一つである。
　OF及びPFに対し、簡素化や新型コロナウイルス感染症
対策も踏まえつつ、東京  2020大会の開催時に適切な輸
送、宿泊などのサービスが提供されるよう、その方針や内
容をIOC、IPC及び組織委員会内の関連  FAと綿密に連携
して準備を行い、その内容をOFガイド及び  PFガイドとして
OF及び  PFに電子ファイルで提供した。東京  2020大会の
開催時には、ホテルオークラ東京（The   Okura Tokyo）、
ANAインターコンチネンタルホテル東京、東京プリンスホ
テル、グランドニッコー東京台場、相鉄グランドフレッサ東
京ベイ有明の各ホテルを、OF及びPFが宿泊するオリンピッ
ク・パラリンピックファミリーホテルとして運営した。各ホテ
ルには、OF及び  PFの直接の連絡窓口として、インフォメー
ションデスクを設置したほか、OF及び  PFに帯同するアシス
タントの活動などを通じて、OF及び  PFの滞在中の活動を
支援した。また、IOC又はIPCが主催する会議、イベント等
が、それぞれ  IOC又はIPCが規定するプロトコール（国際
儀礼）に即して円滑に実施されるようサポートした。過去
大会の例に倣い、組織委員会による歓迎の夕べ、そして
IOC及び  IPCの感謝の集いが行われたが、コロナ禍の状況
を踏まえ、いずれも参加人数を抑え、飲食を伴わない簡
素な形で行われた。
　式典、選手村及び旗、会場、空港におけるプロトコー
ル・サービスについては、空港から宿泊ホテルを経て競技
会場まで、又は宿泊ホテルから空港までのジャーニーをOF
サービスFA（  OFS）及び PFサービスFA（PFS）と関係  FA
が連携して体制を構築した。コロナ禍での開催のため、競
技会場では来場者数の管理を行い、フィジカル・ディスタ
ンスの維持による感染防止策を準備した。スタンドの観戦
席は、フィジカル・ディスタンスが１ｍ確保できるよう、座席

数の約  50％に管理し、ラウンジについても、黙食による飲
食スペースと、マスク着用をした歓談スペースに分けた運用
となった。空港においては、入国時の抗原定量検査の実
施と、その検査結果が判明するまでの待機者に係る対応
が課題となったが、スタッフの配置場所を適宜調整するこ
とで、検査及び待機場所への誘導や、待機場所での密を
発生させないなど、できる限り円滑な運用を図った。式典
（開会式）については当初想定した、東京  2020オリンピッ
クで1万名、東京  2020パラリンピックで6,000名の規模か
ら、IOC及びIPCとの調整により、参加人員は大幅に削減
し、最終的にオリンピックは約  900名、パラリンピックは約
800名程度となった。これにより、フィジカル・ディスタンス
の確保等のコロナ対策を実施しつつ、輸送やラウンジ飲食
のサービスレベル等、当初のオペレーション計画をおおむ
ね維持する形で運営することができた。旗に関しては、
NOC、NPC及び  IFからのデザイン承認を取った上で製造を
行い、東京  2020大会の開催期間中はIOC及び  IPCの規則
に従い適切に掲揚されるよう管理を行った。
　国内及び国外の要人へのサービス提供については、そ
れぞれの要人のオペレーショナルプランを作成し、東京
2020大会の開催時における要人の受入れ体制及びサー
ビスレベルを定めた。また、駐日大使館等を主対象にした
説明会を計６回実施し、東京  2020大会における、開会式
及び閉会式や大会の開催期間中に国外の要人に提供さ
れるサービスの詳細な情報提供を行った。
　東京  2020大会の開催期間中には、プロトコール調整セ
ンター（PCC）を設置及び稼働し、関係 FAやデリバリー
パートナーである政府（内閣官房、外務省、文部科学省
及びスポーツ庁）、東京都等と密に連携しながら、要人の
動向を集約し、各会場側に共有することにより、円滑な大
会の運営及び要人の来場が実施されるよう、対応した。
　東京  2020オリンピックの開催期間中は、13名の首脳級
国際要人及び  93名のスポーツ大臣が来日し、競技を観戦
した。また、東京  2020パラリンピックの開催期間中には、
45名のスポーツ大臣その他の政府高官等が来日し、競技
を観戦した。

第 138次 IOC総会冒頭行事

　2021年 7月20日及び 21日に、第 138次 IOC総会が OF
ホテル（The  Okura Tokyo）で開催された。東京2020大
会の開催延期に伴う簡素化の取組を踏まえ、IOC総会の
前日に予定していたIOC総会開会式は取りやめとなった
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が、20日の総会本会議開催に先立ち、冒頭行事が行われ
た。冒頭行事では、バッハ IOC会長、橋本東京 2020組織
委員会会長、小池都知事、菅首相、山下泰裕 JOC会長に
よる挨拶のほか、日本及び東京の文化を紹介する映像が
上映された。

記念品プロジェクト（伝統工芸品）

　組織委員会は、オールジャパン体制でおもてなしの気持
ちを表すため、東京都及び全国道府県と連携して「東京
2020大会記念品プロジェクト」を立ち上げ、東京 2020大
会の関係者（ IOC、IPC、IF等）に全国 47都道府県の伝統
工芸品を記念品として贈呈し、「日本の伝統工芸品の持つ
魅力」や「職人の伝統的な手わざの素晴らしさ」を伝え、
その魅力を世界に幅広く発信した。

東京2020大会記念品プロジェクトで贈呈されたギフト

オリンピック・ホスピタリティ・センター

　オリンピック・ホスピタリティ・センター（OHC）は、マー
ケティングパートナーや放送権者（RHB）が使用可能な、オ
リンピック・パラリンピック競技大会の組織委員会が用意す
る接遇施設である。過去大会においては、オリンピックパー
ク内に設置されるのが通例であったが、東京  2020大会に
はオリンピックパークが存在しないため、代替施設として、
開会式及び閉会式が催される大会の象徴的な会場であ
るオリンピックスタジアムに隣接し、歴史的な情緒を感じる
ことのできる明治記念館を選定した。組織委員会は、料理
やサービスのレベルについて、マーケティングパートナーや
RHBの重要な招待客を接遇するのにふさわしい品質を担
保するとともに、マーケティングパートナー等の要望に応じ
た細かい調整に対応できるよう着実に準備を進めていた
が、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染対策に
より全面的に中止となった。

言語サービス

　東京  2020大会では、200以上の国又は地域が参加す
ることから、参加する全ての選手やメディア、スタッフ等の
コミュニケーションを円滑にするため、包括的な言語サー
ビスを計画し、質の高いサービス提供を行うことが求めら
れた。組織委員会は、この要求に応えるため、限られた
職業通訳者と会話支援を行うボランティアによる体制でよ
り適切かつ効果的及び効率的にきめ細かな言語サービス
を提供する方法を模索する中で、通常の通訳サービスに加
え、通信技術の飛躍的進歩を背景とした「遠隔同時通訳」
の導入に向けた取組を開始した。
　この取組は、各競技会場等で実施される「メダリスト記
者会見」という世界的にも注目度の高い場面での言語
サービスを主な対象とした。過去の大会では限られた競技
でのみ「同時通訳」が提供されてきたが、東京  2020大会
では、史上初めて、全競技のメダリスト記者会見について、
競技会場から離れた「遠隔通訳センター」から同時通訳
サービスを提供した。この先進的取組によって、メダリスト
の「生の言葉」が迅速かつ適切に通訳され、メディアを通
じて全世界に広く発信されることで、世界にスポーツの素
晴らしさを伝える手段となった。
　同時に、この「遠隔通訳センター」は多言語の通訳者
及び技術者チームが同じ場所に参集して運営する形態で

遠隔通訳センターの全景

センターにて業務を行う通訳者
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あることから、これまでのオリンピック・パラリンピック競技
大会では、遠く離れた競技会場間の移動を繰り返し、それ
ぞれの現場でサービス提供を行っていた分散型の業務を、
より効率的かつ集約的に実施できることが期待された。
　当初の想定では、このような運用でミッションを全て実
施する計画であったが、新型コロナウイルス感染症対策と
して、海外からの多言語通訳者の入国が困難となる中で、
東京  2020大会では、国内で業務に当たるチームのほか、
海外からインターネットを介して通訳を行うチームを別編
成し、その混成チームにより通訳サービスを提供するとい
う更なるスキームの変更を、大会の開催直前期に行った。
結果として、この取組により「時差」のある複数の所在地
間を結ぶ形で同じ記者会見に多言語の通訳者が参画する
という新たな通訳のスタイルが生まれ、成功裏に運用する
ことができた。
　通訳提供サービスは、いずれの地域で開催される場合
であっても、円滑な運営において不可欠な要素であるが、
その提供方法に通信技術や  ITを活用した通訳システムを
取り入れ、革新的な運用を試みたオリンピック・パラリン
ピック競技大会は過去になかった。その意味で、この試み
は大きな一歩であり、東京  2020大会での取組の成功は、
スポーツ界にとどまらず、大規模な会議やコンサートなどの
イベントといったあらゆる場面での通訳提供方法に影響を
与え、今後の通訳技術の発展にも寄与することが期待さ
れる。
　また、当初この同時通訳音声の提供対象は、記者会見
室等に参集したメディア等の参加者のみで、専用の「音声
受信機」（ヘッドセット）を貸与して聴取するものであった
が、新型コロナウイルス感染症対策として機器の不特定多
数による使用を回避するため、新たに通訳音声アプリケー
ションを導入した。これは、参加者各自のスマートフォン等
のデバイスにアプリケーションをインストールすることで通
訳音声の聴取を可能にする先進的なシステムであった。こ
のような東京  2020大会の実績は将来のオリンピック・パラ
リンピック競技大会にも継承されるレガシーとなることが
期待されるとともに、費用対効果の検証が求められるコン
パクトな大会の運営にも十分に資するものとなった。
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 10 出入国

出入国

　各国選手団等の日本への到着と日本からの出発は、ア
スリートや大会関係者にとって東京  2020大会への参加の
最初と最後の経験となり、参加者が抱く大会全体に対して
の印象に大きく影響することから、組織委員会は、大会の
成功に向けて、スムーズな出入国手続やおもてなしの演出
を計画し、実行した。
　公式出入国地点の空港（成田国際空港、東京国際空港
（羽田空港）、新千歳空港及び仙台空港の計４空港）で東
京  2020大会の関係者に提供されるサービスとしては、優
先・専用レーンの設置による円滑な出入国手続、手荷物
及び競技用器具の引渡しの支援、アクレディテーション
カードの有効化、ルック（外観）や大会スタッフによる出迎
え、見送りなどを実施した。加えて、新型コロナウイルス
感染症対策として、入国に際して、本邦活動計画書の事前
承認や陰性証明の確認のほか、これらを効率的に行うた
めの統合型入国者健康情報等管理システム（OCHA）のモ
バイルアプリケーションの活用が行われた。空港は他の会
場等と異なり、非独占的な会場としてサービスを実施する
ため、空港における既存の手続と一体化することが求めら
れた。そのため、出入国手続に関連する省庁や空港関係
会社、航空会社と密接に連携し、効率的かつ効果的な出
入国サービスの提供に努めた。特に、入国時の新型コロ
ナウイルス感染症対策の実施に当たっては、ホストタウンで
の事前キャンプに向けた入国を所管する内閣官房と密接
に連携するとともに、検疫を所管する厚生労働省では入国
ピークへの対応など特段の措置が取られた。
　関係各所においては、フィジカル・ディスタンスの確保を
始めとする新型コロナウイルス感染症対策を講じた。入国
時には、東京2020大会の関係者を他の入国者と交わらせ
ないよう、動線の分離や誘導スタッフ（空港リエゾン）の増
員等を行った。加えて、選手については、検疫の検査結果
を別途用意した場所で通知するなど、円滑な入国オペレー
ションを実施した。入国後の輸送については、通常の入国
時の輸送に加え、新型コロナウイルス感染症の検査で陽
性になった選手等について、組織委員会が用意した、後
部座席の空気が前方の運転席に循環しないようコント
ロールする陰圧仕様のフリート車両で、選手村の発熱外来
へ輸送した。また、当該陽性者に機内で濃厚接触したお
それのある選手等も、選手村行専用バスとは別の車両で、
別途用意した待機施設等へ輸送した。
　また、東京  2020大会の関係者の出国は閉会式前後に

集中するため、選手を対象とした出国サービスとして、選
手村（東京都中央区晴海）で航空会社による事前搭乗手
続を実施した。このサービスは、HCI（晴海チェックイン）
と呼ばれ、閉会式前後でオリンピックは３日間、パラリンピッ
クは６日間実施され、選手は出国日の前日にほとんどの手
荷物を預け、出国日当日は残りの手荷物を持って空港へ
移動し、出国した。この特別なオペレーションにより、航
空会社は、航空機の安全や定時運航、空港は出国ピーク
による混乱の防止、組織委員会は選手のスムーズな出国を
実現することができた。
　なお、首都圏の国際競争力の強化や訪日外国人旅行者
の受入れ、東京  2020大会の円滑な開催のため、羽田空
港においては2020年３月29日より新飛行経路の運用が開
始された。また、成田空港においても運用時間を延長して
受入体制を整備し、更なる機能強化が図られた。

オリンピック入国の状況（検査結果待機）

成田空港の入国状況
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11 輸送

輸送の検討体制

　東京2020大会は、過去大会のように、選手村や主たる
競技会場、関係者用の宿泊施設がまとまって立地するオリ
ンピックパークが存在せず、競技会場や関係者用の宿泊施
設等が点在することとなった。これは輸送オペレーション
全般にとって厳しい前提条件であり、挑戦であった。
　そのため、輸送サービスの提供に当たっては、出入国や
宿泊に関する情報を踏まえたオペレーションの設計、競技
用具等の搬送との連携等が必要であり、輸送、出入国、ロ
ジスティクス及び宿泊といった分野が互いに密接な関係に
あることから、所管する輸送  FA（  TRA）、出入国FA（  AND）、
ロジスティクスFA（  LOG）及び宿泊FA（  ACM）を輸送局
に一元化し、密接に連携しながら検討を進められる体制と
した。
　組織委員会は、東京  2020大会の開催期間中において
も、物流を含めた都市活動の安定を図り、社会経済活動
を維持しつつ、ステークホルダーに対し、安全、円滑かつ
効率的で信頼性の高い輸送サービスを提供することが求
められた。また、持続可能性やアクセシビリティに配慮し、
さらに、東京  2020大会の開催延期決定後には、移動時
の新型コロナウイルスへの感染リスクの最小化を図ること
も加わり、これらの取組によって安全・安心な東京  2020
大会を支えることを使命（ミッション）とした。
　これらのミッションを実現するため、組織委員会は、開
催都市・東京都や政府、関係自治体、鉄道事業者やバス
事業者などの交通事業者等（デリバリーパートナー）と検

討段階から実施段階に至るまで緊密に連携する必要が
あった。
　そのため、組織委員会と東京都は、デリバリーパート
ナーと輸送計画に関する合意形成を図ることを目的に、
2015年7月に「輸送連絡調整会議」を設置した。
　また、交通マネジメントの在り方を専門的見地から検討
する「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交
通輸送技術検討会」を2017年 6月に設置した。
　さらに、東京圏以外の会場のある道県においても、各
道県輸送連絡調整会議を、2017年 12月から順次設置し、
デリバリーパートナーとの情報共有及び大会輸送に関す
る各種調整を行う体制を構築した。
　政府においては、内閣総理大臣を本部長とする「東京
オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進
本部」の下に、2017年 5月に「 2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に係る2020交通輸送円滑化推進
会議」を設置し、東京 2020大会の円滑な輸送の実現に
向け、住民の生活や経済活動への影響を踏まえつつ交通
行動を見直す取組を検討及び調整する体制を構築した。
　このように、東京 2020大会では、輸送インフラの整備
や輸送オペレーションを政府主導で行ったロンドン2012大
会とは異なり、各々のデリバリーパートナーの有するインフ
ラや事業、ノウハウ等を最大限に生かし、相互に調整を図
りながら輸送の検討を深度化させる方式を取り、これを可
能とする検討体制を整えた。

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

東京圏における輸送の推進体制 
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関係者輸送ルート

　関係者輸送ルートは、「オリンピック・ルート・ネットワー
ク（ORN）」又は「パラリンピック・ルート・ネットワーク
（PRN）」と称し、選手村、宿泊施設と空港、競技会場、
IBC/MPC等を結ぶ「大会ルート」、練習会場へ輸送する際
に使用する「練習会場ルート」及び事故や渋滞等におい
て大会ルートが使用できない場合に使用する「代替ルー
ト」に区分される。
　ORN/PRNは、東京2020大会の全てのステークホルダー

に対し、安全、円滑かつ効率的で信頼性の高い輸送サー
ビスを提供するとともに、市民の生活や社会経済活動に与
える影響を考慮して、次の基本コンセプトで設定した。
・ 安全性、定時性を考慮し、信号交差点がなく一般道に
比べ事故率も低い高速道路を主とする。
・ 一般道においては、交通容量の大きい４車線以上の道
路を優先して選定する。
・ 最寄りとなる高速道路出入口から競技会場までを最短
距離で結ぶ経路を設定する。

各道県における輸送の推進体制

東京圏のORN（大会ルート）



 
  
 

   

 

 

 

 

大会関係車両の走行による1台当たり渋滞損失時間の増加

ORN/PRNに設置した看板

　総延長は、ORN約1,384㎞（高速道路約997.4㎞、一
般道約 386.5㎞）、PRN約 437㎞（高速道路約 319㎞、一
般道約 117.6㎞）となった。

交通マネジメント

　世界有数の大都市である東京では、活発な社会経済活
動に伴い、道路交通、公共交通とも日常的に過密な状況
である。
　東京都及びその周辺の道路交通においては、東京
2020大会の開催期間中の7月から9月上旬は、例年交通
量が多く、大会の関係車両の利用が加わると、高速道路
の渋滞損失時間は約 2倍に悪化することが予想され、加え
て、物流車両や一般車両の増加が想定された。また、鉄
道においても観客の利用等を要因として、会場周辺や近
傍路線を中心に局所的な混雑の発生が想定された。この
ことから、組織委員会では、ベースとなる交通量の抑制が
極めて重要な課題であると位置づけた。

　東京のように経済活動が活発な都市部において、物流
を含めた都市活動の安定を図りつつ、東京 2020大会の
関係者や観客を安全かつ円滑に輸送するために、道路交
通では、交通需要の抑制、首都高速道路における料金施
策、料金所等の施設を利用した交通管理の組合せにより
構成される日本初の交通対策を計画した。
　また、公共交通では需要抑制を含めた公共交通輸送対
策を計画し、道路交通と公共交通の対策を総合して「交
通マネジメント」とし、東京 2020大会の開催期間中の交
通輸送運営の柱とした。
　交通マネジメントの効果を高めるには、多くの企業や市
民の協力を得る必要があったため、ウェブサイト、ポス
ター、チラシ、横断幕、看板、テレビ、ラジオ、道路交通
情報板等の各種媒体を活用した広報を積極的に展開し
た。とりわけ道路交通における交通マネジメントの実施に
当たっては、自動車利用者の協力が欠かせないことから、
警察署、行政機関等の窓口でのチラシ配布に加え、自動

大会輸送と交通マネジメントの全体像
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車税納税通知書への封入、高速道路 SA/PAでのポスター
掲示やデジタルサイネージでの表示など、周知の確実性が
より高い場所及び機会を捉えて、関係機関の協力の下、広
く展開した。

主な広報実績

ポスター 1,600部

リーフレット

自動車税納税通知書封入チラシ

760,000部

2,300,000部

チラシ
（迂回のお願い）

千葉県版 17,000部

埼玉県版 20,000部

神奈川県版 15,000部

　交通マネジメントのうち、交通需要マネジメント（Travel
Demand Management。以下「 TDM」という。）の考え方
は、道路や公共交通の利用者に対し、詳細な各種情報の
提供や働きかけなどを様々な手段で行い、交通需要を適
切に抑えた交通行動を促進することを旨とした。また、交
通システムマネジメント（ Traffic System Management。以
下「 TSM」という。）の考え方は、TDMにより全体の交通
量を減少させた上で、道路の交通混雑が予測される箇所
において実効性を伴う通行抑制や通行制限を実施するこ

とにより、円滑な交通を維持することとした。さらに、公共
交通輸送マネジメントの考え方として、公共交通（鉄道）の
輸送力の確保、観客の需要分散及び平準化、一般利用者
の需要分散及び抑制（TDM）を効果的に組み合わせ、効
果的な情報発信を行うことにより安全で円滑な観客輸送
を実現するため、取組を進めた。
　なお、新型コロナウイルス感染症に起因する交通状況の
変化等を踏まえ、東京  2020大会の開催延期の決定後に
改めて交通マネジメントの再点検を実施し、交通マネジメ
ントの考え方については延期前と同様とした。

交通マネジメントの具体的な実施内容

1　TDM
・ 2020TDM推進プロジェクトの実施
　東京都、内閣官房及び組織委員会が事務局となり、東
京 2020大会の開催期間中の交通需要の低減を目指すプ
ロジェクトであり、東京 2020公認プログラムを活用した取
組や、大会の準備に役立つ情報提供等の企業の参画を促
す取組を実施した。

・企業説明会等の開催
　業界団体等の協力を得ながら、企業向けの説明会や個
別コンサルティングについて、オンライン等も活用しながら

TDMの重点取組地区（16地区）
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実施した。

・交通需要の効果的な低減に向けた重点取組地区での
働きかけ
　「競技会場等が集中」及び「道路・鉄道の混雑箇所を
通過する交通が多い」という観点から16地区を重点取組
地区として抽出し、地区内に事業所がある企業や取引先
がある企業への働きかけを実施した。

・スムーズビズ等の取組の戦略的な推進
　東京都は、東京  2020大会の開催期間中の円滑な交通
の確保に向けたTDMやテレワーク、時差Bizなどの取組を
「スムーズビズ」として一体的に推進した。

・大会時の工事調整
　東京 2020大会期間中の交通混雑緩和に向け、国、都
道県、市区の管理する道路において工事調整を進め、路
上工事によるボトルネックを回避するとともに、工事に関係
する車両数を削減した。特に、東京都においては、「東京
2020大会開催時における都庁発注工事の調整に関する
取組方針」を策定し、道路や港湾、上下水道等の都庁各
局工事を調整するとともに、公共や民間工事の発注者、工
事受注者に対して、広く工事調整への協力を依頼した。

・東京 2020大会の開催期間中の集中的な広報の実施
　交通混雑の緩和と感染拡大防止に向けた人流抑制な
どについて、多様なメディアによる集中的な広報を実施し
た。具体的には、CM放映やウェブサイト及び新聞での広
告の掲載、メールマガジンの配信（約  5万社（又は事業
所）、910団体）、ポスターの掲出、チラシの配布等の取組
のほか、リアルタイムの混雑状況及び翌日の混雑予報の発
信や、カーナビへの規制情報の提供（ナビアプリ、地図サ
イト、車載器ナビ等の各事業者と協力し、関係者輸送ルー
ト等をなるべく回避したルートの検索及び案内や交通対

策の情報表示等を実施）、ウェブサイト等による道路交通
情報の配信などを行った。

2　料金施策による交通需要調整
　東京圏の関係者輸送ルート（オリンピック・ルート・ネッ
トワーク（ORN）及びパラリンピック・ルート・ネットワーク
（PRN））の基幹をなす首都高速道路について、東京  2020
大会の開催時の交通需要増への対応や、期間中を通じた
TDMの効果継続の観点などから、夜間割引を行うととも
に、日中の時間帯の料金上乗せを実施し、車両の分散利
用を促した。
　具体的には、首都高速道路株式会社の全面的な協力の
下、ETC搭載車両を対象に夜間の利用料金の半額割引を
実施する（首都高速道路全線）とともに、マイカー等を対
象に日中時間帯の利用料金に1,000円の料金上乗せ（首
都高速道路の都内区間（ETC車）又は全線（現金車））を
実施した。
　なお、都市活動の安定との両立の観点から、他の交通
への転換が困難な公共交通、物流車両、障がい者（身体
障がい者、知的障がい者及び精神障がい者）、福祉車両
（社会福祉事業（第一種、第二種）の用に専ら供する車両
等）等は料金上乗せの対象外とした。

3　TSM
　東京2020大会のORN及びPRNの中核をなす首都高速
道路は、その大部分が片側2車線の構造となっており、分
合流も多いため、過去大会で導入されている大会専用
レーンを導入すると、一般交通への影響が非常に大きくな
り、大会関係車両にも影響が及ぶことが事前のシミュレー
ションにより確認された。そこで、一般交通への影響を最
小限としながらORN及びPRNの円滑な交通状況を維持す
るため、高速道路においては、交通量の流入調整を行う
こととし、都心方向へ向かう経路上の本線料金所での開放
レーン数の制限による通行制限や、ORN及び PRN上の混

料金施策による夜間割引と料金上乗せ
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専用レーン／優先レーンにおける規制標識、規制標示、路面表示の一覧及び設置イメージ

TSMのイメージ

雑を解消するために効果的な入口の閉鎖、本線車線規制
や JCT部での方向別規制等を機動的に実施した。
　また、一般道においては、東京 2020大会の関係車両
の専用レーン及び優先レーンの設定、駐車対策、信号調
整、会場周辺での車両通行禁止等を現地の状況を踏まえ
実施した。
　あわせて、大会専用レーン及び優先レーンを通行する東
京2020大会の関係車両に対し、公安委員会から指定を
受けた車両であることを示す標章（ステッカー）を交付し、
車両の前後に貼付させた。
　事故等のイレギュラーな事態の発生時には、訓練等によ
る対応力の強化に加え、事象の内容や程度に応じ区間通
行止め等の対策を実施した。
　TDM、首都高速道路における料金施策により交通量が
低減された状況下において、交通量のピーク時間帯を中
心に、状況に合わせたTSMを柔軟に実施することにより、
一般車両による交通需要の時間的及び空間的な集中を
緩和し、ORN及び PRNの円滑な交通状況を維持すること
ができた。

4　公共交通輸送マネジメント
　組織委員会では、①輸送力の確保、②観客の需要分散
及び平準化、③一般利用者の需要分散及び抑制の3つの
施策についてそれぞれ準備を進めていたが、東京  2020大
会の開催直前に多くの会場で無観客となったため、結果と
して「公共交通輸送マネジメント」の実施が真に必要な状
況は一部にとどまった。
　それぞれの準備状況としては、輸送力の確保について、
2021年6月、東京2020大会の開催期間中の鉄道運行（臨
時列車の運行等）についてプレスリリースを行い、併せて
終電時刻の繰下げや増発等の運行を予定していた鉄道
事業者  20社局において、それぞれ自社線の運行予定ダイ
ヤを公表した。
　東京  2020大会の公式ウェブサイトの会場ページや、一
般の経路検索エンジンにおいても2021年  7月上旬以降に
東京2020大会の開催期間中の臨時ダイヤが検索結果に
反映される予定であった。しかし、その後、観客数の方針
が決定したことに伴い、有観客での実施となった宮城及び
静岡会場近傍等ごく一部の路線を除き実施を取りやめた。

218 



219 

　観客の需要分散及び平準化については、観客への情報
発信ツールである「観客ガイド」等の中で、「早期入場」や
「混雑を避けての来場」について、それぞれの会場の特性
に応じた表現での発信を計画した。
　一般利用者の需要分散及び抑制については、新型コロ
ナウイルス感染症対策としての「人流抑制」の観点を踏ま
え、上記のとおりの広報活動等を実施した。東京2020大
会の開催期間中には臨時列車の運行等について、東京圏
の電車車内や駅等におけるポスター掲示を予定していた
が、無観客の決定に伴って直前に運行が行われなくなった
ため、代替としてTDM及び人流抑制についてのポスターに
差し替えて広報活動を行った。

大会開催期間中の交通動向分析

　東京2020大会の開催期間中の交通の動向は、首都高
では、期間中の平日において、2019年と比較して通行台
数が約2割減少し、渋滞損失時間が約8割減少した。ま
た、一般道では、交通量（走行台キロ）、渋滞長時間共
に2019年と比較して減少した。競技会場等が集中し、道
路及び鉄道の混雑箇所を通過する交通が多い重点取組
地区においては、昼間の滞在人口が減少した。
　東京2020大会の交通マネジメントについて、企業に対
して実施したアンケート調査の結果では、東京2020大会の
開催期間を通じて、交通量の低減に向け、テレワークや時
差出勤等の取組を行ったと回答した企業が多く存在した。

得られた知見及び成果

　東京2020大会を通じて実施した交通マネジメントの取
組により、得られた知見及び成果として、まず、TDMの効
果により、多くの企業や個人の協力を得ることができ、交

通量が低減したことで、交通マネジメントが適切に機能し
た点が挙げられる。また、首都高速道路では、休日並み
の交通状況を実現し、東京圏のORN及びPRNにおいて良
好な交通状況を創出し、及び維持することができたことも
成果の一例と言える。加えて、市民や企業、経済界等の
協力によって、東京2020大会の開催期間前後において実
践された、移動手段の見直しやテレワーク等の取組も、コ
ロナ禍における対策として有効に機能し、目的とした安全、
円滑かつ効率的で信頼性の高い輸送サービスの実現に
寄与した。こうした知見及び成果を、将来のオリンピック・
パラリンピック競技大会や、大規模スポーツイベントなどで
活用していくことが期待される。

会場周辺交通対策

　過去大会においては、会場周辺にトラフィック・ペリメー
ターを設置するなど、会場周辺への一般交通の流入を抑
制する取組が行われていた。
　東京2020大会においても、定時運行を確保し、安全、
円滑かつ効率的で信頼性の高い選手、関係者等の輸送を
実現するために、会場周辺への通過交通等流入抑制や、専
用レーンや優先レーンの設定が必要であった。
　会場周辺交通対策として下図のとおりエリア等を設定
した。
　組織委員会は、公式ウェブサイトや広報紙、チラシ（約
38万枚）等の様々な媒体を活用して、各対策の内容につ
いて事前周知を図った。また、地元自治体や地元町会等
への丁寧な説明により、周辺住民や企業の理解と協力を
得ることに努めた。
　こうした取組により、会場周辺の渋滞を抑制及び回避で
き、東京2020大会の輸送を安全、円滑かつ効率的に行
うことができた。これらの取組で得られた知見を、将来行

会場周辺交通対策のイメージ



  

 

 

 

  

 

 

  

会場周辺交通対策チラシの例

われる大規模なイベント等においても活用していくことが
期待される。

輸送のオペレーション

輸送サービスの基本的な考え方

　東京 2020大会では、選手を始めとしたステークホル
ダーに対し、バスや乗用車による専用の輸送システム及び
公共交通機関を用いて、安全で円滑な輸送サービスを提
供した。
　選手、NOC及びNPCに対しては、選手村、分村又は選
手用宿泊施設を起点とし、競技日程及び練習日程に従い、
各競技会場、練習会場間を専用バスで移動できる輸送シ
ステム（TA）を提供した。同様に、IFや OF、PF及びメディ
アに対しても、バス（TF、TM）や乗用車（T1、T2、T3、各
種割当車両）による専用の輸送サービスを提供した。
　また、各ステークホルダー向けの輸送情報の提供ツール
として、各種バスの時刻表や経路検索、各種ガイド等の閲
覧などが行えるよう、東京 2020大会専用のアプリケーショ
ン（ Tokyo2020 Games Family）を開発し情報提供を行っ
た。
　下図に、代表的な輸送サービスの例として選手及び
NOC/NPCへの輸送サービスの概念図を示す。

輸送オペレーションセンター（ TROC）

　ステークホルダーの安全で円滑な輸送を実現するため
に、東京 2020大会の輸送を総合調整する部署として都の
輸送部門との共同で輸送オペレーションセンター
（ Transport Operation Centre。以下「 TROC」という。）を

選手及びNOC/NPCへの輸送サービスの概念図
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設置した。TROCでは、IOC、IPCの輸送担当者や、国、東
京都等の関係機関、外部機関である交通管理者等と輸送
に関する情報連携体制を構築した。外部機関からは、交
通管理者、道路管理者及び鉄道事業者等の11機関から、
TROCへリエゾン（延べ約950人）が派遣され、迅速かつ
適切な連携体制を実現した。
　東京2020大会の開催までの約2年間は、輸送に係る
様々な異常事象の発生を想定し、外部機関も参加したシ
ミュレーション訓練など40回に及ぶ訓練を実施した。訓練
においては、オペレーションを担う担当者間の連携体制や
連絡系統を明確にすることに重点を置いた。
　東京2020大会の開催期間中は24時間体制で交通状況
等を常時モニタリングするとともに、事故や渋滞等が発生
した場合には、ステークホルダーの輸送に遅延が生じない
よう運行オペレーション等の調整を行った。具体的には、東
京2020大会の輸送ルート上で事故等が発生した場合に
は、必要に応じ、緊急時の対応として代替ルートを利用す
ることとしていたが、実際に東京2020オリンピック期間に
6回、東京2020パラリンピック期間に1回、それぞれ運用
した。
　こうした取組により、東京2020大会の開催時の円滑な
輸送オペレーションを実現することができた。

輸送デポ等

　東京2020大会の関係者のために、バス（計画段階で
約2,000台）及びフリート（同約3,500台）を収容し、及
び管理する輸送デポ（車両基地）を設置した。輸送デポは、

選手村、IBC/MPC及び競技会場等の位置や道路交通状
況などを勘案した上で、都有地を中心に複数箇所を確保
し、車両駐車スペースや運転手の出退勤管理等を行う管
理諸室のほか、必要に応じて食堂、休憩室、倉庫、洗車
給油設備、点検施設等の機能を設けた。また、車両運行
時間の調整等のために一時的に車両を待機させる車両
待機場も確保した。さらに、選手村及びIBC/MPCでは、ハ
ブアンドスポーク方式（中心拠点（ハブ）に車両を集約さ
せ、拠点（スポーク）ごとに仕分けて輸送する方式）の輸
送サービス提供のために、輸送モール（バス乗降場）を整
備した。これらの計画に当たっては、車両運行管理におけ
る安全性や効率性だけではなく、既存ストックの活用、コ
ストの縮減、環境負荷の低減、周辺道路の交通対策など
の観点も重視した。
　築地デポについては、築地市場の移転、築地市場建物
の解体、環状第2号線の暫定開通等、輸送デポの整備と
並行して、多くの調整や工事を短期間で行う必要があった
ため、地元に対して丁寧に説明するとともに、東京都の関
係部署と連携し、及び協力して整備を進めた。
　また、事務室や食堂等の仮設建物、フェンス、照明、備
品等はリース及びレンタルを基本に調達を進めるとともに、
バス洗車設備は民間バス事業者から中古品を購入し、及
び補修し、東京2020大会で利用した後、譲渡することに
より、資源のリユースに最大限取り組んだ。
　加えて、選手村の輸送モールについては、余裕のない
敷地でバス乗降空間とセキュリティ確保を両立する必要が
あることから、既設道路をバス乗降場に改良する整備を行
うとともに、周辺交通や近隣環境に大きな影響の出ないよ

VOC

VCC

VGM VGM

Fleet Operation Centre Bus Operation Centre

VOC
VCC

LCC Logistics 
Coordination
Centre

TROCの情報連携体制概念図
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う、交通対策や通行形態等の工夫を行った。

待機場の一覧

地区名 所在地 面積

晴海二丁目待機場 中央区晴海二丁目 約1.2ha

白金待機場 港区白金二丁目 約2.0ha

西新宿待機場 新宿区西新宿四丁目 約0.7ha

青海待機場 江東区青海二丁目 約0.8ha

羽田空港待機場 大田区羽田空港二丁目 約0.9ha

成田空港待機場 千葉県成田市古込 約1.0ha

アクセシビリティへの配慮

　東京2020パラリンピックの開催時の車いす選手輸送に
おけるアクセシビリティへの配慮としては、リフト付き観光
バス用の乗降用スロープを選手村、オリンピックスタジア
ム、東京アクアティクスセンター及び国立代々木競技場に
計10台設置し、運用した。また、メディア関係者に提供す
るTMサービスはアクセシブル非対応のバスでの輸送とな
ることから、車いすを使用する場合には、アクセシブル対
応の乗用車での輸送サービス（TMaサービス）を提供した。
　観客の輸送においては、アクセシビリティに配慮が必要
な観客の動線として、各競技会場とアクセシブル対応がで
きる観客利用想定駅との間にアクセシブルルートを設定し
た。また、各競技会場までの歩行ルート上に勾配や段差
等がある会場については、主に車いす使用者等のアクセシ
ビリティに配慮が必要な観客を対象に、ユニバーサルデザ

イン（UD）タクシーや福祉タクシー、バス車両を用いて行
う事前予約制の輸送サービス（アクセシブルシャトル）の運
行を計画し、さらに一部の都外会場においては、事前予
約制の車いす観客専用の駐車場（アクセシブル駐車場）の
設置を計画した。観客の取扱いの決定に伴い、オリンピッ
ク大会時の一部の都外会場のみ有観客となったことから、
アクセシブルシャトルについては伊豆ベロドローム、伊豆
MTBコース及び宮城スタジアムにおいて実施し、また、ア
クセシブル駐車場については富士スピードウェイ及び宮城
スタジアムにおいて実施した。
　東京2020大会公式ウェブサイトでは、乗換回数と乗換

デポ一覧

地区名 所在地 面積
駐車確保台数（オリンピック時）

バス フリート（乗用車）

築地デポ 中央区築地五、六丁目 約15.3ha 約800台 約1,500台

若洲・葛西デポ
江東区若洲一、二、三丁目
江戸川区臨海町一、六丁目

約10.7ha 約790台 約100台

新砂デポ 江東区新砂三丁目 約1.2ha － 約360台

晴海二丁目デポ 中央区晴海二丁目 約1.3ha － 約330台

選手村周辺デポ 中央区晴海四、五丁目 約1.5ha － 約600台

IBC/MPC周辺デポ 江東区有明三丁目 約3.9ha － 約840台

OF/PFホテル － － － 約800台

※上表のほかに、バス事業者の営業所（バス約500台）等においても収容及び管理を行う。

リフト付きバス乗降用スロープ



  

 

 

 

 

  

 

駅のバリアフリー経路を考慮した鉄道路線や、駅からのア
クセシブルルートを検索できるウェブアプリと連携し、アク
セシビリティに配慮が必要な人の円滑な情報収集及び移
動をサポートする情報提供を行った。

環境への配慮及び ICTの活用

　東京  2020大会で使用したフリートについては、環境負
荷の少ない輸送の推進を目指して、燃料電池自動車
（FCV）を475台導入するなど、低燃費・低公害車両を積
極的に利用した。
　さらに、バス及び乗用車の車両の管理には  ICTを活用
し、効率的な運行を行うとともに、乗用車によるオンデマ
ンドサービスにおいては、アプリを用いた予約システムを
運用するなど、利用者の利便性の向上を図った。

新型コロナウイルス感染症対策

　当初はバスや乗用車による専用輸送サービスを補完す
る形で公共交通機関の活用を予定していたが、新型コロ
ナウイルスの感染拡大に伴う国の防疫上の措置により、国
外から来日する東京 2020大会の関係者等については、入
国後 14日間（選手、選手団役員、IFは大会参加中）は公
共交通機関を使用できないこととされたため、輸送サービ
スを再構築する必要があった。
　地方会場への移動に当たっては、新幹線の一両借りや
専用バス輸送への切替えなどを行うとともに、一般路線の
航空機の利用がやむを得ない場合は、他の乗客との接触
を厳に回避した輸送を実施した。
　また、在来線や路線バス、タクシー等の利用を想定して
いた移動区間については、代替の輸送サービスとして、国
が創設したタクシー車両をハイヤー車両に臨時的に流用
する特例制度を活用し、東京 2020大会専用のハイヤーを
運用するTCT（Transport by Chartered Taxi）サービスを
提供した。
　バスや乗用車の車内のフィジカル・ディスタンスについて
は、日本国内の基準（業界団体等のガイドライン等）をベー
スに考慮しつつ、運転席と乗客用座席との間へのパーティ
ションの設置、常時車内換気、マスク着用、手指消毒、会
話抑制等の基本的な対策を組み合わせることで感染抑止
を図るとともに、需要に応じた運行計画を策定し、ピーク
時には続行便を供給するなど、過度な混雑、密を回避す
るオペレーションを行った。
　なお、メディアが乗車するTMバス等のバスによる輸送
サービスについては、乗車定員がおおむね 45人のところ
を30人に設定し、その旨を車内等に掲示することで、車
内のフィジカル・ディスタンスの確保に努めた。

　さらに、組織委員会が手配するメディアホテルは数軒の
近隣のホテルとグループ化され、ミーティングポイント
（ MTP）と呼ばれるメディア専用バス乗降場を共有すること
としていたが、MTPへの徒歩移動時に国内在住者との接
触が懸念されたことから、メディアホテルを集約するととも
に、これらMTPを廃止し、メディアホテルの敷地内又はそ
の近傍に乗降場を設置する方式に変更した。
　また、メディアホテルや乗降場周辺へのTMバス待機客
の滞留回避のため、ホテルや乗降場、バス車内への誘導
員配置を臨機応変に行い、バスの到着時間に合わせたホ
テルと近傍の乗降場間の案内誘導を行った。また、フィジ
カル・ディスタンスの確保、マスク着用、会話抑制の周知
等を徹底し感染抑止を図った。

大会期間中のオペレーション改善

　輸送サービス開始当初は、バスダイヤについてステーク
ホルダーからの変更要求が相次ぎ、そのリクエストを踏ま
えた輸送サービスが十分ではないこともあったが、バスダ
イヤ変更のルールを策定し、徹底したことや、予備車を適
宜活用し臨機応変にステークホルダーの要求に応える体
制を整えたことで、オペレーションが改善された。
　フリート輸送についても、大会関係者が来日し始め、輸
送サービスの提供を開始した当初は、急激な需要発生に
対して輸送運行支援システムを運用するスタッフの習熟不
足などが原因で、一部の関係者の利用に混乱を招いたこ
とがあったが、スタッフやドライバーの習熟度が高まるとと
もに輸送運行支援システムを適切に運用できるようになっ
たことで、東京  2020大会が開会する頃にはオペレーション
の改善が図られた。
　また、東京  2020大会を通じて、ステークホルダーから
の要望等に真  に対応すべく日々改善を図った。具体的に
は、TAのバスダイヤ（時刻表）について、日々更新された
ものを、大会関係者に情報提供するウェブアプリ
「  Tokyo2020   Games Family」に掲示するとともに、選手
村のダイニング及び  TAモールの各乗降場に掲載を行った。
　さらに、行き先の異なるTAバスへの誤乗車を防止する
ため、TAモールの乗降場では、競技会場名のみではなく、
競技名や競技会場と練習会場の区分け、スタッフによる呼
び掛けを行った。
　東京  2020パラリンピックの開催時には、アクセシブルバ
スが満車となるなどの事態の際、車いすユーザーの輸送の
コンティンジェンシー・プランに基づいて、予備車を配備す
るとともに、アクセシブルフリートを準備し、柔軟かつ万全
の対策を行った。メディア輸送では、特にホテル便につい
て、混雑が生じているルートに増便を出すとともに、乗降
場が分かりやすいよう仮設のサイネージを設けるなどの工
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夫を行った。
　こうした様々な改善の結果、例えば、ゴルフの競技会場
である霞ヶ関カンツリー倶楽部では、輸送オペレーションの
責 任 者である会 場 輸 送 責 任 者（Venue Transport
Manager）に対し、IF（国際ゴルフ連盟（IGF ）から感謝
状が贈呈されるなど、その取組が高く評価された。
　東京 2020大会の開催期間を通して、大会の関係者の
輸送に大きな遅延を発生させなかったことや、徹底した新
型コロナウイルス感染症対策を講じ感染拡大を発生させ
ない輸送オペレーションを構築できたこと、ICTを活用した
車両管理のノウハウなどの今大会において得られた知見
は、将来のオリンピック・パラリンピック競技大会や今後行
われる大規模イベントに生かすことができると思量される。
　また、アクセシビリティに係る取組は、多様性と調和の
考え方を世界に発信するとともに、多様性を自然な形で受
け入れる契機となり、共生社会の実現に資するものであ
り、レガシーとして引き継がれていくことが期待される。

車両運行支援システム

　東京 2020大会は、過去大会と異なりオリンピックパー
クを持たないため、東京 1964大会で整備された競技会場
や新設された競技会場など、点在する大会関係施設（競

技会場、選手村、IBC/MPC、関係者宿泊施設、空港等）
間をつなぐ広範な輸送サービスを提供する必要があった。
アスリートを始めとするステークホルダーに対して輸送によ
るストレスを与えないことが大会成功の であることから、
従来のアナログ型の輸送サービスを抜本的に改善する必
要があった。このため、トヨタ自動車株式会社のサポート
を受けてシステムを開発及び導入し、限られた車両を、IT
を駆使して運行管理することで、安全、円滑かつ効率的で
信頼性の高い輸送サービスの実現に取り組んだ。

1．基本的な考え方
　運行管理のITシステム化は、IOCからのアドバイスを基
にステークホルダーのニーズを踏まえつつ運行計画の策
定を進めながら、ITシステム化により運行管理のムダを徹
底的に排除して合理性を追求し、効率的なシステムとなる
ことを基本に取り組んだ。
　運用に当たっては、車両と、運転手、ステークホルダー
（利用者）、乗降場スタッフとをインターネットでつなぎ、そ
れぞれ必要な情報をシステムに入力することにより相互連
携し、確実かつ効率的な運行を可能とした。そのオペレー
ションシステムの主要な部分としてT-TOSS（トヨタ輸送オ
ペレーション支援システム）が導入された。
　車両基地のオペレーションセンターでは、IoT（  Internet 

T-TOSS 概念図
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IoTを用いたコネクティッドカー

of Things）を活用したトラッキングにより、バスやフリート
の運行状況をリアルタイムでモニターに映し、異常の見え
る化と早期対応に向けたオペレーション支援システムを構
築した。

2．T-T OSS（トヨタ輸送オペレーション支援システム）の概要
　T-TOSSは、既存の「モビリティサービス・プラットフォー
ム」、東京  2020大会用に新たに開発及び構築された運行
管理サーバーに搭載した「フリートオペレーションシステ
ム」と「バスオペレーションシステム」で構成された。

　フリート車両はIoTによるコネクティッドカーを使用し、車
両からの情報は既存の「モビリティサービス・プラットフォー
ム」に送信される一方、ステークホルダー、スタッフ及び
運転手からの情報は運行管理サーバー上の「フリートオペ
レーションシステム」に送信され、相互に連携した。バス
においては、車載した運行支援用のタブレットを通じて、バ
スのトラッキング情報が「バスオペレーションシステム」に
送信された。また、運行管理サーバーの両システムは、組
織委員会や旅行会社が持つ運行計画システムと連携して
運用された。

T-TOSSアプリの予約画面
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3．T-TOSSを活用したフリートサービス
　ステークホルダーには、スマートフォン用の  T-TOSSアプ
リを提供し、モバイル端末で配車予約を行うことを可能と
した。ステークホルダー自身が配車の日時、出発地及び目
的地等を入力し、そのデータが運行計画に正確に反映さ
れることで、過去大会で頻発した運転手との言語コミュニ
ケーションミスによる行き先間違いが解消され、正確な配
車が実現した。
　フリートサービスの実需要は、ステークホルダーがモバ
イル端末でT-TOSSへ利用申請を行い、乗降場にいるスタッ
フのモバイル端末で受け付けることで確定した。実運用で
は、自動的に実需要、各会場等の待機車両数、潜在需要
と各車両の運行状況から最適な配車をシステムが導き出
し、各車両のナビゲーションに目的地への移動など運転手
への指示が表示された。
　運転手には、専用アプリケーションがインストールされた
モバイル端末が貸与され、QRコードを利用した駐車場所
の管理、物理キーの代替（開閉及びエンジン始動）を可
能とするSKB（スマートキーボックス）の活用により、車両
基地での乗車から出発までの時間短縮が実現された。
　また、運行中は端末を後席から見やすい場所へ固定す
ることにより、乗車中のステークホルダーに対して運行状況
（目的地や到着時間）を共有できるようにした。

4．運行管理支援
　築地デポのオペレーションセンターでは、統合見える化
モニターを設置し、車両のステータス情報とTransLog（通
信型ドライブレコーダー）のカメラや  GPSセンサーからデー
タログとしてリアルタイムで収集、分析及び加工した車両
の運行状況の見える化を実現した。
　また、フリートの配車管理は、フリートサービスの実需
要と各会場等の待機車両数を把握しながら、潜在需要と
して各会場等に待機させる台数（手持ち台数）や会場ごと
の優先度をT-TOSS上で設定し、ステークホルダーにストレ

スを与えない輸送サービスが提供できるよう実施した。
　さらに、道路交通状況の把握、運転手やステークホル
ダーからの問合せへの的確な対応を行うとともに、事故や
運行遅延については、事案の概要、対象のフリートNo、対
応状況等を可視化した。

5．ITシステム導入の成果
　東京 2020大会は、史上最もイノベーティブで、世界に
ポジティブな変革をもたらす大会を目指して準備が進めら
れた。輸送においては、交通マネジメントで整えられた道
路交通状況の中、過去大会にはないT-TOSSというITシス
テムを導入し、多くの大会ボランティア、旅行会社、バス
事業者、タクシー事業者と協働して、安全、円滑かつ効率
的で信頼性の高い大会関係者の輸送を実現することが可
能となった。これは、将来の大会に向けて極めて有益でポ
ジティブな取組となったと考えられる。
　東京 2020大会は、新型コロナウイルスの感染拡大の影
響により、開催が 1年延期され、海外から来日した大会関
係者が入国後14日間は防疫措置として公共交通が使えな
い中での大会輸送となったが、T-TOSSの導入と現場オペ
レーションの効果的な連携により、過去大会で課題となっ
ていた、フリートサービスの需要の確実な把握や、言語の
違いによる目的地間違いや目的地までの経路間違いの防
止が実現された。また、道路交通状況のリアルタイムの把
握、車両の異常や事故発生時の代替車両の即時配車など
が実現できた。
　加えて、T-TOSSにおいてフリート運行に関する貴重な実
績データを収集し、次大会へ継承することができた。

統合見える化モニター
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12 ロジスティクス

ロジスティクス

　東京2020大会の物品輸送（ロジスティクス）について、
組織委員会では、大会の準備期間及び終了後の会場等の
撤収期間は、大会の運営で使用する物品（スポーツ競技
備品やテクノロジー機器、家具什器備品など）の競技会場
等への配送、会場内諸室への設置、会場等からの撤収な
どの物流業務を担い、大会の開催期間中は、選手が携行
する競技用具や手荷物等を輸送するサービスを提供した。
　例えば、カヌーで使用される艇については、NOC及び
NPCの貨物輸送を支援する「フレートサポートプラン」に
基づき、海外の中継拠点（ハブ）と競技会場との間のコン
テナ輸送を担った。
　また、国際競技連盟が指定するボール、人工芝、床材
などの物品は、海外のサプライヤーが会場等に搬入する際
の取卸しを、フォークリフト等を用いてサポートした。
　選手が携行する手荷物及び競技備品は、空港・選手村
間の移動や、選手村・競技会場間の移動に際し、選手輸
送バスに帯同するトラックで配送し、荷物などの紛失は生
じなかった。
　加えて、海外の選手団、放送事業者など、各ステークホ
ルダーが大会運営物品を円滑に輸出入できるよう、通関業

務等のサポートについても適切に実施した。
　東京2020大会の開催期間中は、競技会場等のロックダ
ウン以降の物品搬出入に厳しいセキュリティ措置（アクレ
ディテーション、VAPP（Vehicle Access and/or Parking 
Permit。会場及び駐車場への車両のアクセスを管理するた
めに使用される許可証）、封印措置等）が施されるため、
飲食物等の日用品を搬出入する車両等が滞留し、会場内
外で渋滞が生じないよう、車両の搬出入場所及び時間帯
等の管理を行った。

MDC及びMSSの運営

　東京2020大会では、首都圏の倉庫需要がひっ迫する中
で、会場等の周辺における大会関連物品の保管場所の確
保は困難を極めた。そこで、組織委員会は、過去のオリン
ピック・パラリンピック競技大会では大会運営倉庫（Main 
Distribution Centre。以下「MDC」という。）に保管してい
た家具什器備品などを、日本の発達した物流ネットワーク
を生かし、サプライヤー倉庫から会場に直送することとし
た。これにより、MDCで保管する物品を減らし、過去大会
で約10万㎡だった倉庫スペースを約７万6,000㎡まで縮減
した。

/

大会関連物品の種別と運送範囲（イメージ）



 

 

 

MDC及びMSSの位置図

　東京 2020大会の延期により２つのMDCのうち１つは期
間を延長することができず使用できなくなった。その後の
新たな候補地の選定は困難を極めたが、最終的にMDC印
西を確保することで、当初より設置したMDC流山を合わせ
た２つのMDCを運用した。
　東京2020大会の開催期間中の配送物品のセキュリティ
検査を行う物資検査場（MSS）は、過去大会では４か所以
上設置していたところ、延期に伴うコスト縮減の観点から
搬入業者側でセキュリティ検査を行えるようにする認証制
度の取得を推進し、物資検査場への来場車両数を削減す
ることで、１か所に集約し、効率化を図った。

デジタルツールの活用

　東京 2020大会では、物流インフラを下支えするトラック
ドライバーが恒常的に不足するなど、物流の人的リソース
を大量に確保することが難しい中で、競技会場等に搬入及
び搬出する物量を、デジタルツールを活用して可視化し、一
日当たりの業務量を平準化する計画を立てて、物量に即し
た人的リソースの最適配置を図った。

通関業務等のサポート

　海外の選手団、放送事業者等の各ステークホルダーが、
東京 2020大会において使用する物品を円滑に輸出入で
きるように、通関業務等のサポートについても適切に実施
した。

競技馬の輸送

　競技馬輸送においては、羽田空港にチャーター機が発
着する駐機場所等を確保し、競技馬の福祉への配慮から
競技馬の迅速な積卸しを行うとともに、各国からの競技馬
の帯同者に対する出入国手続を輸送機内で実施する特殊

競技馬輸送の様子
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な運用について、政府等関係機関の協力を得て実現した。
また、東京 2020大会では、総合馬術のクロスカントリー
競技場が臨海部の海の森に設置されたため、その他の馬
術競技が行われるヘリテッジゾーンの馬事公苑との間を、
馬運車で輸送する必要が生じた。治安機関等の協力を得
てこの運用を構築し、スムーズな馬運車輸送を実現した。

共通 FF&Eの調達

　各競技会場及び非競技会場で共通に使用する家具、什
器及び備品（FF&E）については、代表となるFAが他 FAで
必要とされるものも含め集約し、レンタル会社からの調達、
設置及び搬出を行うことで、業務の効率化を図った。また、
それら家具什器備品の調達契約においては、大会延期に
伴い発生した物品保管費用などの追加経費を、サプライ
ヤーとの間で適切に分担し、契約の見直しを図った。調達
後大会終了までの間、レンタル会社等と連携した適正な管
理によって、FF&Eの滅失及び破損はほとんど生じなかった。
　MDCの保管スペースの縮減、デジタルツールを活用した
物量及び業務量の平準化、競技馬輸送における羽田空港
での特殊な運用、FF&Eの滅失及び破損の最小化等を始
め、東京 2020大会におけるロジスティクス分野での経験
は、都市機能が集積し密集した大都市において今後開催
される大規模スポーツイベント等に生かすことが期待され
る。
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13 宿泊

宿泊

　東京2020大会の宿泊については、大会の招致時に363
の宿泊施設との間で客室提供の保証書を取り交わし、計
4万 6,342室の客室の確保を見込んでいた。しかし、度重
なる会場変更や追加競技の決定により、競技を開催する
都市の数が増えたことで、新たな都市及び地域で、保証
書を取り交わしていない宿泊施設の確保が必要となった。
組織委員会では、マーケティングパートナーの旅行会社か
らの協力も得て、東京 2020大会の開催延期決定前の
2020年３月には約 430施設から１日当たり最大 4万室以
上、延べ 82万室に及ぶ客室を大会関係者への配宿用に
確保した。しかしながら、その後の大会の開催延期の決定
により、配宿の再調整が必要となった。
　宿泊に関する東京 2020大会のレガシー及び意義として
は、世界中から大会関係者を受け入れることにより、日本
の宿泊施設全体の国際性及びアクセシビリティが高まると
ともに、その素晴らしさを世界中に発信する好機となるこ
とが期待された。

宿泊施設の確保と円滑な配宿の実現

　確保した宿泊施設は、東京  2020大会関係者のニーズ
調査の結果を考慮した上で各関係者に割り当て、配宿合
意書を締結し、宿泊料金の収受や受入れの調整を行った。
　宿泊施設の中には、海外からの来訪者の受入れの実績
が少ない施設が存在した。このような宿泊施設に対して
は、旅行会社と協力して開発した「宿泊管理システム
（AMS）」を通じて、宿泊者の情報を授受できるようにし、宿
泊施設の負担を軽減することで円滑に宿泊者を受け入れ

られるようにした。
　なお、関係自治体の中には、国際的なイベントの開催
等の実績が少なく、東京 2020大会の関係者の受入れに
十分な体制が整っていない都市及び地域も存在した。そ
のため、関係者の受入れに際しては、関係自治体等と協
力し、体制の整備に努めた。例えば、福島県及び福島市
では、野球・ソフトボールの選手団を受け入れた宿泊施設
に会議室等の諸室が十分でなかったことから、県及び市か
ら協力を得て、県又は市所管の隣接施設の会議室を賃借
して選手団用の諸室を確保した。

大会延期に伴う宿泊の再構築

　東京  2020大会の開催延期の決定を受け、364日後の
新たな日程における客室の確保が必要となったため、全て
の宿泊施設との再調整を短期間で行うこととなった。コロ
ナ禍により国内外の宿泊需要が大きく減少する中、廃業を
選択する宿泊施設もあり、客室の確保は難航したが、各
宿泊施設や業界団体等と緊密なコミュニケーションを取り、
代替客室の提供等の協力を得て、東京  2020大会の関係
者が必要とする客室を、東京  2020オリンピック、東京  2020
パラリンピック合わせて約380の施設から延べ約74万室を
確保することができた。
　一方、東京  2020大会の関係者の宿泊施設に関しては、
延期決定時点で大会開催期間中の宿泊についてホテル
側との調整が最終局面に達しており、改めて約  1,000団体
（ステークホルダー）の全ての宿泊を調整し直すという作業
を強いられることとなった。延期決定時の割当てを再現で
きるようにすることを原則としつつも、コロナ禍による経済
的な影響を被っている東京  2020大会の関係者の事情に

宿泊業務フローのイメージ
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可能な限り配慮し、各団体のニーズを調査しながら個別調
整を進めていった。
　東京 2020大会の開催延期により、それまで約４年かけ
て行ってきた宿泊の調整を１年で実施し直す事態となった。
加えて、簡素化、海外観客の受入れ断念など想定外の大
きな変化への対応が求められる中、宿泊の取消や再配宿
を処理するためには多くの課題があったが、組織委員会、
IOC、IPCで財政面を含めた検討を重ね、新たな方針やタ
イムラインを定めた上で、個々の大会関係者や宿泊施設と
の調整を時間をかけて丁寧に進め、配宿調整を実現した。

宿泊に関する新型コロナウイルス感染症対策

　新型コロナウイルス感染症対策については、宿泊業界
団体が策定するガイドラインに沿った対応の徹底を各宿泊
施設に依頼するのみならず、国等と協議を重ねて感染防止
対策のための大会宿泊ガイドラインを組織委員会が作成
し、東京  2020大会の関係者を受け入れる宿泊施設に配
布して対応を依頼した。これにより、感染対策としては、共
用部や客室内備品等の消毒やフィジカル・ディスタンスの
確保等の対策を、防疫対策としては、海外からの大会関
係者等と一般宿泊客との動線分離や入国後  14日間の食
事の個別提供等の依頼をそれぞれ行い、東京  2020大会
の関係者が大会の開催期間中に拠点とする宿泊施設にお
ける対応を進めた。
　さらに、国等とも連携し、海外からの入国後の防疫対策
をより確実にするために、自己手配によるものも含め、東
京  2020大会の関係者の宿泊施設の把握、集約及び管理
に取り組んだ。集約に当たっては、動線管理や外出管理
の実効性や宿泊者の規模及び属性などの要素を考慮して
進めたが、東京2020大会に関係する各団体の宿泊に求
める条件や各宿泊施設の施設要件や立地環境等も様々
であることから、その把握や調整は困難であったが、宿泊
者である大会関係者の多大な協力を得て、関連  FA間の密
接な連携により対処した。集約した宿泊施設には警備員
を配置し、用務先を限定して行動管理を行うなどコロナ対
策の実効を上げる取組を行うとともに、集約した宿泊施設
からの移動に際しては、施設や周辺の条件に応じてバス乗
降場を施設の直近に設定し、安全な輸送を行った。
　このように、東京  2020大会の関係者の宿泊状況を把握
し、徹底的な対策及び管理を実施したことで、宿泊施設
に起因する感染拡大はなく、安全・安心な宿泊環境を実
現することができた。

アクセシビリティ対応

　アクセシビリティの観点からは、東京 2020パラリンピッ
ク期間中の大会関係者へのアクセシブルな客室の提供に
ついて課題があった。IPCの基準である「アクセシブルルー
ム」及び「ウィルチェアフレンドリールーム」の要望に対し
て、東京 2020大会の関係者からのニーズを丁寧に聞き取
り、宿泊施設の客室の仕様を踏まえたマッチングを図るこ
とで配宿を進めていった。東京2020大会の開催や大会に
関連するこうした取組が、法令や条例の制定や改正を含め
た、あらゆる人が利用しやすい宿泊施設及び環境の実現
に向けた社会の動きの契機となった。
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14 アクレディテーション

アクレディテーション

　関係者が多数に上るオリンピック・パラリンピック競技大
会では、大会の関係者に対して、大会に参加する資格者で
あることの認定を行うとともに、その役割に応じて適切な
競技会場等へのアクセスを保証する必要がある。そのた
め、過去大会から活用されてきたのがアクレディテーション
カードである。アクレディテーションカードは、選手、コー
チ、メディア関係者、ボランティア、委託事業者、組織委
員会職員等に約 72万枚発行され、所持者の本人確認、会
場等の各ゾーンへの適切なアクセスの管理に加え、海外か
らの大会への参加者に関して、有効な旅券とともに入国手
続きに必要な書類の一つとして扱われるなど、参加者の入
国手続においても用いられ、セキュリティ上の重要な機能
を果たした。

偽造防止及びなりすまし対策のための取組

　アクレディテーションカード券面の顔写真、アクセスコー
ド等の情報の偽造や他人のカードを利用して入国又は入
場しようとするリスクへの対策は、セキュリティ上の重要な
課題であった。
　東京2020大会では、アクレディテーションカードにICチッ
プを内蔵し、暗号化した顔認証データを保存することとし
た。これにより、会場入場時に顔認証システムにアクレディ
テーションカードをかざすことで、システム上で本人か否か
を確認することが可能となり、偽造防止及びなりすまし対
策が強化された。また、多くの過去大会では、会場の警
備スタッフが、歩行者スクリーニングエリア（PSA）にある

アクレディテーション発行数

入場資格チェックポイント（Accreditation Check Point、
ACP）からの入場時に一人ずつアクレディテーションカード
からバーコードを読み取って実施していた本人確認を、東
京 2020大会では効率的に実施することができ、PSAの混
雑緩和にもつながった。

大会の延期と感染症対策

　当初は、ボランティア、委託事業者などの大会スタッフに
ついて、過去大会と同様に全てのアクレディテーションカー
ド配布対象者が自身でユニフォームアクレディテーションセ
ンター（以下「UAC」という。）に来場し、直接アクレディ
テーションカードを配布する計画であった。しかし、従来の
方式では、数十万人が  UACを訪れることになり、新型コ
ロナウイルスへの感染リスクが懸念された。
　アクレディテーションカードの配布に伴う来場を最大限
に抑制するため、委託事業者等の代表者のみが  UACに来
場し、当該組織の配布対象者分のアクレディテーション
カードを一括で配布できるよう見直しを行った。こうした取
組などを通じて、UACへの来場は９割減少した。
　また、海外から訪日予定の東京  2020大会の関係者に
は、渡航に必要となる、有効化前のアクレディテーション
カード（  Pre-Valid Card、以下「PVC」という。）を出国前に
送付することとしていたが、新型コロナウイルス感染症の
世界的な流行に伴い、配達環境等に懸念が生じた。この
ため、関係機関と協議し、関係者の出国までにPVCが未
達の場合は、当該関係者が円滑に入国できるよう、日本到
着時に空港カウンター等にてPVCを手交するなどの新た
な取組を行った。

カテゴリー オリンピック パラリンピック

各国オリンピック／パラリンピック委員会、選手 23,428 9,555 

国際競技連盟 4,468 1,635 

マーケティングパートナー 42,628 34,070 

オリンピック／パラリンピックファミリー 1,414 385 

放送事業者（オリンピック放送機構を含む） 15,477 4,532 

報道事業者 4,187 1,223 

大会スタッフ 232,627 219,469 

治安機関 91,504 34,893 

総数 415,733 305,762 
※備考：大会終了時に有効なアクレディテーションの数
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15 セキュリティ

警備体制の構築

　組織委員会は、セキュリティ・プランニングや体制検討
を早期に実施するため、組織委員会設立当初から警備局
（セキュリティFA（SEC））を設置した。職員は、警察、消
防等治安関係機関のほか、民間警備会社からも警備に精
通した要員を確保し、各ベニューに配置するなど、東京
2020大会の開催時の警備体制に万全を期した。また、防
衛省及び自衛隊への協力要請、各種法令等への対応など
関係機関との緊密な連携の下、東京  2020大会の安全・
安心を確保した。
　警備局設置に際しては、現役警察庁幹部が局長（代理）
として就任した。また、組織委員会の危機管理全般を所掌
するチーフ・セキュリティ・オフィサー（CSO）、サイバーに
おける危機管理を所掌するチーフ・インフォメーション・セ
キュリティ・オフィサー（CISO）が順次設置され、それぞれ
元警察庁幹部が就任した。このように、組織委員会は、東
京 2020大会の開催時の円滑な警備運営を見据え、また、
関係機関との緊密な連携を図るため、警備局の幹部に警
察庁職員等の警察関係者を重点的に配置するとともに、
職員には警察、消防、海上保安庁、防衛省といった治安
関係機関のほか、警備会社など民間会社の職員を含め、
出自の異なる様々な要員で組織した。特に、各ベニューの
セキュリティ担当については、各ベニューを管轄する警察、
消防、海上保安庁のほか、ベニュー警備の中核を担う警
備会社から確保した要員を配置し、万全の警備体制を構
築した。
　また、警備局内にサイバー攻撃への対処を担当する部門
（サイバー攻撃対処部）を設置した。これにより、物理的
なセキュリティ対策とサイバー空間における対策を一体的
に運用することを可能とした。
　関係機関との連携については、内閣官房、東京都、治
安関係機関等の参画を得て、都内については「セキュリ
ティ連絡調整会議」、都外については「各道県セキュリティ
連絡調整会議」をそれぞれ設置して、東京  2020大会のセ
キュリティの課題と情報共有を推進した。
　このほか、内閣官房が主催する東京  2020大会のセキュ
リティ対策の円滑な準備を進めるための「セキュリティ幹
事会」に参画し、政府関係機関の支援を要請した。この
結果、政府と組織委員会の役割分担や、大会警備に関す
る組織委員会、自治体、警察の三者の基本的な役割に関
し、関係者でこれに合意した。また、政府の取組として、関
係機関間の必要な活動調整、情報共有を推進する「セキュ

リティ調整センター」及びサイバーセキュリティの脅威及び
事案情報の共有を担う「サイバーセキュリティ対処調整セ
ンター」を首相官邸に設置すること、並びに、大会の安全
に関する情報を集約し、脅威及びリスクの分析及び評価を
実施する「セキュリティ情報センター」を警察庁に設置する
ことが決定された。
　加えて、過去大会において、警備要員が大会直前に不
足する事態が発生したことを踏まえ、防衛省及び自衛隊に
対しても、東京  2020大会の警備に係る協力依頼を行った。
　なお、人員体制については、東京  2020大会の開催延
期の決定を受けて、各派遣及び出向元に対し、職員の派
遣及び出向延長を要請するなど、延期前の体制の継続を
図った。一方で、東京  2020大会の開催前の要員として派
遣を受けていたベニュー警備については、一旦警備会社
からの出向を解除し、再出向とするよう調整した。
　また、新型コロナウイルス感染症対策への対応として、
「観客（競技場）の感染対策」、「外国から入国する観客
の感染対策」に関し、政府から最新技術を用いた対策の
要請があり、これに対応するシステムの導入及び設置を図
るため、組織の強化を図り、５部  15課体制とした。東京
2020大会の開催時には、213名体制で各競技会場等、東
京  2020大会警備本部（  Games Security   Coordination 
Centre。以下「  GSCC」という。）などの警備運用を実施し
た。
　こうした東京  2020大会の開催延期の対応やコロナ対
策を含む組織委員会の警備体制の構築を通じて、東京
2020大会という、組織委員会、IOC、IPC、JOC、JPC等
の民間団体が中心となって主催する大規模イベントにおい
て、政府を始めとした関係機関との緊密な連携の下、強固
なセキュリティ体制を構築したことや、組織委員会内にお
いて、各治安機関員等が職員として協働したことは、今後
の関係機関間の連携において大きなレガシーとして期待
される。

警備計画等

概要

　東京 2020大会は、会場が１都１道７県の広範囲に分散
しており、会場が分散する中で、東京 2020大会のセキュリ
ティの確保と円滑な大会運営及び都市活動との両立を果
たす警備計画の基本的な考え方について十分に議論する
ため、組織委員会の設立当初から計画策定の検討を開始
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した。過去大会の警備主体は軍や治安機関であったが、日
本では、治安機関と民間警備の役割が警備業法等の法令
によって明確化されていることから、東京 2020大会におい
ては、治安機関と組織委員会、民間を含む関係機関によ
る重層的なセキュリティ対策を構築して安全を確保するこ
ととした。
　また、東京 2020大会は、人員計画において、過去大
会同様、多岐にわたる警備対象施設に対し多数の警備人
員の動員が求められた。このため、警備需要に対する警
備員の最適運用と適正配置に苦慮することとなった。過去
大会では必ず課題となってきた警備人員不足に対して、東
京 2020大会ではどのように克服するか、計画面での効率
運用の検討、打開策などについて、組織委員会とマーケ
ティングパートナー２社が中心となって結成した警備共同
企業体（JV）との模索が続いたが、関係者間による綿密な
事前検討と早期からの計画作りが功を奏し、警備人員不
足の懸念は払拭され、最適化した人員計画が実を結んで、
東京 2020大会の警備は大きな成功を収めた。
　さらに、災害等の緊急事態発生時の避難活動において
は、競技会場等における避難に関する方針、具体的な要
領及び基準を規定して、全ての会場の基本的な考え方をま
とめた「避難基本計画」に基づく各会場の特性を反映さ
せた「会場避難計画」を策定した。加えて、避難誘導等
に当たるスタッフに対する必要な教育や訓練を適切に実
施するため、教育方針及び訓練実施要領を規定した「避
難に係る教育訓練基本計画」に基づき会場ごとにその特
性を反映させた「訓練実施計画」を策定した。
　こうした取組のほか、組織委員会が実施した警備に係る
東京 2020大会の特徴的な取組として、選手村における避
難計画の策定に関するIPCとの連携が挙げられる。これは、
計画の策定に当たってIPCの選手村担当者に対し、プロ
ジェクトレビューやワークショップを通じて計画を説明し、ア
クセシビリティの考え方についてアドバイスを得るものであ
り、２年以上にわたって計９回の意見交換を実施するなど、
IPCとの緊密な連携を図った。この取組により、肢体や視
覚又は聴覚、音声、言語などに様々な障がいのある選手、
関係者等にとってより実効性のある緻密な計画を策定する
ことができた。

警備計画

　東京 2020大会の警備計画は、基本計画と会場ごとの
自主警備計画に体系化された。また、会場の自主警備計
画の策定は、モデル会場の選定など、おおむね次のとお
り進められた。

１　自主警備計画策定ステップと体制（モデル7会場自主

警備計画、会場自主警備基本計画、会場自主警備詳細
計画）
　民間警備が担う役割や警備範囲を自主警備計画として
策定した。
フェーズ１：モデル 7会場自主警備計画の策定（2017年７
月から2018年３月まで）
　会場の立地や使用目的、競技の特性によって会場の警
備タイプを7つに分類して分析、検討を行い、当該分類に
応じてモデルとする7会場の自主警備計画を策定した。
フェーズ２：会場自主警備基本計画の策定（2018年８月か
ら2019年６月まで）
　モデル7会場自主警備計画を基に、全会場の基本計画
を策定した。主に適正なスクリーニングレーン構成や会場
警備本部（VSCC）の構成、会場における指揮命令系統、
警備員の最適配置等について検討し、基本計画に反映さ
せた。
フェーズ３：会場自主警備計画の策定（2019年７月から
2020年６月まで）
　 全 会 場 に 各 会 場 警 備 責 任 者（Venue Security
Manager。以下「 VSM」という。）が着任したことを受け、
基本計画に会場固有の特性や競技要件についてのVSM
との議論を加味した会場自主警備計画を策定した。
フェーズ４：会場自主警備計画の見直し（ 2020年８月から
2021年７月まで）
　東京 2020大会の開催の延期に伴う予算縮減が求めら
れる中、簡素化と業務効率を両立させた計画修正を行っ
た。また、東京 2020大会の開催直前に新型コロナウイル
スの感染状況による聖火リレーの公道対応中止、ライブサ
イト等集客イベントの中止、一部会場を除く無観客開催が
確定したことから警備配置の見直しと適正化を図り、さら
には新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた警備員装
備品の使用について検討を行い計画へ反映させた。

２　スクリーニング実証実験
　会場入場口における最適なスクリーニングレーン構成と
人員配置のために、スクリーニング実証実験を４回行った。
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本実証実験は、計２回にわたってメディア公開も行い、安
心して会場へ来場できる万全な体制が整っていることを積
極的に広報した。また、新型コロナウイルス感染症対策と
して、フィジカル・ディスタンスに配慮した入場方式や、検
査方法の検討を行った。

３　警察、消防、海上保安庁、自衛隊との連携
　警備計画策定は、関係機関と共に合同会場実査を行
い、危険箇所の洗い出しや検証を行って各種計画策定に
反映させた。これまでイベント等で連携して取り組む機会
の少なかった警察と消防、海上保安庁、自衛隊などを含
め、官民一体となった大会警備を実現したことで、東京
2020大会を契機として各治安機関間での相互理解が進
み、様々な現場で連携を構築できたことは、今後のレガ
シーとなることが期待される。

避難計画

　東京 2020大会の避難計画については、「避難基本計
画」及び「避難に係る教育訓練基本計画」といった基本
計画を策定後、VSM等が中心となり、関係 FA、治安機関、
自治体等と調整して、会場ごとに個別の「会場避難計画」
及び「避難訓練実施計画」を策定した。
　「会場避難計画」は、避難の分類、避難場所の選定、避
難経路図、避難誘導体制、事案発生時の情報収集及び
伝達、避難の意思決定、各事案における避難の考え方等
を、「避難訓練実施計画」は、教育方針、訓練プログラ
ム、訓練の実施方法（ディスカッション型図上訓練、シミュ
レーション型図上訓練、実動避難訓練）等について規定し
た。
　また、特にオリンピック・パラリンピック競技大会史上初
の取組として、各競技会場への多言語の音声情報アプリを
活用した避難誘導対策の導入や、通常の避難経路に加
え、避難時に配慮が必要な観客や関係者のアクセシブル
ルートについて、色分けして避難経路図に図示するなどの
アクセシビリティの確保を行った。さらに、落雷時の避難
対策のため、屋内避難場所が確保できない競技会場に
PDCE型（落雷抑制型）避雷針を設置し、避難場所を確保
したことも史上初となった。

ガイドライン策定

　国際的にテロ対策を含めた警備が強化される中、 2004
年にチェチェン共和国の大統領がスタジアムに仕掛けられ
た爆発物によって暗殺された。事件を受け、オリンピック・
パラリンピック競技大会では、ロンドン2012大会において、
建設段階からの警備対策が実施され、大会期間中だけで

なく、準備段階からの強固な警備体制を構築してきた。東
京2020大会でも、建設段階におけるセキュリティの指針と
して、「新国立競技場の建設現場における警備ガイドライ
ン」及び「オリンピック関連施設の建設現場における警備
ガイドライン」を策定して、組織委員会内はもとより、建設
事業者等に周知徹底を図り、安全・安心な大会の実現に
向けて万全を期した。
　東京  2020大会で策定した建設段階におけるセキュリ
ティガイドラインは、各会場におけるセキュリティスイープ、
ロックダウンを見越し、その前段階となる会場整備の各
フェーズで対策すべき内容を明確にした、切れ目ない警備
を実現し、大会警備の土台となった。特に、建設段階の
ボイド（空洞）対策については、ボイド内に不審物がない
か目視検査後、検査記録書を作成させるなど、建設段階
の警備強化を図る上での重要な対策であり、今後の大会
においてもレガシーとして引き継がれるものである。
　一方、東京  2020大会の特徴として、我が国の自主警備
の実情を勘案した対策が挙げられる。日本のイベント警備
は、過去大会の軍や治安機関を主体とした警備と異なり、
法令等に基づいて民間警備会社が担っているため、東京
2020大会におけるセキュリティの基本方針として、そのよ
うな状況を踏まえた大会の自主警備に関する方針、基準
を策定する必要があった。
　このような背景の下、東京  2020大会の「警備ガイドラ
イン」は、民間警備会社を含めた関係機関それぞれの役
割分担を明確にしながら、大会の自主警備に関する方針、
基準を定め、各種警備計画の指針となるとともに、他  FA
や関係機関による計画策定に活用されることを想定して
策定された。
　本ガイドラインは、東京  2020大会の警備に関わる治安
機関等や民間警備などの関係機関がオリンピック・パラリ
ンピック競技大会の警備について考察する際の指針となり、
モデル自主警備計画・各会場自主警備計画の策定に際し
ても、警備方針の基準たる役割を果たした。
　また、警備ガイドラインの概略を公表したことで、東京
2020大会の警備対策が適切に推進されていることがア
ピールされ、対外的にも大会警備への理解を得ることがで
きた。
　さらに、警備ガイドラインは、警備局の策定した、①セ
キュリティC3コンセプト、②  VCPガイドライン、③統合危
機管理計画、④避難基本計画などの基礎となり、各業務
を有機的に結合することにも寄与した。
　本ガイドラインを基礎として官民一体となった大会警備
を実現し、東京  2020大会を機に民間警備と警察、消防、
海上保安庁、自衛隊等の治安機関間の相互理解が進み、
様々な現場での連携を構築することができたことは、大き
なレガシーである。
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　他方、サプライヤー向け対策として、ベンダー（物品等
の 供 給 者 ）認 証プ ログラム（ Vendor Certification 
Program。以下「VCP」という。）がある。このVCPは、オ
リンピック・パラリンピック競技大会で導入されている、配
送時のセキュリティ強化と円滑な会場搬入の両立を実現
させた認証制度である。東京 2020大会においても、会場
周辺の交通対策に特段の配慮が必要になるため、VCP導
入は極めて重要な要件であり、十分な議論の時間を確保
した上で、関係 FAと共に強力に策定検討を推進した。
　東京 2020大会のVCPガイドラインは、本編６章立て及
び別添１から６までで構成し、日本独自の商流、実態に応
じた内容とした。多大な予算を要するハイスペックな物理
的防御だけに頼ることなく、日本独自の商流と契約、確立
されている自社セキュリティ（サプライヤー）等を考慮し、国
内では既知となっている実態に即した内容で策定しており、
次大会以降の開催都市においても十分参考になるもので
あり、レガシーとして引き継がれていくことが期待される。

警備共同企業体（警備 JV）の設立等

警備共同企業体（警備 JV）の設立、要員確保

　東京  2020大会においては、大会の警備業務における
要員の確保に困難が見込まれたことから、マーケティング
パートナー２社が中心となった警備に係る共同企業体
（JV）を結成し、非パートナーの多くの警備会社の参加を
募り、大会の警備業務を遂行した。共同企業体（JV）とは、
企業が単独で案件の受注等を行う通常の契約形態とは異
なり、複数の企業が、一つの案件を受注し、施工や委託
業務を共同して行うことを目的として形成する事業組織体

のことである。
　マーケティングパートナー２社と組織委員会で東京2020
大会の警備業務の受託方式について協議し、組織委員会
として、同２社によるJV方式での受託とする方針を決定し
た。並行して、JV方式の採用に伴う私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。独
占禁止法）上の問題について、マーケティングパートナー２
社から公正取引委員会に相談したところ、問題ない旨の
回答が得られた。これを受け、マーケティングパートナー２
社により警備に係るJVの発足に向けた「東京  2020大会
警備共同企業体発起人会」（以下「発起人会」という。）
が設立された。
　その後、発起人会及び組織委員会によるJVの骨格等に
関する協議が進められ、マーケティングパートナー２社を共
同代表とし、非パートナー企業  12社を理事会社とする、計
14社による「東京  2020オリンピック・パラリンピック競技
大会警備共同企業体」（以下「警備J  V」という。）が設立
された。また、組織委員会と警備  JV間で覚書が締結され、
警備  JVは、競技会場及び非競技会場の集中する「一都三
県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）」及びその周
辺地域を受注範囲とすることが合意された。
　警備  JVの設立を受け、業務対象、受注範囲及び警備
員単価を始めとする会場個別契約の前提となる主要な項
目について協議を進め、これを定めた「基本契約」が正
式に締結され、受注範囲について、一都三県の競技会場、
非競技会場、路上競技（自転車競技（ロード）を含む。）、
練習会場、ラストマイル、東京  2020ライブサイト、ファシ
リティとして確定させた。
　上記の基本契約及び会場警備計画等に基づき、組織委
員会と警備  JVの間で「個別契約」を締結し、大会に向け
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た警備要員の確保が確定した。個別契約の締結に当たっ
ては、警備  JVとJV加盟会社の間の合意内容に留意し、対
象範囲に漏れのないよう着実に確認を進めた。
　一方、会場及び関連施設における自主警備の主体は、
民間警備員が担うことから、警備  JVの実効性を更に高め
るため、東京  2020大会固有の知識や技能についての教
育が必要であった。東京2020大会では、全警備員を対象
としたｅラーニングによる教育や、VSM、警備隊長、オペ
レータ、モニター監視員等の責任者に対するテストイベント
などを通じた教育及び訓練、各会場での実技訓練を充実
させ、大会に従事する全ての警備員に対して大会に特化し
た教育を十分な期間を設けて実施した。
　警備  JVの設立は、警備需要の高まりを受けた警備要員
不足、また、東京  2020大会の開催延期の影響を受ける
中、組織委員会と警備  JVとの緊密な連携及び積極的な協
調活動の結果、警備会社  553社の加盟を得ることにより、
警備員延べ約  51万  7,700名（うち、警備  JV約  46万7,300
名）、最も多い日（  2021年７月30日）で警備員数約  1万
4,000名（うち、警備   JV約1万1,900名）を動員して、万
全な大会警備体制を構築するなど、大会の安全・安心の
確保に大きく貢献した。
　このように、関係機関との連携の下、東京  2020大会の
特性に応じた警備員教育を推進し、大会警備の成功につ
なげた。特に、本  eラーニングについては、世界的なイベ
ント警備のノウハウが盛り込まれており、今後の日本の警
備業にとってのレガシーとして期待される。
　また、東京  2020大会の開催直前の無観客開催決定や
新型コロナウイルス感染症対策（大会関係者ホテル管理、
濃厚接触者対応等）により、警備員の配置変更及び増員
等が急遽発生したが、警備  JV（一都三県会場）、セコム
株式会社（宮城会場及び茨城会場）、ALSOK（北海道会
場、福島会場、静岡会場及びマラソン競歩）との緊密な
連携により、まさにオールジャパン体制で緊急要請に対応
し、東京  2020大会の警備を完遂した。

警備資機材の活用

　東京2020大会は、過去大会で見られたオリンピックパー
クがない会場分散型の大会であり、このため、警備運用
に当たっては、必要な資源が分散されることになった。ま
た、世界的に大規模イベントにおけるテロ等の懸念が高ま
る中、東京  2020大会の自主警備には、テロ事案等の発
生を可能な限り未然に防止するとともに、発生した事案に
対しては早期に対応することにより、安全・安心な大会を
実現することが求められた。
　限りある警備員でこれを実現するためには、的確な警備
資機材の活用が必要不可欠であった。東京  2020大会で

は、具体的に、次の警備資機材を導入することにより、よ
り強固な大会セキュリティを実現した。

１　顔認証システム
　東京  2020大会の関係者の会場等への入場におけるア
クセス・コントロール・システムでは、ICチップ入りのアク
レディテーションカードを使用した。競技会場、非競技会
場合わせて48施設に303レーンの入場資格チェックポイン
ト（ACP）を設置し、ICを用いた入場管理、真贋確認及び
顔認証による本人確認を実施した。東京2020大会の開催
期間中のピーク日には、延べ約  17万人の入場資格チェック
を行い、高度なセキュリティとスムーズな入場を実現すると
ともに、警備員との接触機会の減少や混雑による密回避
にも寄与した。東京2020大会の開催期間中に関係者に
対するアクセスコントロールにおいて顔認証を導入するの
は、オリンピック・パラリンピック競技大会史上初の取組で
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あった。
　各種イベントにおける安全確保の重要性はますます高
まっており、生体認証での入場チェックの導入も進められて
いる。その先駆けとして、東京 2020大会でセキュリティの
重要性を見える形でアピールしたことにより、今後のイベン
ト主催者の安全・安心の重要性に対する意識が高まり、イ
ベント来場者の更なる安心に貢献することができた。

２　映像監視及び画像解析システム
　各競技会場等には、会場既存カメラを含め約  8,000台
のセキュリティカメラを配備したほか、会場内外の境界（ベ
ニューペリメータ）上に設置された約2,500セットの赤外線
センサ等や、警備員に装着したウェアラブルカメラ等から
の全ての情報をVSCCで統合連携した。全ての会場の映像
や事案は、GSCCに共有され、必要に応じてMOCへ上申
することで、情報連携や意思決定の迅速化を図った。これ
により警備部門のみならず組織委員会全体としての意思

決定を支えるとともに、治安機関、関係機関との協力にお
ける基礎となり、安全・安心な大会運営の実現に貢献し
た。
　また、コロナ禍での開催に伴い、オーバーレイブックの
変更が必然となった東京 2020大会において、設計の工夫
による機器配置の最適化を図った。

３　スクリーニング資機材
　観客等の会場入場時には、スクリーニング資機材（X線
検査装置、金属探知機など）を活用した厳格なセキュリ
ティチェックを実施した。PSAにはX線検査装置を約1,000
台、金属探知機を約  3,700台設置し、会場の車両入場口
には、車両下部検査装置約  100台を設置することで、セ
キュリティレベルの向上と検査時間の短縮を図った。主要
会場には、液体検査装置も設置し、危険性のある液体物

VSCCの様子

設置されたカメラとセンサー スクリーニング資機材
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フラワーレーンプロジェクト

を検知して、テロ行為等の未然防止を図った。
　また、設置計画、輸送計画、保守サービスについて、綿
密な計画を立案するため、３工区に分割し、機器調達から
撤去までを業務委託契約として一括発注した。機器は受
託者がメーカーとレンタル使用契約を締結し、後利用や機
器廃棄等の問題も回避した。

４　フラワーレーンプロジェクト
　各競技会場の手荷物検査場に鉄製のフェンスの代用と
して設置する予定で、競技会場付近の小学校、特別支援
学校等、約300校で、約3万3,000鉢のアサガオが育てら
れた。しかしながら、多くの会場が無観客開催となったた
め、設置場所を変更し、選手の通行ルートやメディア及び
関係者の通路等に設置された。育てられたアサガオには
児童が書いたメッセージプレートも添えられ、日本ならでは
のおもてなしを実施したことで、これを目にした海外から
来日した選手もSNS等で紹介するなど、大きな反響があっ
た。

５　混雑検知システム
　選手村の各施設（メインダイニング、カジュアルダイニン
グ、トレーニングセンター、レクリエーションルーム、ビレッ
ジプラザ）に混雑検知システムを導入した。スマートフォン
での情報提供に加え、メインダイニング、住居棟ロビーに

選手村メインダイニング設置の大型サイネージ

は大型のサイネージを設置し、選手や関係者に混雑状況
を把握してもらうことで行動変容を促し、コロナ禍におけ
る密の回避に寄与した。
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サイバーセキュリティ対策

大会前の準備

　東京  2020大会においては、大会前の準備活動の中で
もサイバーセキュリティ・インシデントが発生した場合に、そ
の被害を局限化し、迅速な復旧の支援を行う専門チーム
としてCISOを責任者とした、警備局及びテクノロジーサー
ビス局の両局合同で構成されるCSIRT（  Computer   Security 
Incident   Response   Team）体制を常設の機関として設置
し、これによって、重大サイバーセキュリティ事案の対処及
び未然防止を図った。
　東京  2020大会の準備期間に実施した、具体的な対策
は次のとおりである。

１　サイバー関連演習
　組織委員会では、着任者研修やｅラーニング研修、標的
型攻撃メール訓練等の「アウェアネス・トレーニング」のほ
か、重要システムに対するサイバー攻撃事案発生時を想定
した「机上演習」を実施した。特に机上演習では、サー
ビス主管局と警備局、テクノロジーサービス局が中心とな
り、総務局、広報局等の関連各局が必要な情報を円滑に
共有できるよう様々なシナリオでシミュレーションを行った。
さらに、政府、警察又は東京都が主催する机上演習や実
践演習にも積極的に参加し、各関係機関との連絡体制の
確保や情報共有手順の確認を行った。
　なお、東京  2020大会の開催延期に伴い、2020年３月  

 

以降に実施予定であった各種演習計画が延期となったこ
とから、延期期間においては業務委託を中断するなどして
追加費用の最小化を図った。ただし、延期期間において
もe-ラーニング研修、標的型攻撃メール訓練等のアウェア
ネス・トレーニングは継続し、職員のサイバーセキュリティ
意識の向上を図った。

２　関係機関との連携
　関係機関とのサイバーセキュリティに関する緊密な連携
を実現するため、2015年から、内閣官房オリパラ推進本
部事務局、内閣サイバーセキュリティセンター（以下
「NISC」という。）、東京都戦略政策情報推進本部との定例
ミーティングを開催し、延期期間にも継続して定常的な情
報共有の場を設定した。
　東京  2020大会の開催期間中も含めた連携のために、
NISCが構築した情報共有プラットフォーム（Japan   cyber 
security Information Sharing Platform。JISP）を最大限活
用することにより、政府機関のみならず、セキュリティ関連
組織、重要サービス事業者、スポーツ関連団体等と迅速
な情報共有を実現した。また大会期間中は、NISCや警察
からの要員が  GSCCに、またJPCERTコーディネーションセ
ン タ ー（  Japan Computer   Emergency   Response   Team 
Coordination Center。JPCERT/CC）及び日本サイバー犯罪
対策センター（  Japan Cybercrime   Control Center。JC3）か
らの要員が、セキュリティ・オペレーション・センターに、そ
れぞれリエゾンとして常駐することで、迅速及び的確な情
報共有を図った。  

 

標的型攻撃メール訓練で使用したメールのサンプル
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セキュリティ関係機関との連携体制

　インターネット上の脅威情報について政府機関やセキュ
リティ関連組織とも情報を共有し、収集及び分析した脅威
情報は、IOC、OBS（オリンピック放送機構）、マーケティ
ングパートナー等のステークホルダーや、組織委員会内の
関連 FAに共有した。

３　 会場の制御システムに対するサイバーセキュリティ対
策支援

　近年、ITシステムだけでなく、ビル等の中央監視システ
ム及び電力や空調監視等の制御システムもサイバー攻撃
の対象となっている。そこで、政府、警察と組織委員会が
緊密に連携しながら会場の電力等の制御システムに対す
るサイバーセキュリティ対策のチェック及び支援を実施し
た。この際に、既存又は新規恒久（レガシー）システムは
政府及び警察が、仮設（オーバーレイ）システムは組織委
員会がそれぞれ担当した。具体的には、制御システムのサ
イバーセキュリティ項目に特化したチェックシートにより、設
計段階からのセキュリティ対策をチェックするとともに、竣

工後にも会場を訪問することで、万全を期して対策実施状
況を確認した。

４　セキュリティ・オペレーション・センターの立ち上げ
　組織委員会のバックオフィス（組織内）ネットワークを東
京  2020大会の開催期間用の設計に移行させた2019年３
月に、併せて小規模な体制ながらセキュリティ・オペレー
ション・センターを立ち上げた。同年夏から開始されたテ
ストイベントに先立ちネットワーク・セキュリティとエンドポイ
ント・セキュリティのために導入した、多層防御及びホワイ
トリストベース（事前に定められた通信のみ許可する方式）
に基づくプロアクティブなセキュリティ対策（攻撃を受ける
前から、先行的に実施する対策）の運用を開始するととも
に、各種監視パラメータのきめ細かいチューニングを継続
的に行った。この運用の中では2019年11月から翌年１月に
かけて大量に観測された「大会関係者のEmotet感染に伴
うと見られる不審メール」、「IOC会長や組織委員会の事

政府、警察との窓口となったGSCC
セキュリティ・オペレーション・センターが設置された
テクノロジー・オペレーション・センター（TOC）
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務総長になりすました不審メール」などの「不審メール」
や「関係機関のホームページ改ざん」が継続的に観測さ
れた。いずれの事案も、あらかじめ導入したソリューショ
ンとその運用が功を奏し、東京2020大会の準備及び運営
の環境におけるマルウェア混入などの深刻な事態には至
らなかったと評価できる。

大会直前及び大会開催期間中の活動

　特に、東京2020大会の開催期間中の体制としては、

2019年６月のテストイベント開始に合わせて立ち上げたテ
クノロジー・オペレーション・センター（TOC）の体制の中
にセキュリティ・オペレーション・センターを位置づけ、組
織委員会が運営する全ての大会用データネットワーク環境
（競技ネットワーク、バックオフィスネットワーク、ステークホ
ルダー用ネットワーク）及びその上で運用される様々な情
報システムを統合的に監視できる体制として運用した。
　さらにOBSやオリンピック・チャンネル・サービス
（Olympic Channel Service。以下「OCS」という。）などの
放送関係の重要ステークホルダーや、NTTなどの通信カテ

バックオフィス環境で観測された認証エラー

公式ウェブサイト・モバイルアプリのサーバ環境でブロックされた通信



  

  

 

 

ゴリーのマーケティングパートナー、他  FAが運用するオペ
レーションセンター、政府などとの間でも、リアルタイムで
の連絡系統による連携体制を運営した。その上で、特に
2019年から2021年６月までの期間に、計４回実施した実践
演習（サイバーウォーゲーム）、計２回実施した大規模なテ
クノロジー総合演習（テクノロジーリハーサル）、計３回実
施した災害復旧演習などを通して、セキュリティソリュー
ションのチューニングと技術者の習熟度向上を図った。
　東京  2020大会の開催期間中のセキュリティ・オペレー
ション・センターのフル体制としては、44ポジション128名
が、東京  2020オリンピックの開催期間中は24時間、東京
2020パラリンピックの開催期間中は19時間のシフト勤務
を、それぞれ行った。東京  2020大会の開催期間中に観測
された事案としては、７月上旬から８月上旬にかけて発生し
た各国のIPアドレスからのパスワードスプレー攻撃と見ら
れるバックオフィス環境での大量の認証エラーや、組織委
員会が運営する各ネットワークや公式ウェブサイト、モバイ
ルアプリにおいて発生した大量のセキュリティイベント等
がある。後者では、計  4.5億回の通信をブロックした。ま
た、特にステークホルダー用ネットワークは、東京  2020大
会の開催直前に来日及び来場した放送局、プレス、NOC、
NPCなどの関係者が持ち込んだ脆弱なエンドポイント（PC
端末等）を狙った不正通信が多く観測され、発見の都度、
ユーザーの理解と協力を仰いで通信のブロック、端末のク
リーンアップなどの迅速な対策を実施した。
　結果的に、東京  2020大会の運営に影響を及ぼすサイ
バー攻撃は確認されなかった。

成功要因とレガシー

　東京 2020大会の開催前には、各メディアで「東京 2020
大会がサイバー攻撃の対象となる可能性」が再三にわ
たって指摘されていたが、サイバーセキュリティの面では成
功裏に終えることができた。
　成功要因として、まず、組織委員会の立ち上げ期から、
サイバーセキュリティの専門家を内部スタッフとして配置し、
情報セキュリティ・マネジメントシステム（規程類、調達ルー
ルなど）を導入してきたことが挙げられる。また、組織委
員会や過去大会の経験者（IOC、マーケティングパート
ナー）を中心に、情報システムや通信ネットワークのセキュ
アなアーキテクチャ設計を行うとともに通信パートナーや
IT系のローカルパートナーと共にプロアクティブな対策の
導入及び運用を早期から推進してきたことも、大きな成功
要因の一つである。さらに、競技ネットワーク、インフラサー
ビスなどの重点分野で、政府や関係機関と連携して、継続
的な対策の棚卸しを実施し、実践演習及びセキュリティ監
査を推進したことが非常に有効だった。そして最後に、東

京 2020大会の開催期間中には、OBSや OCSなどグロー
バルなステークホルダーも交えた連携体制の下、危機意
識の共有と事案発生時の対策の連携を行うことで、実際
に大会期間中に対応が必要であったステークホルダー側
の脆弱な環境に由来した事案にも、適切に対応できた。
　これらの取組の知見と経験が、将来の大規模スポーツイ
ベントに留まらず、様々な重要プロジェクトやデジタル化プ
ロジェクトのサイバーセキュリティ対策への活用及び応用
により、セキュアな社会基盤の実現に大いに貢献すること
が期待される。

警備上の危機管理対策

　東京 2020大会において、大規模災害、テロなど大会
運営や大会関係者及び観客等の生命、身体、財産に重大
な影響を及ぼすような緊急事態が発生した場合に、警察、
消防等の関係機関と連携を図りながら適切に対応するた
め、CSOの下に警備局の危機管理体制を構築するととも
に、「大会関係者及び観客等の安全の確保」及び「大会
継続のための被害の最小化」を基本方針として、各種危
機管理対策に取り組んだ。
　具体的な対策は、次のとおりである。

１　危機管理対策に係る計画の策定
　東京 2020大会のセキュリティに関する指揮命令系統及
び関係機関との連携方法について定めることを目的に、
「セキュリティC3コンセプト」を策定した。
　「セキュリティC3」は、適切な時機における上申及び情
報の流れを管理し、効果的な意思決定を行うための必要
不可欠な要素であり、東京  2020大会のセキュリティ対策
上非常に重要である。
　このセキュリティC3コンセプトを基に、GSCCやVSCCが
緊急事態発生時に適切に対応するため、東京  2020大会
の警備に係る基本的な危機管理対応と緊急事態発生時
における関係機関との連携や情報収集要領を定めた「統
合危機管理計画」を策定した。

２　GSCCの計画、運用、訓練
　GSCCは、全ての会場の警備業務を統括して調整と管理
を行い、会場で起こる重要な事案を的確に把握し、迅速
に問題解決を図るほか、緊急事態発生時にはMOCと連携
して対応に当たるため、過去大会や IOCからのアドバイス、
政府の危機管理体制を参考にしながら体制構築に取り組
んだ。また、GSCCでは緊急事態発生時における初動対応
として、関係機関との緊密な相互連携を実現するため、官
邸危機管理センターへの緊急参集チームメンバーとして警
備局長が構成員に指定されるなど、緊急事態への万全の
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GSCCのマーク

デシジョンルーム

体制を構築した。さらに、GSCCを適切に運用するため、組
織委員会設立当初から大規模地震やテロ等に対する緊
急事態発生時を想定し、CSOを座長としたCMT（クライシ
スマネジメントチーム）事務局として組織委員会内の各関
係部署や関係機関が参画した様々な「図上訓練」を実施
した。
　訓練では、訓練体制、通信手段等可能な限り本番に近
い環境で、方針の決定に向けた情報収集や情報集約、必
要な資料の作成を限られた時間内で実施するとともに運
用上の課題を抽出し、勤務員の対応能力向上を図った。ま
た、組織内の情報共有方法、意思決定プロセス、関係機
関との連携方法などを実践に則して確認した。
　東京  2020大会の開催の延期に伴い、これまでの訓練
の深度化を図るため訓練規模を拡大しながら、同一事案

GSCC稼働状況

に対する訓練を複数回行うとともに、新型コロナウイルス
感染症対策の一環として聖火リレー事案対処訓練や安否
確認訓練を関係 FAと共同して行った。

３　非常用連絡ツールの導入
　GSCCでは、過去の大震災を教訓として緊急事態発生時
における各会場等との連絡体制を強化するため、組織委
員会で整備される無線機の通信が輻輳又は通信制限を
受けた場合に備え、非常用緊急連絡ツールとしてMCA
（  Multi Channel Access。複数の周波数を複数のユーザー
で共同使用し、スムーズな通信及び通話を可能とする方式
のこと。）無線機を導入し万全の体制を構築した。

４　関係機関との連携
　東京2020大会の開催期間中に政府が内閣官房に設置
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GSCC訓練の様子

した「セキュリティ調整センター」を始めとする政府機関と
GSCCとの迅速な情報共有や問題発生時の適切な調整が
実現できるよう、関係機関との連携体制の構築に向けて、
政府が実施する会議や訓練に積極的に参加した。
　また、聖火リレー開始時からGSCCを稼働させ、重大事
案に対する政府からの招集に備え、緊急参集体制を構築
した。
　東京 2020大会の開催期間中はGSCCに関係機関（警
察庁、警視庁、消防庁、海上保安庁）からのリエゾンが
常駐したことから、迅速な情報共有等を実施することがで
きた。
　また、競技会場以外の各施設における緊急事態発生時
の情報収集については、警備 JVと連携強化を図り体制を
構築した。

５　大会時の体制
　GSCCは、聖火リレーの出発時から稼働を開始し、東京
2020大会の開催準備に関する業務を実施しながら段階
的に人員体制を強化して、大会の開催期間中は全期間を
通して24時間体制で任務を遂行した。

セキュリティ事案への対応状況

　GSCC内における総括班、会場運営班など警備局内各
担当班と迅速な情報共有を行い、VSCCや関係機関と緊
密に連携するとともに、映像監視及び画像解析システムや
無線機器等を活用して総合的な情報収集に基づく早期収

束に向けた適切な事案対応を実施した。また、事案終了
後の対策についてGSCC及び VSCCと連携して脆弱箇所の
修正を行うなど、必要な各種対策を講じて同種事案の再
発防止を図った。さらに、当務報告においてリモート会議
ツール（ Microsoft Teams）を活用し、GSCC内のみならず、
各会場のVSM、DVSMとの情報共有を行い、事案対応へ
の共通認識を図った。
　新型コロナウイルス感染症対策においても万全を期し、
体制に間 を生じることなく東京2020大会の警備を完遂
し、安全・安心な大会運営を実現した。

対外的な情報発信

　過去大会同様、東京2020大会のセキュリティに関する
取組を説明する全９回のセキュリティレビューを通じてIOC
と緊密な連携を図った。東京 2020大会の開催の延期決
定後もESC（Executive Security Coordination）に係るテ
レカンファレンス（ tele-conference）を、大会の準備期間
に15回、大会の開催期間中は毎日実施して、連携体制を
継続した。また、各国 NOC及び NPCに対しては、2021年
６月、セキュリティブリーフィングを開催し、42か国 86名の
参加者を得るなど、東京 2020大会のセキュリティに関する
具体的及び積極的な情報発信を行った。
　また、東京 2020大会のセキュリティに関する一般の理
解、協力を幅広く得るため、積極的な情報発信を推進し
た。東京 2020大会の開催前には、過去大会の教訓を踏
まえ、大会の警備体制構築を目指して設立した警備 JV発
足時の広報、顔認証システム導入決定時の広報、2018年、
2020年に実施したスクリーニング実証実験時における広
報対応等を実施した。
　また、東京 2020大会の開催時の持込禁止物品、禁止
行為及び遵守行為については、キャッチフレーズ、広報動
画及びポスターを作成するとともに、組織委員会内外の各
種広報媒体への掲載に向けて関係機関と調整し、周知に
向けた取組を進めた。
　東京 2020大会の開催直前期には、警備体制の発表を
含め安全・安心な大会の実現に向けて万全な状況を積極
的に発信するとともに、大会の開催期間中は、フラワーレー
ンプロジェクトが国内外のメディアから好意的に取り上げ
られるなど、大会全体のイメージアップに大きく貢献した。

ドローン規制

　「重要施設等の周辺地域の上空における小型無人機等
の飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が大会開催前に改正され（令和元年法律第 10号改
正）、東京 2020大会における競技会場を始めとした関連
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施設について、その上空での小型無人機等（ドローン）の
飛行が原則禁止されることになった。
　本法律は、ドローンの飛行による危険の未然防止及び
東京 2020大会の円滑な準備、運営を確保することを目的
としており、組織委員会からの要請により、文部科学大臣
がドローンの飛行禁止場所等を指定し、告示した。
　組織委員会は、関係機関等とも検討を重ね、競技会場
や不特定多数の人が集まる聖火リレーコース、ラストマイ
ル、東京 2020ライブサイト等をドローンの飛行禁止場所と
して文部科学大臣に指定の要請を行った。
　この要請に際し、飛行禁止の具体的範囲や期間を記載
した官報告示書類の作成が必要であった。東京2020大会
はオリンピックパークがなく、競技会場が分散していたこと
から、競技会場ごとに規制図面作成の必要があるなど、こ
の作業は困難を極めたが、競技会場が集中している「トー
キョーウォーターフロントシティ」は、規制範囲が重なり合っ
ていることから、これらを統合して一つの大きな区域として
指定を要請するなど、様々な工夫によって省力化を図った。
また、聖火リレーでは、その全行程は約 2,000㎞に及び、
飛行禁止場所を指定するためには莫大な人的リソースが
必要であったが、電子地図の機能を用いて、機械的に飛
行禁止場所を指定することにより、これを克服した。
　東京 2020大会の開催が延期となったことを受け、競技
会場や東京 2020ライブサイト等が一部変更となったこと
から、対象となる施設や期間について改めて調整したほ
か、聖火リレーでは、走行ルートや実施方法が大幅に変更
された区間もあったことから、必要に応じて飛行禁止場所
の再要請を行った。
　飛行禁止場所、期間についてあらかじめ周知することが
ドローンの飛行抑制につながるとして、組織委員会では、東
京 2020大会公式のウェブサイトやSNSで広く周知した。
　また、飛行禁止の例外として、競技の撮影を行うメディ
アや競技判定のためのドローン等に飛行の同意を与えた。
　飛行の同意を得たドローンとその他のドローンとの識別
が課題となっていたが、これを解決するため、色付きシー
ルによる識別のほかに、ドローンにビーコン装置を搭載す
ることとした。ビーコン装置はVSCC等においてモニタリン
グを行い、許可ドローンに搭載したビーコン装置の発する
情報とあらかじめ提出されている飛行プランとを突合する
ことでドローンの識別を行った。
　ドローンの利活用が今後、ますます活発になっていくも
のと思われるが、東京 2020大会での取組は将来の国家的
イベントにおけるドローン運行管理の参考となるものであ
り、レガシーとして引き継がれていくことが期待される。
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16 テクノロジー

スポーツとテクノロジー

　テクノロジーは、金融や教育など現代社会の至るところ
に入り込み、業界の活性化はもとより、産業構造の変革を
もたらす重要な役割を果たしている。
　スポーツ界も例外ではなく、スポーツとテクノロジーを組
み合わせた「スポーツテック」（  Sports × Technology）と
いう言葉も生み出され、両者は今や密接不可分な関係を
築いている。近年の例としては、2019年ラグビーワールド
カップで活躍した日本代表の選手たちが背中に小型の
GPSを装着し、選手のパフォーマンスやゲームコントロール
の分析に活用して大きな成果を上げたことが記憶に新し
い。
　スポーツ庁も2018年３月、「新たなスポーツビジネス等
の創出に向けた市場動向」を公表した。その中で、スポー
ツとテクノロジーの関係を、「する」（データの一元管理や
分析、活用などによる環境整備、eスポーツ、疑似体験の
提供など）「み、 る」（スポーツ観戦における新たな視点や
スタイルの提供、顧客の満足度の向上など）、「ささえる」
（選手及びチームのパフォーマンスの向上、大会の運営、
マーケティングなど）の３つの要素で分類し、スポーツに関
わる様々な分野におけるテクノロジーの役割に言及した。

東京 2020 大会とテクノロジー

　多岐にわたりテクノロジーと密接に関係している現代の
スポーツは、特に大規模なスポーツイベントにおいては、競
技者や指導者、競技をサポートする大会スタッフはもちろ
ん、観戦者、放送事業者、大会運営に関わる関係者など、
イベントのあらゆる場面で、高度なテクノロジーの活用が求
められている。
　そのような状況の中で行われた東京 2020大会は、競技
運営（する）、競技観戦（みる）、大会運営や意思決定な
どのマネジメント（ささえる）、そして、それらの基盤となる
インフラストラクチャの各分野で、テクノロジーがより高いレ
ベルで大会を下支えすることが求められた。組織委員会で
は、こうした要請に応え、加えて、全てのアスリートが最高
のパフォーマンスを発揮し、東京 2020大会に関わる全て
の人々に感動を与え、世界にポジティブな変革を促し、そ
れらをレガシーとして未来へ継承していく大会とするため、
世界最高水準のテクノロジーを競技会場の整備や大会運
営に活用することとした。

競技運営を支えるテクノロジー

　東京2020大会では、夏の大会としては過去最大規模と
なるオリンピック33競技、パラリンピック22競技を運営す
ることが決定された。そのため、競技運営を支える計時計
測システム（ Timing & Scoring）や会場内競技結果管理シ
ステム（ On-Venue Results System）、競技結果を配信する
競技情報システム（ Olympic Diffusion System）なども過
去最大規模での導入となった。

競技情報システムの一つであるmyInfo

　さらに、これらのシステムから情報提供を受けるプレス
や放送局の数も過去最大規模となることが想定されたこ
とから、これまでにない機能拡充も実現した。具体的には、
メダリストインタビューや大会期間中のメディア関係者の
会議などを映像や音声のストリームで配信する機能などで
ある。
　加えて、近年のスポーツ大会の特徴として電子判定シス
テムを正式採用するスポーツが増えており、東京  2020大
会でもこの傾向を受け、リオ2016大会と比較して、競技数
で７割以上多い43競技で電子判定システムが導入された。
これによって、競技判定がより正確かつ迅速に行えるだけ
でなく、会場内のスポーツプレゼンテーションや放送にも
活用することで、より分かりやすい観戦体験の提供が実現
できた。

247 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

電子判定システム

　また、東京 2020大会では、オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会を通じての初の試みとして、競技結果配信にお
ける情報アクセシビリティ対応の品質を担保する体制とし
て、「競技結果アクセシビリティ品質保証エキスパート」の
ポストを新設した。これによって、競技結果を公式に配信
する全ての情報システムにおいて、仕様策定段階だけでな
く大会期間中の運用段階も含めて情報アクセシビリティの
担保に努めた。

競技観戦を支えるテクノロジー

　東京2020大会では、観客や競技関係者による競技観
戦及びモニタリングの分野においても、最新テクノロジー
を活用した。
　まず、これまでの大会では、競技会場の中でのスポーツ
プレゼンテーションや関係者による競技進行のモニタリン
グのために、競技の映像及び音声の配信、スタッフ間の通
話などに用いる大量のケーブルが会場に敷設されていた。
東京 2020大会では、オリンピック・パラリンピック競技大
会として初めて、これらの各種ケーブルを光ファイバに統合
するソリューションとしてDIVA（FOP Data, Intercom, 
Video, Audio）を導入した。これによって、これまで大掛か
りな作業を必要としていた大量のケーブル敷設作業が、よ
り迅速かつ低コストで実現できた。

　次に、競技会場内で観戦を盛り上げるテクノロジーとし
てますます重要になりつつある観客用Wi-Fiなどのインター
ネットアクセス環境について、東京 2020大会では、自治体
や通信事業者と連携し、合計30万席以上の観客席の４割
をカバーする観客用 Wi-Fi環境を整備した。加えて、観客
席でWi-Fiなどの無線環境を利用できない会場でも、コン
コースエリアなど人が集まりやすいスポットでWi-Fiが使え
る環境を提供した。さらに、ほぼ全ての競技会場の観客席
において、2020年の春から商用サービスが始まった第５世
代移動通信システム（5G）が利用可能となった。東京2020
大会では、新型コロナウイルス感染症対策のため、多くの
会場で無観客での開催となったが、これらの環境は、組織
委員会が７か国語で提供する公式モバイルアプリケーショ
ンや、放送局が提供するビデオストリーム、SNSなどを、会
場を訪れた人々が利用して、より充実した競技等の情報を
得ることに貢献するとともに、競技会場のレガシーとして今
後の活用が期待される。

大会運営を支えるテクノロジー

　オリンピック・パラリンピック競技大会という巨大なイベ
ントを運営するためには、会場計画の策定及び管理、大
量の関係者の輸送スケジュール管理、機材の搬送管理な
ど、様々な業務が必要であり、それらを支える業務システ

大会運営システムの一つであるアクレディテーションシステム

公式ウェブサイトとモバイルアプリケーション
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ムも多岐にわたる。東京  2020大会では、オリンピック約
42万名、パラリンピック約  31万名のアクレディテーション
カードの発行や約７万名のボランティアのシフト管理など、
大会の運営のコアとなる業務はマーケティングパートナー
が提供する大会運営システム（Olympic   Management 
System、OMS）によってサポートしたが、それだけに留ま
らず、オリンピック・パラリンピック競技大会では初めて採
用した顔認証技術と組み合わせての導入となった。また、
このアクレディテーションカードを発行するカウンターでは、
マイナンバーカードを本人確認手段として使える仕組みを
導入した。
　また、これ以外にも、200近くに及ぶ様々な業務システ
ムをタイムリーに構築するとともに、短期間に集中するピー
ク利用時の負荷にも耐えられる性能を有するシステムの開
発を効率的に行う必要があった。そのため、クラウドサー
ビスを最大限活用した拡張性の高い開発環境と内製部隊
（ソフトウェア・ファクトリー）を確保した。そのような開発
基盤及び体制の下、組織全体として最適な情報管理と業
務プロセスを実現するためのエンタープライズ・アーキテク
チャ（全体最適化）設計の思想に基づいたアプリケーショ
ン開発を実現することができた。このような設計思想に基
づいて実現したアプリケーションの代表例としては、来日す
る大勢の関係者ごとにカスタマイズされた会場に関する情
報や、専用シャトルバスを含む会場までのルート検索など
を提供するモバイルアプリケーション「  Tokyo 2020   Games 
Family」、さらに、関係者の健康モニタリング情報やスク
リーニング検査情報を一元的に管理して各組織のコロナ
対策責任者に対して見える化するシステム「Tokyo   2020 
ICON」などがあった。

感染症対策業務支援システム Tokyo 2020 ICON

組織の意思決定や顧客管理を支えるテクノ
ロジー

　組織委員会の収入源としての、チケット販売やグッズ販
売を管理するシステムを実現するに当たり、メールマガジン
などを通して、顧客に必要な情報をタイムリーかつ的確に
提供することに加え、組織委員会として販売動向などを迅

速かつ精緻に把握し、及び分析して、その情報を基に的
確な意思決定をするために、顧客関係管理の仕組み
（  Customer  Relationship   Management、CRM）を導入し
た。利用者（顧客）は「TOKYO 2020 ID」というアカウン
トを使って、チケット販売サイトや大会公式ウェブサイトなど
にアクセスして、個人ごとにカスタマイズされた情報提供を
受けることができる。この仕組みは、サービスごとに異な
る管理になりがちな顧客情報を一元管理することで、高い
情報セキュリティを実現するだけでなく、東京  2020大会の
終了後には、一括した情報の消去や、後継プログラム（レ
ガシープログラム）への安全な引継ぎなどを可能とするも
のとなった。
　さらに、東京  2020大会では、公式ウェブサイト及びモ
バイルアプリケーションを通じて、この仕組みをIOCが提供
するサービス（  Olympic ID）と連携させることで、IOCが提
供するグローバルなコンテンツをTOKYO   2020   IDのユー
ザーも利用できるようにした。この取組による組織委員会
とIOCとの連携により、オリンピック・パラリンピック競技大
会史上最高レベルの充実したコンテンツを提供することが
できた。

インフラストラクチャとしてのテクノロジー

　東京   2020大会では、様々な競技会場や非競技会場
（IBC/MPCなど）で大会の関係者が使うアプリケーション
やサービスを支えるインフラとして、大会専用データネット
ワークを構築した。これは全部で100か所弱の拠点をつな
ぐとともに、各拠点における競技情報システムへのアクセ
ス、Wi-Fiインターネットアクセス、固定電話、CATV（関係
者向けケーブルテレビ）、CCTV（セキュリティカメラ）、関
係者専用のネットワーク（仮想閉域網（VLAN））などの様々
なネットワークサービスを実現するものであった。
　この巨大なネットワークの運用に際しては、組織委員会
独自のサイバーセキュリティ対策を導入することに加え、国

オリンピックスタジアムの通信機械室
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が運営するサイバーセキュリティ対処調整センターや
JPCERT/CCなど、外部のサイバーセキュリティ専門機関と
も連携しながら細心の注意を払い、強固なセキュリティを
確保することができた。
　一方、各競技会場とIBCをつないで放送用の映像素材
を伝送する放送回線も、総距離約１万  2,000㎞にも及んだ。
　また、放送局やプレスによる現地での撮影及び取材のた
めのワイヤレスカメラ及びマイクロフォン、専用  Wi-Fiなど大
量の電波利用機器を電波干渉なくスムーズに使ってもらう
ために、事前に申請してもらう周波数利用件数は、オリン
ピック・パラリンピック競技大会史上最多の合計８万  5,000
件にもなった。これら申請の一つ一つに、事前に周波数
割当てを行い、会場の入り口で機器の検査と許可を証明
するタグ付けを行う、という膨大な作業を総務省と連携し
て行った。最終的に承認した件数は、オリンピック・パラ
リンピック競技大会史上最多の６万  4,000件であった。
　広域に分散した会場やオフィスを配置した東京  2020大
会では、これらにまたがって大会の準備や運営を行うため
に、携帯電話は欠かせない情報連絡手段であり、特にス
マートフォンは、PCを持ち歩かなくても業務アプリケーショ
ンを利用できる貴重な情報ツールであった。組織委員会で
は、十分なセキュリティ対策を施したスマートフォンを、職
員及び業務委託者に対して合計１万台以上支給し、東京
2020大会の運営業務に活用した。
　なお、競技会場及びその周辺において、携帯電話の不
感地が残っていたり、大規模イベント時につながりにくい
状況になったりすることが懸念されたため、通信大手３社
（後に4社）の参画の下、2016年７月にモバイル通信環境
整備連絡会（  Mobile Operators Olympic Group、MOOG）
を立ち上げ、各社共同での携帯電話基地局の整備に取り
組んだことで、競技会場及びその周辺での携帯電話利用
環境を大幅に改善することができた。
　さらに、イベント運営で欠かせないのが、仮に携帯電話
の回線が混み合ってつながりにくい場合にも、確実にス

タッフ間での連絡手段として使える業務用無線である。東
京 2020大会では、次世代業務用無線方式である公共安
全LTE（PS-LTE）方式を大会運営用として6,000台以上採
用したが、これはオリンピック・パラリンピック競技大会史
上でも初めての試みであり、大会の終了後の公共的用途で
の普及に向けた大きな弾みとなることが期待される。

PS-LTE方式の無線端末と大型基地局
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17 イノベーション

先端技術の活用等

イノベーション推進室の設置

　東京2020大会では、ビジョンに掲げた「史上最もイノ
ベーティブで、世界にポジティブな改革をもたらす大会」を
実現するために、2017年４月、組織委員会内にイノベーショ
ン推進室を設置した。イノベーション推進室では、最新の
テクノロジーの追求にとどまらず、「史上最もイノベーティブ
な大会」として社会の変革につながる提案を行い、レガ
シーとして残すことを目標とした。具体的には次の３つの視
点で取組を推進した。まず、一つ目は、スポーツの新しい
観戦の仕方や楽しみ方を提案する「スポーツのイノベー
ション」、二つ目は、東京2020大会への新しい参画の仕
方や楽しみ方を提案する「参画におけるイノベーション」、
三つ目は、アクセシブルな社会の構築や安全・安心な社
会の整備につなげるための取組である「社会の未来を変
えるイノベーション」である。
　実際の活動としては、イノベーション推進室が中心となっ
てイノベーティブな取組を検討し、東京2020大会で実施し
た取組に加え、各FAで具現化した施策のうち、大会のイ
ンパクト、レガシーの観点から絞り込んだイノベーティブと
思われるものと合わせ、組織委員会全体のイノベーティブ
な取組として次のとおり整理した。

スポーツのイノベーション

　スポーツのイノベーションを推進するための取組として
は、「TOKYO 2020未来のスポーツ観戦プロジェクト」、
「TOKYO 2020 5G PROJECT」及びバリアフリーVR観戦
「未来のスターの指定席」プロジェクトを実施した。原則
無観客での大会開催となったことに伴い、延期前に想定し
ていた規模での実施には至らなかったが、新型コロナウイ
ルス感染症対策を十分に行った上で、一部の施策は規模
を縮小して実施した。
　まず、「TOKYO 2020未来のスポーツ観戦プロジェクト」
は、遠隔地の居住者や障がい者など、競技会場への移動
が困難な人に、まるで競技会場の観客席に座ってスポーツ
を観ているかのような体感を提供したいという思いで立ち
上げたプロジェクトであった。
　本プロジェクトは、全天球（360度）カメラ撮影によるス
ポーツドーム映像をネットワーク経由でプラネタリウム等の
半球状の大型ドームスクリーンに投影することで、競技会
場にいるかのような新しい臨場感体験を提供するもので
あった。当初は、11の会場で一般の観戦者を募集して上映
を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症の蔓延
等により、最終的には、一般の観戦者を動員できた会場
が４会場、関係者だけの限定イベントとなったのが4会場
となった。上映を行った会場では、ライブ配信された競技

イノベーション推進室について
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映像や録画映像を効果的に組み合わせて投影することに
より、競技会場の雰囲気を楽しみながら、みんなで応援す
ることができた。
　日本は全国に300を超えるプラネタリウムを保有する世
界第二位のドーム大国であり、この恵まれた環境を生か
し、オリンピック・パラリンピック競技大会では史上初とな
るプラネタリウムでのスポーツ競技映像のライブ中継を実
現した。
　また、本プロジェクトでは、若者のスポーツへの興味や
参加意欲を喚起し、次世代のスポーツニーズを高めるきっ
かけとすることを目指して、スポーツクライミングや3x3バス
ケットボールなどの若者向けコンテンツの充実を図った。
バリアフリーVR観戦「未来のスターの指定席」プロジェク
トと共に、競技会場の臨場感そのままの迫力ある映像、音
声を配信し、観戦者がスポーツ観戦の新たな魅力を体験

することで、次世代に向けて、スポーツへの新たな参加意
識を醸成し、スポーツに係る文化や市場の変革をもたらす
一助となり得る成果を残すことができた。
　次に、「TOKYO 2020 5G PROJECT」は、第５世代移動
通信システム「5G」を活用した新たな観戦体験サービス
を東京2020大会で披露したものである。最新の通信技術

1 2 3

2020

施策一覧

ドームシアターでライブ中継を楽しんでいる様子 全天球カメラ撮影による上映映像



を世界に先駆けて導入することで、「技術立国ニッポン」を
象徴的にアピールすることを目的とした取組であった。
　5G技術を利用したサービスは平昌  2018大会でも行わ
れたが、あくまでショーケース的なものであったのに対し、
東京2020大会では5Gを商用サービス開始後初めて大規
模国際スポーツ大会で活用し、将来の実用サービスの可
能性をより現実的に示した。具体的には、本プロジェクト
は、３つの施策から構成された。
　一つ目は、江の島ヨットハーバーで実施した「セーリン
グ施策」である。これは5Gの「大容量特性」を生かし、競
技を撮影した4K映像を3つ並べた横12K解像度の高画質
のスーパーワイド映像を洋上に設置した長さ50mを超える
大型ディスプレイに映し出すことで、観客が臨場感を体感
できるサービスであった。本サービスは、カメラを搭載した
ドローンやボートから5Gによる高速大容量伝送を行うこと
で初めて実現できた。実際に現地を訪れた人からは、そ
の迫力に感動したなど、多くの反響が得られた。また、当
映像を会場から離れたMPCにも伝送し、及び上映するこ
とで、メディアへの露出機会を高める工夫を行った。さら
に、東京  2020大会では、対象の競技が無観客での実施
となったこともあり、現地に設置した大型ディスプレイを生
かすため、選手の家族及び友人からの応援映像をリアルタ
イムで会場に伝送し、大型ディスプレイに表示する「バー
チャルスタンド」の取組を併せて実施した。
　二つ目は、東京アクアティクスセンターで実施した「水泳
AR（拡張現実）」施策である。実際の競技会場での観戦
は迫力があるが、テレビでの観戦と違って、選手の詳細情
報が得られにくいという課題があった。本施策は5Gの「リ
アルタイム性」という特長を生かし、ARグラスに選手名、国
名、タイム等を表示することで、これらの課題を解決し、リ
アルとバーチャルが完全同期した観戦体験を提供した。本
施策を体験した人からは、「実際のレースを見ながら様々
な情報がリアルタイムに分かるのは良い」といった反響が
得られた。さらに、本施策は、オリンピックだけでなく、東
京  2020パラリンピックでも実施し、パラリンピック・ムーブ
メントの醸成にも貢献した。
　三つ目は、霞ヶ関カンツリー倶楽部で実施したゴルフの
「マルチアングル観戦」施策である。ゴルフは18ホールの
様々な場所で試合が行われるため、特定の選手のプレー
を見ていると他のホールの状況を知ることができないとい
う課題があった。本施策は5Gの「大容量特性」を生かし
て、６ホールの高画質映像を同時に視聴できるようにするこ
とで、この課題を解決した。無観客の影響で、実際の体験
者は限定的であったが、猛暑日には、日陰やテント、ほか
の観客との密を避けて観戦することができるなど、今後の
観戦の新たな可能性を提供する契機となった。
　TOKYO   2020   5G PROJECTは、組織委員会がARや通

信カテゴリーを有するパートナーと密に連携することで実
現した。また、本取組により、OBS、JC（  Japan   Consortium。
NHKと民放連とで構成する日本国内における放送権者）
を始め、自治体など外部のステークホルダーとの連携を深
め、ワンチームで大会を成功させるという目的の達成に向
けた一体感も醸成できた。
　次に、バリアフリー  VR観戦「未来のスターの指定席」
プロジェクトは、TOKYO   2020 未来のスポーツ観戦プロ
ジェクトと同様のインフラ環境と機材で撮影したスポーツ
ドーム映像、ネットワークテクノロジーやロボット等を活用
し、障がいや病気等で競技会場への移動が困難な子ども
たちに、実際の競技会場で観戦したような体験を届けるも
のであり、東京都との共催で実施した。
　VR（仮想現実）技術やアバターロボット等により、離れ
た所から別の場所を訪れるような体験を提供するサービ
スは、近年様々な主体や場所で行われているが、オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会で実施されたのは史上初めて
となった。

「セーリング施策」による映像のイメージ

ARデバイスを装着した水泳観戦イメージ

「マルチアングル観戦」の様子
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　東京都では、学校連携観戦により、子どもたちに東京
2020大会の観戦の機会を提供したが、障がいや病気等
の理由により、競技会場に行けず、プログラムに参加でき
ない子どもたちがおり、そうした子どもたちにも、オリンピッ
ク・パラリンピックを観戦する体験、仲間と一緒に会場を
訪れたような体験を届けたいという思いから、本プロジェ
クトが始動した。
　具体的な実施内容は、東京都内の５施設（特別支援学
校）を体験会場として、VRシアター、マスコットロボット観
戦ツアー、「東京  2020マスコットグリーティング」等の取
組を実施した。VRシアターでは、ドーム型の360度投影ス
クリーンを使用し、臨場感のある映像を提供するとともに、
車いすやストレッチャーを使用する子どもたちが多いことか
ら、寝ている子どもたちからも見やすいような環境を整え
た。マスコットロボット観戦ツアーでは、アバターロボットに
よりリアルタイムで実際の競技会場の観客席から観戦して
いるような体験を提供した。「東京  2020マスコットグリー
ティング」では、参加した子どもたちが、東京  2020大会マ
スコットやマスコットロボットと一緒にダンスをするなどして
触れ合った。加えて、フォトブース、オリンピックトーチに触
れるなど、子どもたち自らが直接大会に関連の深いものに
触れることによって、東京  2020大会の雰囲気をリアルに体
験できるイベントとした。実際に参加した子どもたちやその
家族、また学校のスタッフも含め、参加者全てから驚きと
喜びの声が聞かれた。
　この取組の実施に当たっては、マーケティングパートナー

から多大な協力を受けたことに加え、OBS、JCなどの様々
なステークホルダーが一体となって取り組んだことが、移
動が困難な子どもたちへの最新技術を用いた疑似体験の
提供の実現に結びついた。また、移動が困難な子どもた
ちへの臨場感のある観戦体験を通じて、将来大会における
参加及び体験の新たな可能性を広げ、日本と世界にポジ
ティブな未来を提示することができた。

参画におけるイノベーション

　参画におけるイノベーションとしては次の２つのプロジェ
クトを推進した。
　一つ目は「東京  2020算数ドリル」である。マーケティン
グパートナー各社と共同で小学校６年生向けの新教材「東
京2020算数ドリル」を作成し、東京都内の全公立小学校
の児童（約1  0万人）に配布した。
　本ドリルは子どもたちがスポーツの魅力で楽しく算数を
学べる新教材として、東京  2020大会のオリンピック33競
技、パラリンピック22競技を取り入れたものである。本ド
リルは、「オリンピック版」「パラリンピック版」の２冊を１
セットにして児童に配布した。子どもたちが算数の学習を
通してスポーツの魅力を知り、オリンピック・パラリンピック
への関心をより一層高めることを目指したものである。本
ドリルには、総勢  39名のアスリートの協力を得て、競技中
の写真のみならず、競技への親しみと、その競技を絡めた
問題への取組意欲が増すように工夫しながら撮影した

東京2020算数ドリル表紙

特別支援学校でVR観戦を楽しむ子どもたち 実践学習会の様子
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「Tokyo 2020“Make The Beat!”」プロジェクト発表会の様子

会場で放映された2020ビート

ポーズ写真など、小学生が楽しく勉強できるような写真な
ども掲載した。
　また、本ドリルを教室で解くだけではなく、アスリートを
学校に招いて実践学習会を行った。実践学習会は校庭や
体育館で実際にアスリートと体を動かしながら算数の授
業を行った。
　本ドリルをきっかけに、多くの子どもたちが東京  2020大
会に興味を示した。実際に本ドリルを使用し、実践学習会
に参加した児童からは「算数は机の上だけでやるものだ
と思っていたが、体を動かして楽しみながら算数ができ
た」、「算数は得意ではなかったが、体を動かしながら勉
強できて少し算数が好きになった」などの声が多数寄せら
れた。
　二つ目は「  Tokyo   2020“Make   The Beat!”」プロジェクト
である。「Make The Beat!」では、ソーシャルメディアを通
じて世界中の人々が東京  2020大会に参加した。ハッシュ
タグ「  #2020ビート」、又は「  #2020beat」をつけてSNS
に投稿された応援動画を編集してつなぎ合わせ、東京
2020大会の開催期間中は、一つのムービーとして競技会
場の巨大スクリーン等に映し出した。応援動画は、東京
2020大会マスコットが作った公式の応援ビート（楽曲）
「2020ビート」に合わせて選手を応援することで一体感を
演出し、世界中の人が心を一つにして選手を応援すること
を後押しした。
　また、東京  2020大会は、多くの会場で無観客での開催
となったため、会場に応援をどこからでも届けられる本施
策は、東京  2020大会に参加する選手への「応援」をテー
マにしたプロジェクトである「TOKYO   2020 Share The 

Passion」としての役割も担い、OBSが世界各国から集め
た応援動画を競技会場などのビデオボード等に上映する
取組や  NHKが従来から取り組んでいる「世界を応援しよ
う！」プロジェクトとの連携を図ることにより、東京  2020大
会らしい参加型施策となった。プロジェクトを検討するに当
たり、年齢、障がいの有無など様々な条件の違いを乗り越
えて参加できる多様性と調和を重視することや、聴くことで
誰でもオリンピック・パラリンピックを想起でき、東京  2020
大会に参加した気分を盛り上げることのできる楽曲を制
作することで、新たな体験を提供することを大切にした。実
際に国籍や、年齢、障がいの有無にかかわらず誰でも参
加できるユニバーサルな応援スタイルとなった。
　本プロジェクトを実施した結果、東京  2020大会の終了
時までに 1,369件（うち動画 529件）の投稿があり、８本の
動画が競技会場のスクリーンに、３本の動画が選手村で、そ
れぞれ上映され、「  2020ビート」を通じた新しい参加体験
をアピールすることができた。
　世界中で一つのビートをはやらせて選手に応援を届け
るというコンセプト、瞬間移動や超能力という大会マスコッ
トの特徴を生かした楽曲制作、大会マスコットが過去の開
催都市を訪問するPRツアー及びソーシャルメディアで動画
を集め競技会場の大型ビジョンで上映するという演出は、
いずれもオリンピック・パラリンピック競技大会で初の試み
となった。

社会の未来を変えるイノベーション

　社会の未来を変えることをテーマとして行ったイノベー
ション活動が、「東京 2020ロボットプロジェクト」である。
日本は世界のロボットの６割近くを製造するロボット大国
でもあり、その技術を基にしたロボットの導入及び活用を
通じ、東京 2020大会のビジョンの実現を目指すこととした。
　これを受け、有識者、国及び東京都と共同で「ロボット
WG」を2017年 12月に立ち上げ、WGでの検討を基に「ロ
ボットが様々な場面で人々に寄り添い、役に立つ姿を発信
する」こと及び「大会を契機としてロボットの社会実装を
推進する」ことをコンセプトとし、マーケティングパートナー
の協力の下、本プロジェクトがスタートした。
　本プロジェクトでは、東京 2020大会の運営において、ロ
ボットをショーケーシングするというだけにとどまらず、実際
に73台の人をサポートする実用的なロボットを導入し、ス
タッフと共に働き、おもてなしをするなど、様々な場面でロ
ボットが活用された。例えば、オリンピックスタジアムにお
いては、投てき競技の用具を自動運転で回収し、審判員
の負担を軽減するロボットが活用された。また、東京国際
フォーラムにおいては、パワーリフティングの補助員がパ
ワーアシストスーツを着用し、数十㎏あるおもりを、腰への
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競技等で活用されたパワーアシストスーツ

おもてなし施策等で活用されたマスコットロボット

おもてなし施策で活用されたHSR（ヒューマンサポートロボット）

MPCで活用された清掃ロボット

負担を少なくして運搬した。特に後者の取組は、IFからも、
「史上最もイノベーティブな大会」という東京  2020大会の
コンセプトにかなう取組として称賛を受けた。これらの取
組によって、単に日本の技術力をアピールするだけでなく、

コロナ禍においてもロボットの利活用により、非接触、省
力化という観点から、安全・安心かつ持続可能な大会運
営ができることを示した。また、東京  2020大会を契機と
してこれらのロボットの社会実装を推進することにより、レ
ガシーとして未来に継承していくという、ロボット活用の一
つの姿を世界に対して示すことができた。
　加えて、国や東京都、競技場等が所在する自治体とも
連携し、オールジャパンでのロボットに関する情報発信を
行った。具体的には、様々な場所で展開されているロボッ
トの象徴的な取組を東京  2020大会の公式ウェブサイトに
表示し、国や言語、情報デバイスなどの垣根を越えたボー
ダーレスでの情報公開を行った。この取組により、東京
2020大会の関連設備のみならず、空港、駅及び商業施設
等で活用されるロボットに関する情報を誰でも一覧で確認
できるようになった。結果として、多くの観客や選手及び関
係者などがロボットを見つけることができ、ロボットの利用
や触れ合い等を体験することを支援できた。
　本プロジェクトの取組により、日本の強みであるロボット
技術を生かし、ロボットと人間との関わりの新しいかたちを
世界に対して示して、大会ビジョンの実現に大きく貢献する
ことができた。また、今後実社会への一層の浸透が見込
まれるロボットについて、人とロボットの共生の在り方を提
示した点も非常に意義深いものとなった。

イノベーションに関するレガシー

　組織委員会は、東京  2020大会の終了後、各プロジェク
トが社会の変革につながることを目標に掲げ、国、東京都、
パートナー、外部団体等と連携した取組を推進することで、
東京  2020大会を通じて様々なイノベーションの姿を世界
へ発信した。これらの取組は、いずれも未来へと継承すべ
きものであり、特に5G、ロボットなどの先端技術や新たな
スポーツ観戦体験は、オリンピック・パラリンピックでは初
めて導入された実用化技術であることから、パートナーや
東京都などとの連携を通じたレガシー化が期待される。
　組織委員会は、東京  2020大会で、オリンピック・パラ
リンピック競技大会史上初めてイノベーション推進室を立
ち上げ、IOC側のカウンターパートが存在しないなどの様々
な課題と向き合いながら試行錯誤で室の運営や施策の検
討を行った。最終的にはIOCの支援の下、パートナーとの
連携も実現し、東京  2020大会をより魅力的なものにする
ことに貢献した。イノベーティブな取組は、将来大会でも
求められる可能性を秘めており、東京  2020大会での経験
やノウハウをレガシーとして引き継いでいくことが重要で
ある。
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オープンイノベーションの取組

　組織委員会は、イノベーションの促進のために、意図的
かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどを活用する
「オープンイノベーション」の取組として、東京  2020大会の
準備及び運営で直面する様々な課題を取り上げ、特に若
い世代の感性と柔軟な発想を基に解決の工夫を考えても
らうためのオープンイベントを開催した。
　2016年  11月に開催した「東京  2020アイディアソンVol.1　
パラリンピックをテクノロジーで盛り上げよう」では、車い
すバスケットボールを題材として取り上げ、全国から集まっ
た学生がチームに分かれてテクノロジーを活用してファン
拡大につなげるアイデアを競い合った。その結果、「VRを
使って車いすに振動を伝えて競技の激しさと迫力を体感し
てもらうアイディア」がグランプリを受賞した。
　続く2018年３月開催の「東京  2020アイディアソンVol.2　
大会観戦で日本中及び世界中を熱狂させる新しい情報メ
ディアのカタチを考える」では、大会本番に向けて具体的
な観戦アプリケーションにつながるようなコンセプトメーキ
ングを目指して、視聴者及び観戦者を熱狂させる新しい情
報メディアの在り方についてアイデアを競い合った。その結
果、「スマートフォンをテレビ画面などにかざすだけで、アス
リートを顔認証して関連情報を表示するアプリケーション
のアイディア」が最優秀賞を受賞した。
　2019年９月開催の「東京2020アイディアソンVol.3 Beat   
the   Heat ～猛暑対策大会議～」では、市民の自助や地域
での互助共助の視点から、自ら身近でできるアクションや、
その後のより良い社会形成にもつなげていくことができる
猛暑対策について、アイデアを出し合った。
　2020年２月に最終審査会を開催した「TOKYO   2020 
Open Innovation Challenge」は、IOCの協力の下、組織
委員会と、マーケティングパートナー（  Alibaba Group及び
Intel   Corporation）が共催し、世界中の人と共にアーバン
スポーツの観戦体験を「より分かりやすく、より楽しく、よ
り面白く」拡張することをテーマとした、アプリケーション
開発コンテストであった。世界７か国と地域から多数の応
募があった一次審査を通過した７組のファイナリストが最
終審査会に臨み、「選手の動き・試合の状況に応じて風
の強さが変化するハンディファン」が金賞を受賞した。
　これらの一連のイベントは、特に若い世代から得たより
柔軟な発想を大会運営に生かすとともに、東京  2020大会
の準備に貢献及び参加する人々を広く募ることで、東京
2020大会のエンゲージメントを高めることに貢献した。

デジタルプログラム

　IOCは、デジタルマーケティング活動を2019年から本格

的に開始する方針を決定した。これは、過去大会で開催
国に委ねられていた公式ウェブサイト、モバイルアプリ、チ
ケット購入のために必要となるID登録情報などの個人情
報管理を、IOCが一元的かつ主体的に行う枠組みを構築
しようとするものであり、東京 2020大会をベースにこの枠
組みを構築し、将来の大会に向けて整備することとなった。
組織委員会は、IOCからの要請を受け、この枠組みの下で、
デジタル情報を最大限活用し、東京 2020大会の機運醸
成を図る活動をIOCと共に実施するための規約（ Daily
Operations Contract）に合意した。東京2020大会の終了
後は上記のデジタル情報、すなわち、オリンピック・パラリ
ンピック競技大会及びスポーツのファンを維持していける
ような仕組みを作り、将来のオリンピック・パラリンピック
競技大会のベンチマークとすること、並びに、開催国であ
る日本にも情報をレガシーとして残すことで、日本における
様々なスポーツの活性化等に貢献することとした。この一
連のデジタル情報の活用を目的とした取組がデジタルプ
ログラムである。

ファン獲得のためのID情報の連携及び協働でのメール
コミュニケーションの仕組みの構築

　主にチケット購入をするために登録が必要な「 TOKYO
2020 ID」は約800万件に達した。これらの情報をIOCと
共有することにより、組織委員会からだけでなく、IOCから
もID登録者に対して東京2020大会に関する情報発信を行
うことが可能となった。情報発信の内容は主にオリンピッ
ク・パラリンピック競技大会への興味喚起促進であった。過
去大会においてはオリンピック・パラリンピック競技大会の
終了時に個人情報をIOCに譲渡していた（開催都市契約に
よる各大会の組織委員会とIOCの合意事項）が、大会の
開催以前にこうした情報共有によるアプローチを実施する
のはオリンピック・パラリンピック競技大会史上初の取組と
なった。

デジタルマーケティング基盤の構築

　組織委員会では、公式ウェブサイト、公式モバイルアプ
リ、CRM（顧客関係管理）システム、チケッティングシステ
ム、ボランティアシステムなどからの取得情報について、各
種分析ツールを活用し、特性及び傾向を把握した。それ
により、ID登録者やボランティアが必要とする情報を最適
なタイミングで提供したことで、東京 2020大会に対するエ
ンゲージメントの向上を実現した。
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獲得情報をレガシーとして活用する仕組みの構築

　過去大会においても、大会で取得した個人情報は開催
国でも活用可能となっていたが、有効活用されている大会
は少なく、ロンドン2012大会が数少ない先例となってい
た。東京  2020大会では、ロンドン2012大会をベンチマー
クとして、大会の終了後にスポーツ振興やボランティアの活
用が根付くよう、JOCを承継団体として引き続き日本国内
でもデータを活用していくこととした。
　加えて、ID登録者、ボランティアから許諾を得た上で、取
得データの分析を行い、その結果に基づき、登録者に対
し、趣向に合わせた有益な情報提供を行い、将来のスポー
ツ大会におけるチケット販売、ボランティア・スタッフとして
の参加意欲を向上させる体制及びシステムを構築した。
　このように、IOCとデジタル協業をすることにより、より
広範囲（グローバル）に東京  2020大会への興味関心を醸
成し、及び向上させることが可能となった。
　さらに、東京  2020大会でオリンピック・パラリンピック
競技大会やスポーツ全般に興味を持ったユーザーが、東
京2020大会のレガシーとして、継続してファンでい続ける
ことやボランティア活動などに興味を持ち参加することが
期待される。
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主要テーマ

5つの主要テーマと目標

テーマ 目標

①気候変動 
Towards Zero Carbon
（脱炭素社会の実現に向けて）

②資源管理 
Zero Wasting
（資源を一切ムダにしない）

③大気・水・緑・生物多様性等 
City within Nature/Nature within the City
（自然共生都市の実現）

④人権・労働、公正な事業慣行等 
Celebrating Diversity ～ Inspiring Inclusive Games for Everyone ～
（多様性の祝祭 ～誰もが主役の開かれた大会～）

⑤ 参加・協働、情報発信 
（エンゲージメント）

United in Partnership ＆ Equality ～ Inspiring Inclusive Games for Everyone ～
（パートナーシップによる大会づくり ～誰もが主役の開かれた大会～）

18 持続可能性　

概要

持続可能性に配慮した運営計画と持続可能性報告書

　東京 2020大会は、招致活動の段階から「環境負荷の
最小化」、「自然と共生する都市環境計画」、「スポーツを
通じた持続可能な社会づくり」を掲げるなど、組織委員会
発足当初から持続可能性の重要性を認識してきた。
　IOCも、2014年に「アジェンダ2020」、2016年には「IOC
持続可能性戦略」を策定し、持続可能性をオリンピック・

ムーブメントにおける行動原則に位置付けるとともに、持
続可能性に配慮した大会を目指す意義として国連の持続
可能な開発目標（SDGs）への貢献を明示するなど、持続
可能性の取組をオリンピック・パラリンピックムーブメントに
明確に組み込み、展開してきた。
　これまで深刻な公害問題等を克服し、成熟社会となった
日本及び東京は、現在、気候変動や天然資源の枯渇の懸
念、生物多様性の喪失、差別等の人権問題や高齢化など、
持続可能性に関する世界共通の課題に直面している。
　そこで、東京 2020大会は、「 Be better, together ／よ
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り良い未来へ、ともに進もう。」を大会の持続可能性を包
括するコンセプトとし、持続可能性に統合的に取り組むこ
とで、世界共通の課題解決に貢献することを宣言した。持
続可能な大会の実現に向けて、「持続可能性に配慮した
運営計画」を策定し、重点的に取り組む５つの主要テーマ
及びその目標、具体的な施策を定め、様々な主体と連携
しながら取組を進めることとした。
　取組の実現に当たっては、イベントの持続可能性をサ
ポートするための国際規格であるISO20121を導入するとと
もに、大会の調達プロセスにおける持続可能性の基準等
を定めた「持続可能性に配慮した調達コード」（以下「調
達コード」という。）を策定及び運用した。
　また、「持続可能性に配慮した運営計画」に基づく取組
の結果については、持続可能性報告書の国際的基準であ
るグローバル・レポーティング・イニシアティブ・スタンダー
ド（GRIスタンダード）の報告原則に準拠した「持続可能性
報告書」を東京 2020大会の開催前（２回）及び開催後（１
回）の計３回にわたって作成し、及び公表した。加えて、
2019年３月に、持続可能性報告書の公表に先立って、持
続可能性の主要テーマに関する取組状況や、調達並びに
会場及びインフラの整備の進行状況を記載した「持続可
能性進捗状況報告書」を公表したほか、2021年７月には、
東京 2020大会の開催の延期に伴って追加的に実施され
た取組を取りまとめた持続可能性報告書の「追補版」を
公表した。
　東京2020大会に参加した多くの人々が、大会の持続可
能性に係る様々な取組を目にし、体験することで、国内外
の人々の意識や行動に変化をもたらすとともに、大会で得
られた学びや気付きが、開催都市東京だけでなく、レガ
シーとして日本や世界中の様々なステークホルダーに受け
継がれ、それぞれの活動の中で継続して活用されていくこ
とが期待される。

ISO20121の導入

　組織委員会は、持続可能性への取組を適切に行うた
め、イベントの持続可能性をサポートするためのマネジメン
トシステムであるISO20121を導入した。
　具体的には、まず、「持続可能性に配慮した運営計画」
を策定した。当該計画は、前述のとおり、持続可能性に
関する主要テーマと目標の大枠、目標実現のための基本
的考え方を定めた方針に基づくものとした。主要テーマや
目標の決定に際しては、有識者を始めとする多様な人 と々
の情報共有及び対話を実施し、その結果を反映した。
　計画に沿った取組の実施に際しては、実施状況の確認、
評価及び内部監査を定期的に行い、PDCAサイクルを効果
的に実施した。

　組織委員会の導入したマネジメントシステムが、
ISO20121の規格に則して有効に構築及び運用されている
ことを確認するため、第三者機関による審査を受け、2019
年10月にISO20121の第三者認証を取得した。
　マネジメントシステムの導入に当たっては、過去のオリン
ピック・パラリンピック競技大会やISO20121の認証を取得
しているほかのイベントを参考にして知見の蓄積を図り、よ
り実践的な導入につなげた。マネジメントシステムを構築
及び運用する際には、組織委員会内における持続可能性
の意識、重要性の浸透及び取組推進の組織としての連携
強化を図るため、幹部も含めた全職員への研修を継続的
に実施するとともに、各部署に持続可能性責任者を設置
した。
　東京  2020大会によるISO20121の認証取得は、イベント
における持続可能性への取組の重要性について社会的
認知度を向上させ、社会全体で持続可能性を促進する動
きにつながることが期待される。

会場における持続可能性配慮

　競技会場等の整備は、東京 2020大会の開催における
全ての活動の中でも持続可能性に与える影響が大きいた
め、持続可能性に配慮した大会運営の実現のためには、
会場等の計画段階から大会後工事までの全ての段階にお
いて、持続可能性に最大限配慮することが重要である。ま
た、会場等は大会スタッフを始め多くの関係者が活動する
ことから、東京 2020大会の開催時を中心とした運営時に
おいても、同様に、会場運営の様々な場面で持続可能性
に配慮することが重要である。
　そのため、東京 2020大会では、会場等の整備及び運
営それぞれにおいて、省エネや３Ｒ（リデュース、リユース
及びリサイクル）、生態系保全といった環境面だけでなく、
アクセシビリティ確保や人権配慮など、大会スタッフ等が持
続可能性の観点で配慮すべき事項や取組をリスト化した。
　各会場においては、このリストも踏まえ、整備面では、廃
棄処分の最少化、環境配慮品の積極的な調達、既存樹木
の保全やリスクアセスメントによる安全な工法の選択など、
運営面では、適切なごみ分別、燃料漏れによる環境汚染
の防止や会場内の移動におけるアクセシビリティの確保な
ど、持続可能性配慮の様々な取組及び確認を行い、持続
可能性リスクの回避及び低減を図った。
　東京 2020大会の会場におけるこのような取組は、大規
模イベント等の会場整備及び運営における持続可能性配
慮のモデルとして、今後の大会等において同様の取組につ
ながっていくことが期待される。
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人権尊重の取組

　オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界中から多
様な人が集う世界最大規模のスポーツイベントであり、特
に参加する全ての人に対していかなる差別も許さず、お互
いの多様性を認め合う大会とすることが重要である。
　東京  2020大会では、大会の準備及び運営における人
権に適切に配慮するため、オリンピック・パラリンピック競
技大会として初めて、国連の「ビジネスと人権に関する指
導原則」にのっとった大会の準備及び運営を行った。具体
的には、まず組織委員会の活動における人権リスクの生じ
得る重要な場面を特定した。そして、競技会場等で人権問
題が発生した場合に大会スタッフが適切に対応できるよう、
「会場における人権対応ガイドライン」を作成し、研修を
行った。また、本部機能と会場との連携体制を構築し、東
京  2020大会の開催期間中には、有識者を交えた「人権
デスク」を設置し、会場での事案が発生した場合に備えた。
　また、大会運営の様々な場面や大会施設において、ダイ
バーシティ＆インクルージョン（  D&I）やアクセシビリティの
観点も反映し、差別等のない環境でインクルーシブな大会
を実現するための準備及び運営を行った。
　東京  2020大会を契機として、人権に係る取組が、組織
委員会だけでなく、スポーツ団体やマーケティングパート
ナー等の様々なステークホルダーにも広がっており、大会
の終了後のレガシーにつながることが期待される。

気候変動

再生可能エネルギー電気の利用

　今世紀後半にCO2  を始めとする温室効果ガスの排出を
実質ゼロにすることを目指すパリ協定（パリで開催された
第21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で採択さ
れた気候変動がもたらす様々な悪影響を防止するための
国際条約）に基づく国際的枠組みが  2020年にスタートし
た。パリ協定では、世界共通の目標として、平均気温の上
昇について、産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、
さらに1.5℃以内に抑える努力を追求するとしている。日本
国政府も2020年  10月に、2050年カーボンニュートラルを
目指すことを宣言し、2021年４月には、2030年度に温室
効果ガスを2013年度比  46％削減することを目指し、さら
に50％の高みに向けて挑戦し続けることを表明した。東
京2020大会は、気候変動対策の大目標として、「Towards 
Zero   Carbon」（脱炭素社会の実現に向けて）を掲げ、パ
リ協定の目指す脱炭素社会の実現に貢献するため、脱炭
素化に向け徹底して取り組んできた。
　脱炭素化への取組において、CO  2などの温室効果ガスを

排出しない太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の
再生可能エネルギー（再エネ）の活用は必須である。政
府は、2021年  10月に、「第６次エネルギー基本計画」を
閣議決定し、2030年において発電量の36％ないし38％
という再エネ比率の実現を目指すこととなった。
　組織委員会では、東京  2020大会において最も多く使用
するエネルギーである電力を、再エネによって賄うことにつ
いて、脱炭素化への最初の一歩と考え、大会の運営電力
については「電力使用量の再エネ電力化  100％」とするこ
とを目標として設定した。
　目標達成に向けて、東京  2020大会の運営時に、組織
委員会がパートナー企業から直接調達する電気について
は、全て再エネ電気とすることに加え、組織委員会が直接
調達できない電気（会場での既契約電気など）について
は、グリーン電力証書（風力や太陽光、バイオマスなどの
再生可能エネルギーで作ったグリーンな電気が持つ「環
境価値」を証書化したもの）を利用することで、電気のグ
リーン化を行った。これらの取組により、大会運営期間中
の電力は全て再エネ電気とし、夏季大会として初めて、「電
力使用量の再エネ電力化  100％」での大会運営を実現し
た。
　また、調達した再エネ電気には、福島県産の電気も含
まれており、有明アーバンスポーツパークで使用する電気
の全て、及び青海アーバンスポーツパークの一部は福島県
産再エネで運営した。この発信を通じて、東京  2020大会
が目指した震災復興を後押しした。
　この再エネ電力に係る取組により、再エネ利用をレガ
シーとして日本の社会に根付かせることに貢献するととも
に、再エネ利用を通じて、オリンピック・パラリンピック競
技大会の持続可能性の取組に関する、強いメッセージを世
界に発信した。

有明アリーナの太陽熱利用設備・太陽光パネル
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水素エネルギーの利用

　水素エネルギーは、利用段階で水しか排出せず、製造
段階で再生可能エネルギー等を活用することで、トータル
でもCO  2フリーになる次世代エネルギーである。日本では、
東京都を中心とした「水素社会」の実現に向けた動きが
進んでおり、東京  2020大会において、水素エネルギーを
様々な場面で活用することで、水素需要の拡大と水素の普
及促進に寄与し、「水素社会」の実現に向けて、大会が
貢献していくこととした。
　東京  2020大会では様々なタイプの車両を活用したが、
特に大会関係者の輸送用車両  2,654台のうち、水素を燃
料とする燃料電池自動車（FCV）を475台導入した。また、
貨物の荷下ろし等で燃料電池フォークリフトを活用し、大
会において水素エネルギーを燃料とする車両が多く活躍
した。
　加えて、水素を活用した象徴的な取組として、聖火が挙
げられる。オリンピックスタジアム内での開閉会式及び競技
期間中に夢の大橋でそれぞれ使用した聖火台について、ど
ちらも聖火を灯す燃料として、オリンピック・パラリンピック
競技大会史上初めて水素を使用した。また、東京  2020オ
リンピック聖火リレーにおいても、福島県、東京都及び愛
知県の一部では、水素を燃料としたトーチを使用した。特

燃料電池自動車

オリンピック開会式聖火台

に、開会式及び閉会式の聖火台や東京  2020オリンピック
聖火リレーで使用した燃料は、福島県の浪江町で、再生
可能エネルギーにより製造された水素であり、日本の技術
革新に加え、持続可能性と復興のメッセージを世界に強く
発信する象徴的な取組となった。
　また、東京都の取組として、選手村において、選手や関
係者が利用できるマッサージチェアやTVモニターを備えた
「リラクゼーションハウス」を設置し、施設内のエネルギー
について、全て水素から発電した電気を使用した。併せて、
一部の宿泊棟にも、水素エネルギーから発電した電気を
供給した。
　これらの取組は、FCVの普及拡大とともに、水素エネル
ギーの認知度の向上にも寄与し、「水素社会」の到来を
力強く発信した。

カーボン・マイナス大会

　東京2020大会における適切な気候変動対策（カーボン
マネジメント）を実施するに当たり、現状及び対策効果を
把握するため、温室効果ガスをCO2  の排出量に換算して数
値化するカーボンフットプリント（以下「  CFP」という。）を
算定する必要があった。組織委員会では、東京2020大会
の準備及び運営に係るCFPを算出し、大会の開催により
排出される温室効果ガスの量を把握した上で、「排出回避
策」又は「排出削減策」を実施し、その上で、それでも排
出を避けられない温室効果ガスについて、クレジット（削減
対策の実施により得られる温室効果ガスの削減量）を活
用した相殺（カーボン・オフセット）を実施した。
　大会の排出回避策としては、オリンピックスタジアムの計
画見直し等による会場見直しが挙げられる。また、大会の
排出削減策としては、環境負荷の低い低燃費車の活用、再
生可能エネルギーの利用等が挙げられる。
　これらの取組の結果、また多くの会場が無観客となった
ことなどから、東京  2020大会の終了後の実績の情報に基
づいて算定した大会のCFPは、196万  t-CO2  となり、計画
と比較して約  35％の削減となった。
　さらに、東京  2020大会では、カーボン・オフセットを行
うに当たり、使用できるクレジットの条件を、検証等の手続
を経た信頼性及び客観性を確保できるクレジットと定め、
その条件に適合するクレジット制度を持つ東京都及び埼
玉県と連携してクレジットの募集を行った。東京都では、
「キャップ・アンド・トレード制度」、埼玉県では「目標設
定型排出量取引制度」を都県内の事業者に対して実施し
ており、両制度の対象事業者より、東京  2020大会のカー
ボン・オフセットとそれぞれ都県独自の取組（「東京ゼロ
カーボン４デイズin2020」及び埼玉県の「ゼロカーボン３
デイズin2019」）に向けて、東京都ではCO2  換算で418万
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t-CO2（153事業者参加）、埼玉県では同96万t-CO2（65
事業者参加）のクレジットが提供された。このうち、東京
2020大会のカーボン・オフセットとして利用されたクレジッ
ト量は、CO2換算で438万t-CO2となり、大会から排出さ
れるCO2は全て相殺され、カーボン・マイナスでの大会運
営を実現することができた。
　また、東京都ではオリンピック・パラリンピックの開会式、
閉会式の合計４日間、都内で排出された全てのCO2をゼロ
にする取組である「東京ゼロカーボン４デイズin2020」を
実施した。
　加えて、組織委員会では、東京2020大会のカーボン・
オフセットだけでなく、大会を契機にした市民や団体による
脱炭素社会に向けた取組が広がることも重要と捉え、「東
京2020大会における市民によるCO2削減・吸収活動」と
して、市民の省エネ活動等の取りまとめ及び募集を行っ
た。その結果、合計９団体約25万人がこの取組に参画し
た。
　東京2020大会における取組を契機に、カーボン・オフ
セットの新たな取組を広めることができた。また、「市民に
よるCO2削減・吸収活動」を通じて、市民一人ひとりの脱
炭素社会の実現に向けた活動の推進に貢献した。

　持続可能性の取組を推進するに当たって、多くのステー
クホルダーや都民及び国民の参画と協働を得た。また、情
報を公開し、目標と方策を共有する透明性も確保した。
　こうした取組を行った東京2020大会を契機に、持続可
能な社会の構築に向けた取組を継続することが、全国を
巻き込んだ新たなレガシーにつながっていく。

資源管理

調達物品の再使用及び再生利用

　東京2020大会のような大規模イベントを運営するため
には多くの物資が必要となるが、資源を無駄なく活用する
ためには、必要最小限の調達を行うとともに、大会の終了
後には、再使用及び再生利用により、資源を循環的に活
用することが重要である。さらには、東京2020大会の開
催を契機としてリユース市場を活性化させ、社会における
3R推進に貢献することも必要であった。東京2020大会で
は、これらの向上を目指し、「持続可能性に配慮した運営
計画」において、調達物品の再使用及び再生利用率99％
の目標を設定した。

再使用・再生利用実績  ［単位：重量t　率%］

項目
調達物
品の合
計重量

再使用・再生利用された調達物品の合計重量 熱回収された
調達物品の
合計重量再使用+再生利用 再使用 再生利用

重量 率 重量 率 重量 率 重量 率

レンタル・
リース、
購入等により
調達した物品

什器・家具類 3,135 3,135 100.00 3,131 99.87 4 0.12 0 －

家電製品
（冷蔵庫、洗濯機等）

768 768 100.00 767 99.99 0.1 0.01 0 －

電子機器 435 435 100.00 432 99.24 3 0.76 0 －

医療機器 131 131 100.00 131 100.00 0 － 0 －

競技用備品 6,119 6,114 99.92 5,983 97.78 131 2.15 5 0.08

その他会場備品
（UPS、バリケード等）

2,359 2,358 99.98 2,084 88.34 275 11.65 0.4 0.02

小計 12,946 12,941 99.96 12,528 96.77 413 3.19 5 0.04

建設工事で
調達した物品

空調機、給湯器、
ユニットバス 等 
観客席、
ユニットハウス、
プレハブ、テント、
コンテナ、
ユニットトイレ

33,427 33,427 100.00 31,220 93.40 2,207 6.60 0 －

その他再使用・
再生利用に特に
留意すべき物品

会場装飾 200 192 96.00 0.4 0.19 192 95.81 8 4.00

合計 46,574 46,560 99.97 43,748 93.93 2812 6.04 13 0.03

＊一部の消耗品、材料品等、建設資材及び数量の把握が困難な物品を除く。
＊本報告書発行時点までに得られた情報より集計
＊本表の調達物品について、埋立処分となったものはなかった。



 

 

 

　物品を適切に管理し、後利用するためには、マネジメン
トの仕組みの構築と運用が重要である。東京2020大会で
は、財産管理処分に係る規定の下、財産を管理するアセッ
トトラッキングシステム（ Asset Tracking System、ATS）を
構築し、財産全体を一元管理するとともに、システムの運
用に資するマニュアルやガイドライン等の整備を行った。こ
れらを適切に運用するためには、実際に物品を調達する各
FAから共通の理解を得ることが重要であることから、適宜
説明会の開催や教育訓練を実施し、財産管理を所管する
FAからも随時サポートを行った。
　東京 2020大会は短期間に開催されるため、物品等の
調達については、可能な限りレンタルやリースを活用した。
購入が必要な物品については、物品等を調達する各 FAに
おいて、自治体や民間企業等と連携し、購入の段階から
後利用も考慮するよう徹底した。
　さらに、国内のリユース市場の活性化に向け、使用量の
多いテクノロジー機器類等については、民間事業者の協力
を得て、効率的に再使用を推進する体制を構築した。また、
関係者との連携の下、各物品の行き先を精緻にトレースし

照明機器の一部をリユースした大井ホッケー競技場（大会時）

リユースされた照明器具

た。このような取組により、多くの物品は市場で再び活用
され、調達物品の再使用及び再生利用率は99％以上の
実績となり、目標を達成した。オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会という世界的なイベントにおいて、様々な主体
との連携により物品の後利用を進めたことで、社会全体に
おけるサーキュラーエコノミー（循環型経済）の推進にも
寄与することができた。
　オリンピック・パラリンピック競技大会のような大規模イ
ベントにおいては、調達物品の再使用及び再生利用に係
る周到な計画と、適切な仕組みの構築と運用、それら全
体のマネジメントが重要である。東京  2020大会の取組は、
今後実施される国内外の大規模なイベントにとって、貴重
なケーススタディーとなった。

使い捨てプラスチックの削減と運営時廃棄物の再生利用

　東京 2020大会の運営時には、選手、関係者等に飲食
や運営資材等を供給し、それに伴い廃棄物が必然的に発
生することになる。環境影響を低減し、資源を循環させる
ためには、ごみの発生抑制と再生利用が重要である。特
にプラスチックは、海外での廃プラスチックの輸入規制や、
海洋プラスチックの課題があり、適切な対策が求められる

会場のスタッフダイニングでの分別啓発

大会終了後、譲渡した消火器（左）と動力ポンプ（右） 選手村のメインダイニングホールでの分別啓発
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状況であった。
　東京 2020大会では、これらの課題を解決するために、
大会から出る廃棄物について、国内最高水準の再生利用
を実現すべく、運営時廃棄物の再使用及び再生利用率
65％の目標を設定した。
　具体的な取組としては、まず会場で提供する飲食の容器
について、可能な場合には使い捨てプラスチックから紙な
どへの代替に取り組み、使い捨てプラスチックの使用量削
減を行った。
　また、大会は連日開催され、保管スペースも限られるた
め、大会から出た廃棄物の再生利用を時間的及び空間的
な余裕がない中で実現することが求められた。この課題を
解決し、目標を達成するに当たっては、関係者による徹底
的な分別の実施及び分別の啓発・周知、再生利用先の確
保が となった。
　再生利用率向上のためには、ごみ箱投入時点でしっか
りと分別することが重要であるため、限られた有観客の会

場においては、観客エリアで紙容器、ペットボトル、プラ
スチック、飲み残し、燃やすごみの５種類の分別を基本に
行った。これは通常のスポーツ会場での分別数より多いた
め、利用者が適切に分別できるよう、観客向けのウェブサ
イトで周知するとともに、分かりやすい分別ピクトグラムを
使用した。これらの取組により、東京  2020大会の関係者
等による積極的な参加及び協力を得ることができた。
　一方、大会スタッフ等向けの食事の提供では、一定数の
食品ロスが発生した。この問題を受け、組織委員会では、
発注の管理及び精査とともに、大会スタッフや関係者への
喫食の呼び掛けや喫食時間の延長等の改善に取り組み、
食品ロスの削減に努めた。さらに、消費期限の比較的長
いパンについては、パラリンピック大会期間中にフードバン
クに提供し、有効活用への協力を得た。上記の対策を実
施しても処分せざるを得ない弁当については、飼料化、バ
イオガス化などのリサイクルに努めた。
　再生利用については、これまで汚れが付いたものはリサ

主な運営時廃棄物の再資源化方法
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イクルが困難だった紙容器をトイレットペーパー化し、ペッ
トボトルはペットボトルに再生する（ボトルtoボトル）などの
方法によって、マテリアルリサイクルを行った。また、一般
に熱回収されることが多いプラスチックごみも、ポリエチレ
ンやポリプロピレン等のペレットにリサイクルを行うととも
に、大会スタッフ等向けのプラスチック弁当容器について
は、内側のフィルムをはがすことで、汚れが少ない状態で
回収できる容器を採用し、マテリアルリサイクルを行った。
これらのマテリアルリサイクルが難しい場合には、熱回収
を行うなど、資源を有効に活用した。特に、従来はマテリ
アルリサイクルの取組が限られていた事業系の未分別混
合プラスチックのマテリアルリサイクルに取り組んだことは、
日本のプラスチックリサイクルにおいても重要な意義があ
るものとなった。
　東京  2020大会では多くの会場が無観客となり、大会前
の想定からごみの量や組成が大きく変化する中、これらの
取組により、実績として運営時廃棄物は62％の再使用及
び再生利用率となった。
　東京  2020大会における、発生したごみを大会の関係者
の協力により分別し、最大限再生利用する取組は、今後
の大規模なスポーツ大会等のイベントにおいても可能で
あり、それに必要な方策を示すことができた。さらには、循
環型社会の形成に貢献し、持続可能な開発目標（SDGs）
の12「持続可能な生産消費形態を確保する」に寄与する
ことができた。

使用済みプラスチックを活用した表彰台

　東京 2020大会の調達において、調達コードに対応した
簡易な容器包装等、再生利用のしやすさや廃棄時の環境
負荷低減への配慮等を求めることで、容器包装廃棄物等
の発生抑制の取組を推進した。
　特に、一度使用するだけで廃棄される「ワンウェイプラ
スチック」の容器包装及び製品については、海洋ごみによ
る生態系への影響等が懸念され、世界的に対策が求めら
れる状況であった。国内では、国において「プラスチック
資源循環戦略」の検討が進み、東京都でも「都庁プラス
チック削減方針」が策定されるなど、行政での対策が一層
推進されていた。
　組織委員会でも、マーケティングパートナーであるThe
Procter & Gamble Company（ P&G社）の協力により、オ
リンピック・パラリンピック競技大会史上初の取組となる、
市民参画により回収した使用済プラスチックと海洋廃プラ
スチックも一部活用して表彰台を製作する「使い捨てプラ
スチックを再生利用した表彰台プロジェクト～みんなの表
彰台プロジェクト～」を実施した。
　本プロジェクトは、全国約 2,000か所の小売店舗や 113

校の学校、その他企業、団体等において回収を行い、合
計98台の表彰台を製作した。使用した表彰台は、東京
2020大会の終了後に「表彰台レガシープロジェクト」を通
じて、大会の日本代表選手団のメダリストの出身校及び会
場所在自治体等に譲渡した。
　本プロジェクトにより、資源を無駄にしない持続可能な
社会の実現に向け、使い捨てプラスチック活用の新しいモ
デルを国内外に発信した。また、都市鉱山を活用したメダ
ルプロジェクト（詳細は後述の「8    エンゲージメント及び
機運醸成」の「1  大会デザイン」にある「都市鉱山からつ
くる！みんなのメダルプロジェクト」の項を参照）、木材リ
レープロジェクトと合わせ、金属・木材・プラスチックとい
う３つの重要な資源の循環利用モデルを包括的に示すこ
とができた。これらの取組が、今後の持続可能な社会の
形成に寄与することが期待される。

持続可能性に配慮した調達

調達コードの策定及び運用

　オリンピック・パラリンピック競技大会の準備及び運営に
当たっては、数多くの調達が行われるが、調達活動は、直
接的なサプライヤーだけでなく、サプライチェーン全体に対
して影響を与える重要な活動である。組織委員会では、調
達コードを策定し、その運用を通じて、調達する物品やサー
ビス、ライセンス商品の供給過程における持続可能性配慮
を推進した。
　調達コードでは、環境への配慮だけでなく、人権、労働、
公正な事業慣行等について幅広い基準を設けるとともに、
木材、農産物、畜産物、水産物、紙、パーム油に係る個
別基準を定めた。中でも、パーム油の基準を定めたのは
オリンピック・パラリンピック競技大会史上初であった。ま
た、木材の調達基準については、マネジメント手法である
PDCAサイクルの考え方にのっとって、改善のための見直し
を行った。
　調達コードの検討に当たっては、協働及びエンゲージメ
ントにも配慮して、環境、人権、労働、CSR等の専門家で

パームの実の断面
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構成するワーキンググループで議論し、パブリックコメント
の実施も含め、多様なステークホルダーの意見を反映した
（調達コードの策定後を含め、ワーキンググループは計  31
回開催）。ワーキンググループでの議論はメディアに公開
し、議事録も公表することで議論の透明性を確保した。ま
た、日本全体の持続可能性の取組のレベルアップを図る観
点から、日本の産業の大部分を占める中小事業者も取り
組みやすくなるように、SGEC、ASIAGAP/JGAP、MEL/AEL
など、日本独自の認証の仕組みも含めて検討した。
　調達コードの運用に当たり、組織委員会では、調達の
仕様書及び契約書に調達コードの遵守を記載するととも
に、チェックリストやヒアリングにより、サプライヤーやライ
センシーの調達コードの遵守に向けた取組状況を確認し
た。
　木材を大梁等の構造に活用した有明体操競技場を始
め、会場の建設に使う木材や印刷物等に使う紙について、
森林認証製品等の持続可能性に配慮した木材や紙を使
用した。選手村や競技会場での飲食提供においては、GAP  

認証品や水産エコラベル認証品など、持続可能性に配慮
した食材を使用した。また、パーム油を使った食品や石鹸
等についても調達基準にのっとった調達を行った。
　木材の調達に関しては、コンクリート型枠合板に使われ
る木材の伐採段階及び加工段階の現地調査を実施した。
その結果、現地企業が、法的プロセスの遵守、計画に基
づく森林の管理及び収穫、生態系保全や地域コミュニティ
の権利尊重などに取り組んでいることが確認できた。労働
安全対策や廃棄物処理等に関して一部課題が観察され
たが、これについても、各企業において改善のための対
応がなされた。
　加えて、調達コードの遵守の徹底のため、外部からの不
遵守に関する情報に基づき迅速かつ適切に対応するため
の通報受付窓口も設けた。通報受付窓口の仕組みの構築
には、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の「非司
法的苦情処理の仕組みの実効性基準」を参照した。大会
の延期を受けて、通報の受付期間も１年間延長した。計  18
件の通報を受け付け、2021年  12月末時点で対応を完了し
た。
　調達コードの不遵守に関する通報以外にも、組織委員
会では、環境  NGOや労働組合組織などのステークホル
ダーから、調達における持続可能性配慮に関連した意見
を受け取ることがあったが、書面による回答や対面での話
合いなど、誠実な対応に努めた。
　組織委員会では、ほかにも、東京都及び政府機関に対
して、調達コードを尊重するよう働きかけ、その結果、東京
都及び国の独立行政法人である日本スポーツ振興セン
ター（JSC）が東京2020大会関連の調達において調達コー
ドを尊重した。また、両者においては、それぞれ通報受付

窓口も設置した。
　持続可能な調達は、日本ではまだ新しい取組であるが、
国際的に調達における持続可能性への対応が求められる
中で、事業者の競争力の向上にもつながるものである。ま
た、事業者の取組を後押しするために、消費者が持続可
能性の観点から製品やサービスを選択することも重要で
ある。東京 2020大会における持続可能な調達の実施は、
事業者や消費者の意識や取組を向上させ、SDGsで目指
す持続可能な消費と生産の推進に貢献した。

ILOとの協力

　組織委員会は、社会的責任のある労働慣行を通じて、よ
り多くのより良い仕事の創出を促進し、全ての人に対する
ディーセント・ワークの達成に貢献する観点から、国際労
働機関（ILO）と協力関係に関する覚書を締結し、サステ
ナビリティ・フォーラムの開催やスポンサー企業の取組事
例集の作成などの協力活動を展開した。

サステナビリティ・フォーラムの様子
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19 報道

メインプレスセンター

　オリンピック・パラリンピック競技大会の成功には、報道
が重要な役割を果たす。競技だけでなく大会の運営や開
催都市の盛り上がりなどのメディアによる報道は、大会の
評価にもつながるものである。
　東京2020大会では、メインプレスセンター（MPC）を江
東区有明の東京ビッグサイトに設置し、大会の開催期間
中、国内外の記者及びフォトグラファー約4,200人がMPC
を拠点とし、連日各競技会場において取材を続け、MPC
は、その取材活動に基づく各国への情報発信と大会をつ
なぐハブとして機能した。
　７月１日のソフトオープン（仮オープン）から、東京2020
オリンピック期間、移行期間を挟み ９月５日の東京2020パ
ラリンピックの終了までの長期間にわたりMPCで活動する
プレスのため、銀行やATM（現金自動預け払い機）、雑
貨店、ランドリー、クリーニング、郵便局、ラウンジでの飲
料やおしぼりなどのサービスを提供した。併せて、カフェ、
プロフェッショナル・フォトショップなどに加え、フォトグラ
ファーの急な機材トラブルなどにも対応するフォトサービス
センターなど様々なサービスを、過去大会と同様に提供し
た。MPCは24時間眠らない「会場」として稼働した。特

に、各国の主要メディアは、MPC内にプライベート・スペー
スを確保し、スタッフが常駐する「東京・有明オフィス」を
設置した。東京2020大会では、オリンピック50社、パラ
リンピック13社がプライベート・オフィスを構えた。プライ
ベート・オフィスを構えないメディアは、750人が収容可能
なワーキングルームから、連日母国へ大会の盛り上がりを
発信した。
　東京2020大会の全般に関わる主要情報は、MPCから
発信された。東京2020オリンピック開会式翌日から閉会式
前日まで、及びパラリンピック開会式前日から閉会式当日ま
で、毎日午前11時からメイン・カンファレンス・ルームにお
いてデイリー・メディア・ブリーフィングを実施した。当該ブ
リーフィングでは、競技関連情報のみならずIOC、IPC及び
組織委員会の取組などの情報について発信した。さらに、
MPC内の記者会見室では、NOCやNPC等による会見を始
め、パリなどの将来の開催都市からの情報も発信された。
　こうしたMPCの運営は、フィジカル・ディスタンスの確保
や換気、除菌清掃などの十分な新型コロナウイルス感染
症対策をとった上で行われた。
　また、復興オリンピック・パラリンピックの情報発信拠点
として「東京2020復興ブース」を、東京2020大会の持
続可能性や、ジェンダー平等及び多様性と調和の取組を
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IOC-Tokyo2020 デイリー・メディア・ブリーフィング
【開催回数】全15回 【開催時刻】定例11:00開始 【開催場所】MPC メイン・カンファレンス・ルーム【進行】マーク・アダムズ (IOC スポークスパーソン), 高谷正哲 (Tokyo2020 スポークスパーソン)【来場記者数】平均54名

日付 トピック ゲスト・スピーカー
7/24（土） 大会運営とアジェンダ 2020 クリストフ・デュビ (IOC OGED)
7/25（日） スポーツイノベーション キット・マコーネル (IOC スポーツ・ディレクター ), 小谷実可子 (T okyo2020 スポーツ・ディレクター )
7/26（月） ポートレイヤル ヤニス・エキサルコス (OBS CEO), 井本直歩子 (ユニセフ教育スペシャリスト )
7/27（火） 難民選手団 ジェームズ・マクラウド (IOC オリンピック・ソリダリティ・ディレクター ), 選手３名 (難民選手団 )
7/28（水） デジタル、ファンエンゲージメント クリス・キャロル (IOC デジタルエンゲージメント＆マーケティング・ディレクター ), ヤニス・エキサルコス (OBS CEO)

7/29（木） 新種目、メンタルヘルス リチャード・バジェット (IOC メディカル＆サイエンティフィック・ディレクター ), カベ・メラビ (IOC アスリート・セクション・ディ
レクター ), カースティ・コベントリー (アスリート委員会 委員長 ), 堀米雄斗 (T okyo2020大会 金メダリスト／スケートボード )

7/30（金） ボランティア チャールズ西川 (フィールド・キャスト (大会ボランティア ))
7/31（土） 選手村 川淵三郎 (オリンピック選手村 村長 ), 北島隆 (T okyo2020 選手村 VGM), 神田昌幸 (T okyo2020 輸送局長 )
8/1（日） 中間総括 クリストフ・デュビ (IOC OGED), 武藤敏郎 (T okyo2020 事務総長 )
8/2（月） 東京 2020オリンピックピクトグラム 廣村正彰 (T okyo2020オリンピック・ピクトグラム開発チーム／デザイナー )
8/3（火） ブロードキャスト、マーケティング ティモ・ルメ (IOC テレビ＆マーケティングサービス・マネージング・ディレクター )
8/4（水） レガシー タニガ・ブラガ (IOC レガシー・ヘッド ), 田中彰 (東京都オリパラ準備局 運営担当部長 )
8/5（木） 持続可能性 マリー・サロワ (IOC コーポレート＆サステナブル・ディベロップメント・ディレクター ), 荒田有紀 ( Tokyo2020 SUSヘッド )
8/6（金） 大会運営 ─

8/7（土） 大会運営総括 クリストフ・デュビ (IOC OGED), ジェームズ・マクラウド (IOC オリンピック・ソリダリティ・ディレクター ),  クリスチャン・クラ
ウエ (IOC 企業広報ディレクター ), ヤニス・エキサルコス (OBS CEO), 中村英正 (T okyo2020 MOCチーフ )

IPC-Tokyo2020 デイリー・メディア・ブリーフィング
【開催回数】全14回 【開催時刻】定例11:00開始 【開催場所】MPC メイン・カンファレンス・ルーム【進行】クレイグ・スペンス(IPCスポークスパーソン), 高谷正哲 (Tokyo2020 スポークスパーソン)【来場記者数】平均35名

日付 トピック ゲスト・スピーカー
8/23（月） 開会式前日会見 アンドリュー・パーソンズ (IPC 会長 ), 橋本聖子 (T okyo2020 会長 )
8/24（火） 大会運営 ─
8/25（水） 大会運営 ─
8/26（木） パラリンピックスポーツ×日本文化 田畑端（ JP GAMES株式会社 代表取締役）
8/27（金） 大会運営 ─

8/28（土） 日本におけるパラリンピックムーブメントの
現在地、そしてこれから

中村英正 (T okyo2020 MOCチーフ ), 髙橋秀文 (JPC 副委員長 ), 延與桂 (東京都オリパラ準備局 次長 ), 小澤直 (パラリンピッ
クサポートセンター 常務理事 )

8/29（日） 大会運営 ─
8/30（月） 中間総括 アンドリュー・パーソンズ (IPC 会長 ), 武藤敏郎 (T okyo2020 事務総長 )
8/31（火） パラリンピック教育（ I'm POSSIBLE） マセソン美季（IPC 教育委員）　
9/1（水） クラシフィケーション ティア・シシック (IPC クラシフィケーション・ヘッド )
9/2（木） スポーツの力 谷真海 (パラトライアスロン選手 )

9/3（金） 大会運営＆パラリンピックマラソンの自宅観
戦に関するお願い

中村英正 (T okyo2020 MOCチーフ ), 小谷実可子 (T okyo2020 スポーツ・ディレクター ), 延與桂 (東京都オリパラ準備局 次長 ),
齋藤智也 (国立感染症研究所 感染症危機管理研究センター長）

9/4（土） アクセシビリティ（オリンピック・パラリン
ピックと社会） 中南久志 (T okyo2020 パラリンピック・ゲームズ・オフィサー )

9/5（日） 東京 2020パラリンピック競技大会総括 アンドリュー・パーソンズ (IPC 会長 ), 橋本聖子 (T okyo2020 会長 )

紹介する「持続可能性インフォメーションブース」を設置
し、国内外メディアに直接的に情報発信した。さらにメイ
ン・エントランスでは、「いけばな」による装飾展示を行い、
海外メディアに対して日本のいけばな文化に触れてもらう
機会を設けた。
　東京都においても、千代田区の東京スポーツスクエア内
において、MPCやIBCとは別の取材拠点及び情報提供の
場として、「東京都メディアセンター」を設置した。同セン
ターでは、オンラインによるサービス提供を基軸とし、ウェ
ブサイト上でのプレス素材の提供や国内外のメディアから
の問合せに対応した。また、オンライン・ブリーフィングの
放映等により、東京  2020大会の関連情報や東京の魅力
等を発信した。

ベニューメディアセンター

　各会場（ベニュー）のメディアセンター（Venue  Media  

Centre。以下「VMC」という。）においても新型コロナウイ
ルス感染症対策を実施し、フィジカル・ディスタンスを保つ
ため、報道関係者（プレス）の会場アクセス数は、過去大
会より約 30％制限されることとなった。
　しかし、各会場に設置されたVMCでは、いち早く競技
結果や会場の興奮を伝えようとするプレスの熱気は過去
大会と変わることはなく、早朝から深夜まで、活発な取材
活動が行われた。
　全ての競技会場で、オリンピック・パラリンピック競技大
会の取材を重ねてきたプレスの要望に対応すべく、過去大
会や主要国際競技大会の最前線で経験を積んだ国内外
の専門家を各会場のメディアマネージャー及びフォトマ
ネージャーに任命し、プレス取材の支援及び対応を行った。
　各競技会場では、アスリートの雄姿と競技場の熱気を伝
えることができるよう、競技の全てを見届けることができる
記者席と、より良いフォトグラファーポジションを提供した。
組織委員会内のプレスオペレーション部門と各部署が緊
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密に連携を取ることで、最良のポジションを提供することが
できた。
　競技会場で唯一アスリートと向き合い、生の声を聞ける
場所であるミックスゾーン（競技後のインタビュー対応場
所）でも入場可能なプレス数は厳しく制限された。競技を
終えたばかりの選手とプレスが最低２ｍ以上の距離を取っ
た上で、限られた時間で対面取材が行えるようにした。特
に、サッカー競技においては、従来の、競技終了、選手
ロッカーにて更衣、ミックスゾーンという通過順序を、競技
終了後直ちにミックスゾーンを通過する仕様に変更した。
　メダリストの記者会見における、過去大会との大きな違
いは、会場内に同時通訳ブースの設置がなかったことであ
る。東京2020大会よりオリンピック競技大会としては初め
て、英語と日本語に加え、フランス語、スペイン語、ドイツ
語、イタリア語、ロシア語、アラビア語、ポルトガル語、韓
国語、中国語の全11か国語から１会見につき最大５か国語
の遠隔通訳を提供して、記者会見が実施された。同一の
場所（今大会ではMPC内のリモート通訳センター内）に集
められた通訳が登壇者の母国語に応じて通訳を行うこの
システムは、通訳の移動コストを大幅に削減するという経
済的なメリットから他の主要競技大会でも採用されており、
東京  2020大会でも大きな役割を果たした。また、新型コ
ロナウイルス感染症対策のために、従来使用してきた同時
通訳レシーバーを廃止し、記者、登壇者の全てがタブレッ
トやスマートフォン上のアプリを経由して同時通訳の提供
を受けた。
　ミックスゾーン同様、記者会見場においても入場数を制
限したため、会見はリモートシステムを併用して実施され
た。これにより、会場に入場できないプレスも各自のデバ
イスを通じて会見に参加し、質問を送付することが可能と
なった。
　こうした取組により、MPCや  VMCから世界中に発信さ
れた報道の数々が、東京  2020大会の成功の後押しとなっ
た。

ワールドプレスブリーフィングの開催

　プレスオペレーションにとって、オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の開催前で最も重要なイベントがワールドプレ
スブリーフィング（以下「WPB」という。）である。オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の取材のため、大会の開催時
に長期間多くの記者やフォトグラファー等を送り込むメディ
ア各社にとって、大会の開催前のWPBは大会に向けた準
備の上で貴重な情報収集の場となる。このため、組織委
員会では、この機会にメディアの輸送や宿泊といった通常
の組織への取材では得られない情報についても積極的に
発信した。

　WPBは、東京2020大会の開催時にMPCとなる東京ビッ
グサイトにて開催し、2018年９月に284名、2019年  10月
には348名が、世界各国からそれぞれ参加した。
　いずれも初日は、東京  2020大会の取材の準備に必須
となる宿泊や輸送、テクノロジー、アクレディテーションな
どについて、組織委員会及び東京都からプレゼンテーショ
ンを提供した。MPC、ベニュープレスオペレーション及び
フォトオペレーションの準備状況について説明を行い、参
加者の疑問点や不明点を解決するため質疑応答の時間
を多く設けた。この質疑応答の場で受けたプレスからの厳
しい質問や指摘は、東京  2020大会の準備や運営、また、
ひいては、大会の成功にとって貴重な糧となった。
　また、開催都市・東京都の魅力や「復興オリンピック・
パラリンピック」のテーマのPRと理解促進を図るべく、東
京都との共催により、復興庁の協力も得て、東京都や被災
地の食材を囲んだ歓迎レセプションを開催し、懇親を深め
た。
　２日目及び３日目は、熱戦の場となる各競技会場の視察
を実施した。東京  1964大会のレガシーを継承した東京体
育館、東京2020大会に向けて建設が進む新設の海の森
水上競技場、そして東京都近郊の競技会場など、実施し
た２回合計で35会場を視察した。
　３日間のプレゼンテーションや視察で解決できなかった
疑問及び新たな要求は、最終日に行われた組織委員会の
各サービスの担当者との個別ミーティングで議論された。
　WPBでは、ほかにも、フォトグラファーブリーフィング、各
国NOC及びNPCを対象としたブリーフィングなどが実施さ
れた。
　WPBの場で直接プレスの声を聞いたことは、東京  2020
大会の開催時に、4,000名を超えるプレスのニーズに沿っ
たサービスを提供できた大きな要因の一つであった。

延期に伴うコロナ対策等の説明

　新型コロナウイルス感染症対策によるMPC及び各会場
においてのプレスオペレーションの変更やプレイブックの
説明を目的としたブリーフィングセッションを2020年 11月、
2021年２月及び４月の３回にわたって実施した。フィジカル・
ディスタンス確保のため、MPC及び競技会場への人数制限
への理解を求めるとともに、リモートシステムを利用した記
者会見の実施方法などを説明した。
　２度にわたって実施したプレイブック説明会では、東京
2020大会の開催期間中のみならず、入国から出国までの
フロー、新型コロナウイルス感染症対策に伴う数々の規定
について説明し、円滑な大会運営への理解と協力を求め
た。
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20 放送

OBSと放送

　OBS（ IOCが設立したオリンピック・パラリンピック競技
大会の中継の映像及び音声の制作を担当する専門的な
組織）は、オリンピック・パラリンピック競技大会で実施さ
れるスポーツ競技のライブ信号及び非ライブコンテンツを
制作している。これらは「国際信号」と呼ばれ、東京 2020
大会でも、IOCと放送権契約を結んだ全世界の放送権を
有している事業者（ Rights Holding Broadcaster、RHB）向
けにIBCより配信された。国際信号制作のために、OBSは、
東京 2020オリンピックで8,100名以上、東京 2020パラリ
ンピックで2,300名以上のスタッフを動員した。あわせて、
大型の中継車やサポートトラックなど101台の車両を海外
から日本に持ち込んだ。

OBSの活動状況

　OBSは準備段階から東京2020大会の43の競技会場に
対して５つの制作チームを結成し、各会場の国際信号制作
の準備を大会の開催のおよそ５年前から開始した。各制作
チームはプロデューサー、技術責任者、ロジ担当、RHB
向けサービス担当など４名で構成され、カメラ配置、音声
制作プランを作成した。このほかコメンタリー（RHBが制
作する放送の実況など）に関する総合責任者、ケーブルカ
メラやクレーン、ロボティックカメラ（遠隔操作可能なレン
ズ交換式カメラ）といった特殊なカメラを準備する専門
チームが各会場を積極的にサポートした。
　また、OBSはRHB向けにスタジオタワーをオリンピックス
タジアムとお台場の２か所に建設し、このスタジオを拠点に
各 RHBが自国に向けた独自の番組を制作した。
　OBSは、東京 2020大会の開催期間中、東京 2020オリ
ンピックでは33競技で１万 200時間以上（さらに3,300時
間以上の超高解像、高ダイナミックレンジ対応）、東京2020
パラリンピックでは22競技で1,500時間以上のコンテンツ
を制作し、世界に配信した。これらの国際信号の制作に
当たっては、単に多数のカメラを配備するだけではなく、へ
リコプターやドローンによる空撮、ケーブルカメラやスパイ
ダーカメラといった上空から撮影を可能にする特殊な機材
による中継を行うことで、そのスポーツの魅力をより引き出
すようなダイナミックな効果をもたらした。
　さらに、東京 2020大会では、オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会史上初めて、会場その他で制作する国際信号
を全て4K解像度で制作、配信する体制となった。制作さ

れた4K解像度映像については、まだ 2K解像度の放送し
かできない RHBがあるため、2Kにダウンコンバートして放
送された。日本の放送局においても地上波放送では2K放
送、BSでは4K放送と使い分ける方法で放送した。また、
過去大会と同様に、NHKと共同で8K放送も制作された。
こうした最新の技術を駆使した映像はRHBを通じて全世
界に発信され、東京 2020大会の感動を生中継で伝えるこ
とができた。
　東京 2020パラリンピックは19競技 21種別を生中継し
た。リオ2016大会の 12競技 12種別より大幅に増え、特に
マラソン、自転車競技（ロード）、トライアスロン、カヌーな
どの屋外競技が初めて生中継されて、パラリンピック競技
における屋外競技の魅力を伝えることに成功した。

ビューティーカメラの設置

　OBSは、競技会場以外にもビューティーカメラと呼ばれ
る、開催都市・東京都の景観を映すカメラを10か所 11台
設置した。具体的には、浅草寺、東京スカイツリー、東京
タワー、渋谷スクランブル交差点といった東京を象徴する
場所にカメラが設置された。中でもお台場ベイゾーンを1.2
㎞にわたり横断するケーブルカメラは、かつてない壮大な
アングルでお台場を映し出した。
　OBSの国際信号は、各競技映像が中心であるため、
ビューティーカメラによるこのような映像は貴重なものと
なった。特に、ベイゾーンケーブルカメラの計画実現により、
東京のシンボルともいえる特徴的な場所を映し出した映
像が世界に発信されたことは、開催都市・東京都の魅力
を世界にアピールすることに大きく貢献した。

ビューティーカメラによる映像

271 



各種カメラの設置

競技会場での撮影

ヘリコプター等による空撮

　東京 2020大会では、OBSは７機のヘリコプターと８機の
ドローンを活用し、大会の開閉会式のほか11の競技につい
て、地上からの撮影では表現できない壮大でダイナミックな
空撮映像を提供した。マラソンや自転車ロードレース等の
路上競技においては、無線リレー用の航空機２機を用い
て、併走するバイクから撮影した映像をIBCに送信し、安
定的な中継を行った。
　なお、パラリンピック競技大会史上初めて、マラソン等

の路上競技の空撮中継を行った。
　ヘリコプターの運航拠点については、広域に点在する競
技会場に合わせて、東京都、神奈川県及び静岡県に計６
か所を確保し、さらに、マラソン等の競技のために北海道
内の飛行場も使用した。無線リレーに使用する航空機２機
についてはフランスから空輸し、拠点として富士山静岡空
港と旭川空港を使用した。
　テロ対策等の目的で日本国政府により飛行制限が行わ
れたが、この制限下においても、OBSが使用するヘリコプ
ターやドローン等が飛行できるよう、官民航空機の情報が
集約及び統制をされ、会場周辺空域では航空機の安全運
航が確保された。

ヘリコプターによる空撮

大会の延期と対応

　１年の東京 2020大会の開催延期の中においても、放送
については従来の体制を大きく変えることなく、高い品質
の国際信号をRHBに提供することができた。これにより、
放送を通じて全世界で東京 2020大会を広く楽しんでもら
うことが可能となった。
　国際信号の制作に当たっては、電力供給の削減、ビュー
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ティーカメラの１台削減など、東京 2020大会の開催の延期
を踏まえた簡素化について、最大限の努力を行った。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として、放送施設
へのアクセス人数の削減、ミックスゾーンやコメンタリーポ
ジション数の見直し、予約制を採用して密を避けるコント
ロールを実現するなど、フィジカル・ディスタンスを確保す
る対策を徹底した。さらに、早期に入国したOBS職員に
対して、OBSが自らPCR検査を実施することにより、陽性
者の早期の発見と隔離に努めた。

IBCの概要

　国際放送センター（IBC）は世界に向けた国際信号の制
作現場であり、各競技場からの競技生中継や記者会見な
どの放送素材等は全てIBCに伝送される。伝送された放送
素材は、放送権を有した各国の放送局（RHB）が自国へ
と発信し、世界中の視聴者に対して東京 2020大会の感動
の映像を届けることができる。東京 2020大会では、IBCは
江東区有明の東京ビッグサイトの東展示棟を使用し、各国
のRHBが円滑に業務を行える放送拠点として整備された。

放送仕様工事と日本法令への対応

　組織委員会によるIBCの仮設工事は、2019年４月より開
始し、同年秋にOBSに引き渡された。
　IBCは、その性質上、RHBのスタジオや編集室など放送
に特化した施設が必要となる。こうした放送機能を展示会
場である東京ビッグサイトに整備するため、引き渡し後に
OBSが内装等のフィットアウト工事を実施した。
　組織委員会は、OBSによる放送機能の整備に当たり、
OBSの建築部門とIBCの現地の工事請負業者や自治体建
築部門をつなぎ、円滑な業務遂行をサポートした。
　また、IBCは、OBSが最も早く日本国内で工事を開始し
た場所であることから、日本特有の建設業法や消防法、重
機のライセンス、外国人就労ビザなどの問題をクリアする
ため、関係省庁などとの調整を前例の少ない中で一つず
つ丁寧に行う必要があった。

IBCの屋外空調機器オーバーレイ工事

IBCのOBSへのハンドオーバー

サービスの提供

　2021年４月末から段階的にRHBが入居し、東京 2020
大会の開催前から放送を開始するため、IOCや OBS、RHB
の視察に対応しつつ、放送局機能を立ち上げ、本番に向
けた体制を準備した。
　また、入居したOBSやRHBに対し、安定放送を実施す
ることができるよう、放送支援、警備、交通、宿泊、飲食
など多種多様なサービスを提供した。
　東京 2020大会の開催１か月前から開催終了までの期間
は、基本的に24時間体制で運営を行い、IBCだけでなく
各競技会場のOBSやRHBの安定放送のため、24時間体
制で支援を行った。
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21 運営実践及びテストイベント

OPR活動

　オリンピック・パラリンピック競技大会を成功させるため
には、大会スタッフが大会の開催時を想定した実践的な訓
練を積むことで、オペレーション能力の向上を図るととも
に、これまでに策定した各種運営計画を検証し、改善して
いく必要がある。そのため、組織委員会では、2019年か
ら2020年までの実践準備フェーズ（ただし、東京2020大
会の開催の延期に伴い、2021年まで延長）を中心に、OPR
（Operational Readiness）活動と呼ばれる大会運営の実
践的な準備活動に幅広く取り組んできた。
　OPR活動は、大規模災害やテロ等発生時といった東京
2020大会の運営全体に関わるオペレーションの検証及び
訓練から、会場単位又はFA単位のオペレーションの検証
及び訓練まで、様々な階層をターゲットとして実施した。

ターゲットごとのOPR活動

Games 
wide

国や東京都、治安機関等に参加いただき、
大規模災害やテロ等発生時のオペレーション
を検証、訓練

MOC/FCC MOCとFCCの連携確認、各オペレーションの
検証、習熟等

Complex 
Operation

開閉会式、聖火リレー等、競技会場とは区別
される特別かつ複雑なオペレーションの検証、
訓練

Venue 複数FAに関与する競技会場におけるオペレー
ションの検証、訓練

FA FA固有のオペレーションの検証、訓練

　また、議論形式による計画及び手順の検証から、本番
同様の環境、人員を準備した演習まで、段階的な準備活
動を実施することで、基礎からステップアップしながらオペ
レーション能力の習熟が図れるプログラムを提供した。

OPR活動のプログラム

トークスルー 議論形式による計画・手順の検証

ウォークスルー 現場視察を通じた計画・手順の検証

テーブルトップ 運営能力向上に向けた会議室でのシナ
リオ訓練

シミュレーション 本番を想定した進行時間/機器環境下
でのシナリオ訓練

テストイベント 本大会時の会場での運営能力を検証す
るための実践的な訓練

リハーサル 本番同様の環境/人員を準備した演習

　OPR活動の実績としては、会議の場で現地の動きなどを
確認する「トークスルー」を1,200回以上（うち、IOCとの
合同で２回実施）、実際に現地に出向いてオペレーション
等を確認する「ウォークスルー」を1,400回以上（うち、IOC
との合同で２回実施）、会議室でのシナリオ訓練である
「テーブルトップ（机上演習）」を1,400回以上（うち、IOC
との合同で36回実施し、IPC提供のシナリオに基づくもの
で11回実施）、本番を想定した進行時間/機器環境下での
シナリオ訓練である「シミュレーション」を500回以上（う
ち、IOCとの合同で３回実施）、それぞれ行った。
　東京2020大会で行ったOPR活動のうち、オリンピック・
パラリンピック競技大会史上初の取組として、IOCのサポー
トの下、Virtual Reality（仮想現実、VR）を取り入れたト
レーニングを実施したことが挙げられる。具体的には、
VGMやVOM向けのトレーニングプログラムで、インタラク
ティブ（対話型、双方向）なやり取りを通じて、情報連携
能力、判断力、実践力等を養える内容とした。2021年３月
から５月にかけて13名のVGM等が受講し、「臨場感のある
シナリオだった」、「より実践に近い経験が積めた」と高く
評価した。
　また、東京2020大会の運営に当たっての最重要課題で
あった新型コロナウイルス感染症対策としては、シナリオの
作成、演習スケジュールの策定、IOCと合同実施したトー
クスルー、ウォークスルー及びテーブルトップを通じて、計
画のブラッシュアップとオペレーションの検証を重点的に
図った。
　東京2020パラリンピックに向けては、パラリンピック競
技大会で特徴的な要素を盛り込んだシナリオを用意し、意
識啓発、オリンピック競技大会との違いの明確化、オペレー
ション能力向上等を図ったほか、IPCより学校連携観戦や
車いす席に関するトラブル等の12のシナリオの提供を受
け、パラリンピックインテグレーションFA（PGI）と共に関
係FAを集めたテーブルトップを11回実施した。
　上記の取組により、計画の検証、更新が行われたほか、
オペレーション能力の向上や、さらには、東京2020大会
の開催に自信を持って臨むことにつながった。

テストイベントの実施

　東京2020大会の成功に向けて、大会の運営を担う大
会スタッフやステークホルダーの能力を高めるため、多くの
競技においてテストイベントを実施した。テストイベントで
は、開催競技や会場ごとのオペレーションを確認するため、



東京 2020大会で使用する競技会場を実際に使用し、競
技運営、会場運営、テクノロジー、セキュリティ、スタッフ
等の多くの項目においてテストを行った。
　テストイベントを通じて、各FAやデリバリーパートナーが
各々の計画の課題やオペレーション上のリスクを特定する
ことができ、東京 2020大会の運営に向けた改善の機会と
なった。
　東京 2020大会は過去最多の競技を実施するため、テス
トイベントについても、ロンドン2012大会（42回）やリオ
2016大会（44回）を上回る、56回（オリンピック競技  43
回、パラリンピック競技７回、同時開催６回）のテストイベン
トを実施した。
　また、テストイベントの結果を踏まえ、東京 2020大会の
開催に向けて準備する期間を十分に確保できるよう、2019
年から2020年にかけて、WAVE1からWAVE3の３つの日程
群に分けてバランス良く実施する計画とした。
　なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、
2020年４月以降のテストイベントに関しては、2021年４月か
ら７月に延期して実施した。

テストイベントの実施方針の決定

　2016年 12月に「東京 2020大会運営テストプログラム
（テストイベントアプローチ）」を定め、テストイベント運営
に関しては、①競技エリア（FOP）、②テクノロジー、③運
営スタッフの３つを主要なテスト項目とした。
　テストイベントは、IF又はNFが主催するものと、組織委
員会が主催するものに分けられるが、限られた予算で効果
的に実施するため、費用負担の原則的な考え方を次のと
おり定めた。
・IF又はNFが主催するテストイベントでは、開催に係る基
本費用は主催者が負担し、付加的なテストに係る経費を
組織委員会が負担する。
・組織委員会が主催するテストイベントでは、適正なテスト
を効率的に実施するために必要最小限の範囲で行い、観
客向けサービスは実施しない。
　上記の原則の下で、IF又はNFが主催する既存のスポー
ツイベントをできる限り活用できるよう、IF及び NFと継続的
に交渉を行った。その結果、組織委員会主催のテストイベ
ントと合わせて56のテストイベントを選定し、対象となる大
会、日程、主催者等、確定した情報をテストイベントカレン
ダーとしてまとめた。テストイベントカレンダーは、内外の関
係者に共有を図るとともに、2018年 10月から公式ウェブ
サイトなどで順次公表した。

イベント運営事業者の活用

　テストイベントの運営に当たっては、イベント経験などに
基づいて、IOC、IPC、IF、NF、その他の各ステークホル
ダー等の関係者との調整や、競技運営や会場運営といっ
た東京 2020大会の運営の取りまとめを行う必要があった。
そこで、組織委員会の大会スタッフの経験不足を補うた
め、国際大会や各競技大会の実施経験を有するイベント
運営事業者を活用することとした。
　2018年から順次、競技ごとにイベント運営事業者を決
定し、彼らの知見を生かしつつ、テストイベント実施計画の
策定、推進体制の構築、コスト最適化に向けた概算予算
の検討等の準備を進めた。
　なお、イベント運営事業者は、事業者が提出した提案
書等の審査を行うなど総合評価方式一般競争入札により、
厳正かつ慎重な選考に基づき決定した。
　2019年以降は、テストイベントの開催準備に当たり、各
FAがテストしやすい環境を提供するため、イベント運営事
業者と連携し、会場全体の各種調整、FAが参加しない運
営項目の整理等を行った。
　テストイベント開催時は、のぼりなどの共通製作物の設
置及び運用、機材の搬入搬出、ボランティアへの対応など、
様々な点でイベント運営事業者と連携した。これらの事業
者との連携した取組を踏まえ、東京 2020大会の開催期間
中の会場運営計画に磨きをかけ完成度を高めたことで、
大会の円滑な運営に結び付くこととなった。

テストイベントの設定や実施時期の考え方

　テストイベントの設定に当たっては、競技などに応じて次
の３つの基準を設け、テストイベントの実施が推奨にとどま
るパラリンピック競技についても、積極的にテストを行った。
① オリンピック競技は原則全競技、全種目をテスト
②  パラリンピック特有の競技をテスト
　（ 例：パワーリフティング、ゴールボール、ボッチャ、車
いすラグビー、パラ水泳、パラ陸上競技等）

③  オリンピック・パラリンピックを同イベントで実施可能な
競技は、１回のイベントで双方のテストを実施
　（ 例：アーチェリー、トライアスロン、カヌースプリント、テ
ニス等）

　また、日程群は、原則として次のとおりとした。
① WAVE1（ 2019年６月から同年９月まで）
　 屋外競技を中心に夏季（本大会と同月）にテストを実施
（22回）
② WAVE2（ 2019年 10月から2020年２月まで）
　屋内競技を中心にテストを実施（13回）
③ WAVE3（ 2020年３月から同年５月まで）
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　 指揮命令系統の最終確認を目的としたテストを実施
（19回）
　※上記のほかに 2018年に２回のテストイベントを実施。
　上記のとおり、WAVE1からWAVE3までのテストイベント
が効率的かつ効果的なものとなるように計画的な運営を
実施していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受
け、2020年４月以降に予定されていたテストイベントを中
断することとなった。東京 2020大会の開催延期後の日程
が決定した後、中断されたテストイベント及び競技会場が
変更となったマラソンのテストイベントを2021年４月から７
月にかけて改めて実施することとした。
　延期後のテストイベントでは複数の競技の同日開催を
試みるなど、より東京 2020大会の開催期間中に近い環境
でテストを行うことで、大会の開催準備にとって有意義なも
のとすることができた。

サービスレベルとテストレベル

　各FAにおいて、準備進捗状況や計画の策定状況等が
異なるため、どのテストイベントで、どの項目をどの程度ま
でテストするのかを一体的に把握した上で、テストイベント
を実施する必要があった。
　そこで、FAやイベント運営事業者ごとの参加の有無やテ
ストレベルを整理したテストイベントマトリクスを作成し、東
京 2020大会の開催準備において戦略的に活用した。
　サービスレベルとテストレベル（FAの関与形態）につい
ては、次の３種類に整理した。
① サービスレベル１
　 FAはオブザベーション参加、必要に応じてIF/NF又はイ
ベント運営事業者がサービスを提供

② サービスレベル２
　FAが業務として必要最小限のサービスを提供
③ サービスレベル３
　 FAが P&P等本大会の運営原則に基づき、リスク考慮の
上サービスを提供

テストイベントの実施

① 延期前に実施したテストイベント
　特徴的なものとして、暑さ対策としての効果を検証する
ため、自転車競技（ロード）、ビーチバレー、マラソンスイ
ミング等で暑さ対策テントを設置した。
　一方で、2019年７月中旬までのテストイベントにおいて
は、関東地方は梅雨が明けていない中での屋外競技実施
となったため、冷たい飲料だけではなく、温かい飲料の用
意をするなど雨天及び低気温対策も必要となった。この経
験により、暑さのみでなく、より幅広い状況を想定して準備

することの大切さを知見として得ることができた。
　さらに、WAVE1の終盤からWAVE2にかけては台風の上
陸時期と重なり、2019年に日本各地に大きな被害をもた
らした台風 15号（日本武道館での空手の開催時期に上
陸）、及び 19号（有明アーバンスポーツパークでの自転車
競技（BMXレーシング）の開催時期に上陸）の影響を受
け、準備時間の短縮やテスト項目を前倒しで実施するなど、
状況に応じ臨機応変に対応を行った。
② 延期後に実施したテストイベント
　東京 2020大会の開催延期後のテストイベントについて
は、延期前に実施予定であったテスト内容の必要性を改め
て精査し、一層の効率化と可能な限りのコストダウンを図
ることとした。また、組織委員会が主催のテストイベントに
おいては、消毒液の設置やマスク着用の徹底、フィジカル・
ディスタンスの確保、スクリーニング検査の実施など、新型
コロナウイルス感染症対策を着実に実施し、安全・安心
な運営の実現を図った。IF、NF等が主催のテストイベント
においては、IF、NF等が定めたガイドラインに基づいた新
型コロナウイルス感染症対策を行いつつ、組織委員会とし
て東京2020大会の開催に向けて必要な対応を実施し、検
証することができた。これらの取組は東京 2020大会にお
ける新型コロナウイルス感染症対策の貴重なシミュレー
ションの機会となった。
　なお、一部のテストイベントについては、新型コロナウイ
ルスの感染拡大の状況を受け、関係者と協議の上、日程
変更を行った。

デブリーフィングの実施

　テストイベントを通じて洗い出した課題を着実に解決し、
東京 2020大会の成功につなげていくため、テストイベント
前に課題となりそうな事象を各 FAがあらかじめ想定した
上でテストイベントに臨むとともに、終了後には各種デブ
リーフィングを行った。
　東京 2020大会の開催期間中を想定した実施体制につ
いて、テストイベントの実施結果を踏まえて、修正すべき項
目を整理し、大会運営能力の向上に向けてフィードバック
を得るため、次の３つのプロセスでデブリーフィングを実施
した。
① ホットデブリーフィング
　テストイベント終了後、原則 24時間以内に、あらかじめ
設定したテスト項目の状況を確認し、主に現場での気付
き、課題を共有する。
② コールドデブリーフィング
　テストイベント終了後、1.5週間を目途に、ホットデブリー
フィングで出た課題や各ステークホルダーから挙げられた
課題を会場ごとに検証、集約する。
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③ ジョイントデブリーフィング
　各会場チームで行うコールドデブリーフィングを経て、他
会場や他競技でも起こり得る共通の課題、特に近似条件
（屋内、屋外、水上、路上など）の競技で起こり得る共通
課題などを集約し、会場を横断して適用可能な課題を共
有する。
　その後、近似条件の競技が含まれるジョイントデブリー
フィングに参加し、事前に想定される課題を学んだ。例え
ば、サーフィン、ボート、マラソンスイミング、トライアスロ
ン、セーリングにおけるジョイントデブリーフィングでは、共
通している要素として「屋外」及び「海」が挙げられる。上
記競技のテストイベントにおいて実際に発生した事象とし
て、①モーターパラグライダー等飛行物の飛来、②選手動
線上を素足で移動する際のリスク、③雷およびゲリラ豪雨
対策の不備、④海からの漂流物や赤潮対策の不備が挙
がった。これらの事象は、その後実施予定であったカヌー
スプリント及びカヌースラロームの各競技スタッフがこの
ジョイントデブリーフィングに参加することであらかじめ知
見を得ることができ、両競技の運営に生かすことができた。
　組織委員会スタッフはイベント経験のあるメンバーが少
ないため、各テストイベントの計画段階からデブリーフィン
グまでの一連の工程に参加することにより、多くの経験を
積むことができた。

大会本番に向けて得られた知見

　テストイベントにおいては、MOCで判断を要するような大
きなレベルの問題は発生しなかったものの、各会場共通の
課題として、会場運営と競技運営間の連携や、リザルトを
含むテクノロジーのテストについて、事前の準備工程、パー
トナーからの依頼への対応などが発生した。また、選手及
び観客のみならず、スタッフの暑さ対策、選手とメディア動
線の重なりなど、実際のイベント運営を通して、気付きを
得ることができた。
　これらの課題及び気付きに対して、無線を利用した連絡
及び情報共有に係る体制の見直しや、動線計画の再検討
を会場で行うとともに、各 FA単位でも追加対策の検討を
進めた。
　一部のテストイベントにおいては、天候や環境により一
時中断などの対応を行ったが、東京2020大会の開催期間
中の対応方針を具体的に検討する上で、こうした経験を活
用した。
　また、新型コロナウイルス感染症対策を確実に行い、テ
ストイベントを無事に開催したことは、安全・安心な東京
2020大会の開催実現に向けた大きな一歩となった。
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テストイベント一覧
No 

1

WAVE

先行開催

日程

2018年 9月 9日 ~16日

イベント名

セーリングワールドカップシリーズ江の島大会 2018

会場

江の島ヨットハーバー

競技（種別）

セーリング

主催 

ワールドセーリング／（公財）日本セーリング
連盟 

2 先行開催 2018年 10月 5日 ~7日 日本選手権水泳競技大会水球競技 東京辰巳国際水泳場 水泳（水球） （公財）日本水泳連盟 

3 1 2019年 6月 27日 ~30日 UIPM 2019 近代五種 ワールドカップファイナル 東京大会 AGFフィールド 武蔵野の森総
合スポーツプラザ 近代五種 国際近代五種連合／（公社）日本近代五種協

会 

4 1 2019年 7月 6日 ~7日 READY STEADY TOKYOーウエイトリフティング 東京国際フォーラム ウエイトリフティング 東京 2020組織委員会／（公社）日本ウエイ
トリフティング協会 

1 2019年 7月 12日 ~18日 READY STEADY TOKYOーアーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー 東京 2020組織委員会 

6 1 2019年 7月 18日 ~21日 READY STEADY TOKYOーサーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ サーフィン 東京 2020組織委員会 

7 1 2019年 7月 21日 READY STEADY TOKYOー自転車競技（ロード） スタート：武蔵野の森公園 
ゴール：富士スピードウェイ 自転車競技（ロード） 東京 2020組織委員会 

8 1 2019年 7月 23日 ~28日 ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2019　バドミントン選手
権大会

武蔵野の森総合スポーツプ
ラザ バドミントン （公財）日本バドミントン協会 

9 1 2019年 7月 24日 ~28日 FIVBビーチバレーボールワールドツアー2019 4-star 東京大
会　 潮風公園 バレーボール（ビーチバレー

ボール） 国際バレーボール連盟 

1 2019年 8月 7日 ~11日 2019世界ボートジュニア選手権大会 海の森水上競技場 ボート 国際ボート連盟 

11 1 2019年 8月 11日 READY STEADY TOKYOー水泳（マラソンスイミング） お台場海浜公園 水泳（マラソンスイミング） 東京 2020組織委員会 

12 1 2019年 8月 12日 ~14日 READY STEADY TOKYOー馬術（総合馬術） 馬事公苑／海の森クロスカン
トリーコース 馬術（総合馬術） 東京 2020組織委員会／（公社）日本馬術連

盟 

13 1 2019年 8月 14日 ~16日 JOCジュニアオリンピックカップ大会　 2019年度（第 25回）
日本ジュニアゴルフ選手権競技 霞ヶ関カンツリー倶楽部 ゴルフ （公財）日本ゴルフ協会 

14 1 2019年 8月 15日 ~18日

ITUワールドトライアスロンオリンピッククオリフィケーションイ
ベント（ 2019 ／東京） ITU世界ミックスリレートライアスロン
シリーズ（ 2019／東京）  ITUパラトライアスロンワールドカップ
（ 2019 ／東京）

お台場海浜公園 トライアスロン ITUワールドトライアスロンオリンピッククオリ
フィケーションイベント実行委員会 

1 2019年 8月 17日 ~21日 READY STEADY TOKYOーホッケー 大井ホッケー競技場 ホッケー 東京 2020組織委員会 

16 1 2019年 8月 17日 ~22日（事前計
測日：8月15日~  16日） READY STEADY TOKYOーセーリング 江の島ヨットハーバー セーリング 東京 2020組織委員会／（公財）日本セーリ

ング連盟 

17 1 2019年 8月 22日 ~25日 バスケットボール日本代表国際試合 2019 ／バスケットボール
女子日本代表国際強化試合2019 三井不動産カップ さいたまスーパーアリーナ バスケットボール（バスケット

ボール） （公財）日本バスケットボール協会 

18 1 2019年 8月 25日 ~9月 1日 2019世界柔道選手権東京大会 日本武道館 柔道 国際柔道連盟 

19 1 2019年 9月 6日 ~8日（ READY 
STEADY TOKYOー空手： 9月 9日）

 2019 空手 1プレミアリーグ東京大会 （大会終了翌日に
「 READY STEADY TOKYOー空手」を 1日別途開催） 日本武道館 空手（形、組手）

世界空手連盟 （2019 空手 1プレミアリーグ東
京大会終了翌日のテストイベントについては東
京 2020組織委員会主催） 

1 2019年 9月 12日 ~15日 READY STEADY TOKYOーカヌー（スプリント） 海の森水上競技場 カヌー（スプリント） 東京 2020組織委員会 

21 1 2019年 9月 15日 マラソングランドチャンピオンシップ スタート・フィニッシュ　明治
神宮外苑 陸上競技（マラソン） （公財）日本陸上競技連盟 

22 1 2019年 9月 26日 ~27日 READY STEADY TOKYOーパワーリフティング 東京国際フォーラム パワーリフティング 東京 2020組織委員会／（特非）日本パラパ
ワーリフティング連盟 

23 1 2019年 9月 27日 ~28日 READY STEADY TOKYOーテコンドー 幕張メッセ Aホール テコンドー 東京 2020組織委員会 

24 1 2019年 9月 28日 ~29日 天皇陛下御即位記念 2019ジャパンパラゴールボール競技大会 幕張メッセ Cホール ゴールボール （公財）日本障がい者スポーツ協会 

2 2019年 10月 3日 ~5日 READY STEADY TOKYOーレスリング 幕張メッセ Aホール レスリング 東京 2020組織委員会 

26 2 2019年 10月 5日 ~6日 第 52回日本女子ソフトボールリーグ１部第８節福島大会 福島あづま球場 野球・ソフトボール（ソフト
ボール）

（公財）日本ソフトボール協会／日本女子ソフ
トボールリーグ機構 

27 2 2019年 10月 6日 READY STEADY TOKYOー自転車競技（マウンテンバイク） 伊豆 MTBコース 自転車競技（マウンテンバイ
ク） 東京 2020組織委員会 

28 2 2019年 10月 12日 ~13日 READY STEADY TOKYOー自転車競技（ BMXレーシング） 有明アーバンスポーツパーク 自転車競技（ BMXレーシン
グ） 東京 2020組織委員会 

29 2 2019年 10月 23日 ~11月 3日 三菱 全日本テニス選手権 94th 有明テニスの森 テニス （公財）日本テニス協会 

2 2019年 10月 25日 ~27日 READY STEADY TOKYOーカヌー（スラローム） カヌー・スラロームセンター カヌー（スラローム） 東京 2020組織委員会 

31 2 2019年 10月 29日 ~31日 READY STEADY TOKYOーボクシング 国技館 ボクシング 東京 2020組織委員会 

32 2 2019年 11月 6日 ~10日 JA全農 ITTF 卓球ワールドカップ団体戦 2019 T OKYO 東京体育館 卓球 国際卓球連盟 

33 2 2019年 11月 13日 ~17日 ヒューリック・ダイハツ JAPANパラバドミントン国際大会 2019 国立代々木競技場 パラバドミントン （一社）日本障がい者バドミントン連盟 

34 2 2019年 11月 21日 ~24日 JAPAN CUP 2019 渋谷（ WOMEN）／第 71回日本ハンドボー
ル選手権大会（男子の部） 国立代々木競技場 ハンドボール （公財）日本ハンドボール協会 

2 2019年 11月 28日 ~12月 1日 第 34回世界トランポリン競技選手権大会 有明体操競技場 体操（トランポリン） 国際体操連盟／（公財）日本体操協会 

36 2 2019年 12月 13日 ~15日 高円宮杯 JAL PRESENTS FENCING WORLD CUP 2019 幕張メッセ Bホール フェンシング 国際フェンシング連盟 ／（公社）日本フェンシ
ング協会 

37 2 2020年 1月 1日 天皇杯 JFA 第 99回全日本サッカー選手権大会 オリンピックスタジアム サッカー （公財）日本サッカー協会 

38 3 2020年 2月 29日 ~3月 1日 ボッチャ運営テスト 有明体操競技場 ボッチャ 東京 2020組織委員会 

39 3 2020年 3月 6日 ~8日 READY STEADY TOKYOースポーツクライミング 青海アーバンスポーツパーク スポーツクライミング 東京 2020組織委員会 

3 2021年 4月 3日 ~4日 運営テストー車いすラグビー 国立代々木競技場 車いすラグビー 東京 2020組織委員会 

41 3 2021年 4月 22日 運営テストーラグビー 東京スタジアム ラグビー 東京 2020組織委員会 

42 3 2021年 4月 24日 ~25日 READY STEADY TOKYOー水泳（競泳） 東京アクアティクスセンター 水泳（競泳） 東京 2020組織委員会 

43 3 2021年 4月 25日 READY STEADY TOKYOー自転車競技（トラック） 伊豆ベロドローム 自転車競技（トラック） 東京 2020組織委員会 

44 3 2021年 4月 26日 READY STEADY TOKYOーパラ水泳 東京アクアティクスセンター パラ水泳 東京 2020組織委員会 

3 2021年 5月 1日 ~2日 バレーボール日本代表国際親善試合～東京チャレンジ 2021 ～ 有明アリーナ バレーボール（バレーボー
ル） （公財）日本バレーボール協会 

46 3 2021年 5月 1日 ~6日 FINA飛込ワールドカップ 2021兼 東京 2020オリンピック最終
選考会 東京アクアティクスセンター 水泳（飛込） 国際水泳連盟 

47 3 2021年 5月 4日 運営テストー体操（体操） 有明体操競技場 体操（体操） 東京 2020組織委員会 

48 3 2021年 5月 5日 北海道・札幌マラソンフェスティバル２０２１ 札幌大通公園 陸上競技（マラソン） 北海道・札幌マラソンフェスティバル２０２１実
行委員会 

49 3 2021年 5月 8日 READY STEADY TOKYOー体操（新体操） 有明体操競技場 体操（新体操） 東京 2020組織委員会 

3 2021年 5月 9日 READY STEADY TOKYOー陸上競技 オリンピックスタジアム 陸上競技 東京 2020組織委員会 

51 3 2021年 5月 11日 READY STEADY TOKYOーパラ陸上競技 オリンピックスタジアム パラ陸上競技 東京 2020組織委員会 

52 3 2021年 5月 13日 ~14日 READY STEADY TOKYOースケートボード 有明アーバンスポーツパーク スケートボード 東京 2020組織委員会 

53 3 2021年 5月 14日 ~16日 READY STEADY TOKYOーバスケットボール（ 3x3 バスケット
ボール） 青海アーバンスポーツパーク バスケットボール（ 3x3 バス

ケットボール） 東京 2020組織委員会 

54 3 2021年 5月 17日 READY STEADY TOKYOー自転車競技（ BMXフリースタイル）有明アーバンスポーツパーク 自転車競技（ BMXフリースタ
イル） 東京 2020組織委員会 

3 2021年 5月 17日 ~21日 READY STEADY TOKYOー射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃 東京 2020組織委員会 

56 3 2021年 7月 10日 運営テストー水泳（アーティスティックスイミング） 東京アクアティクスセンター 水泳（アーティスティックスイ
ミング） 東京 2020組織委員会
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５　大会スタッフ及びボランティア



 
 

  

1 大会スタッフ

概要

史上最大級の大会スタッフの確保と育成及び配置

　東京2020大会の運営に携わる大会スタッフとして、組織
委員会職員（約 7,000名）、組織委員会が募集する大会ボ
ランティア（約７万名）、組織委員会の各 FAが契約する委
託事業者の従業員等、総計約 28万名が大会運営に従事
した。
　東京 2020大会の成功には、全ての大会スタッフの一体
感の醸成が不可欠であり、そのため、大会スタッフとしてふ
さわしい行動をするための情報共有、人材育成に特に注
力した（職員については、前述の「2大会の推進体制（オー
ルジャパンの取組、大会関係者との連携）」の「 2 組織委
員会」にある「人事」、ボランティアについては、後述の
「5大会スタッフ及びボランティア」の「2ボランティア」の
項にて詳細の取組を掲載）。
　こうした取組を通じて、新型コロナウイルスの感染拡大

に伴う緊急事態宣言下という異常事態の中での開催に
なったにもかかわらず、大過なく、東京 2020大会を成功
裏に終えることができた。

委託事業者との連携及びサポート

　東京 2020大会の成功には、組織委員会の職員やボラ
ンティア等はもとより、大会スタッフの多くを占める委託事
業者の活躍も必要不可欠であった。東京 2020大会に参
画した委託事業者は、主に会場警備、飲食提供、清掃、
輸送、ロジスティクス等それぞれの分野で専門知識や知見
を生かして業務を担い、その人数は約 20万名にも上った。
　組織委員会では、委託事業者が業務を遂行するに当
たって必要な人員を遅滞なく確保するとともに、東京 2020
大会を円滑に運営できるように、委託事業者への人員確
保のサポートと適切に情報提供を行う体制の構築等に取
り組んだ。

大会スタッフ
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委託事業者向けシェアポイントの開設

　組織委員会と委託事業者との間でメインとなる情報提
供ツールとして、委託事業者向けにシェアポイントを活用し
たサイトを開設した。これは、申請制のポータルサイトで、
許可を受けた委託事業者に東京2020大会の運営に必要
な情報を提供するとともに、「D&I」等業務に従事する上
で必要な情報を事業者内研修資料として展開した。

コミュニケーション・フォーラムの開催

　東京2020大会の運営に参画するに当たって、大会スタッ
フに必要となる情報の提供の場として、第１期、第２期に内
容を分けて説明会（コミュニケーション・フォーラム）を開
催した。各FAが大会に参画するための必要な情報を説明
し、質疑応答等を実施する説明会の形式で300社以上の
委託事業者が参加した。東京 2020大会の開催の延期が
決定して以降は、新型コロナウイルス感染症対策のため、
上記の委託事業者向けシェアポイント内での動画説明形
式での説明会の実施へ移行した。

採用モニタリングの実施

　東京 2020大会を開催するに当たり、20万人にも及ぶ
委託事業者として参画する人員を短期間で動員するため
には、委託事業者が予定どおりのスケジュールで必要な人
員を採用していく必要があり、そのため、各事業者の採用
活動が適切に進行しているのか把握することが必須で
あった。そこで、組織委員会では、東京 2020大会の開催
８か月前から委託事業者との情報共有を開始し、人員の採
用状況の進捗確認や関係 FAとの調整等の進行管理を徹
底した。

　東京 2020大会では、上記の取組を始め、各 FAと委託
事業者との密接な連携により、新型コロナウイルス感染症
対策や無観客開催等の様々な課題や決定事項に迅速に
対応できたほか、人員確保の面でも問題が生じることはな
く、大会の開催時にそれぞれの分野で大会スタッフの一員
として献身的な働きぶりを示すことができた。
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2 ボランティア

概要

　近年のオリンピック・パラリンピック競技大会の成功の中
心的な役割を果たす重要なステークホルダーとして、ボラ
ンティアの活躍は必要不可欠である。人々の心に深く残る
歴史的な東京 2020大会とするためには、都民及び国民一
人ひとりに大会成功の担い手になってもらうことが不可欠
であり、その中でもボランティア活動への参加は、多くの人
が直接大会運営に参加できる方法であり、大会の雰囲気
を醸成する一翼を担っている。また、大会に関わる多くの
人と一丸となって世界的な一大イベントを作り上げること
で、ほかでは決して得られない感動を体験する貴重な機会
となる。
　ボランティアは、競技会場や選手村などの大会関係施設
における会場内の案内及び誘導など、大会運営をサポー
トする役割を果たす「大会ボランティア」と、空港や主要
駅、観光地等において、国内外からの旅行者に対する観
光及び交通案内や、競技会場の最寄り駅周辺における観
客への案内等を行う「都市ボランティア」の２種類がある。
東京 2020大会では、約７万名の大会ボランティアが活動
するなど、多くのボランティアが大会に携わり、大会を成功
に導いた。
　大会ボランティアは組織委員会、都市ボランティアは東
京都や競技会場を有する自治体が運営及び募集を行うた
め、組織委員会では、設立当初から東京都や関係自治体
と連携し、ボランティアの戦略策定から大会時の運営まで
を一体的に取り組んだ。

ボランティア戦略の策定

　2016年 12月、組織委員会と東京都は、東京 2020大会
におけるボランティアの募集や研修などの運営の在り方、
参加者の裾野拡大等についての基本的な考え方を示す
「東京2020大会に向けたボランティア戦略」を策定し、公
表した。策定に当たっては、「ボランティアアドバイザリー
会議」を開催し、ボランティア運営に関わる有識者や経験
者、選手などの視点から実務的なアドバイスを受けた。

日本財団の協力及び連携

　2017年６月、組織委員会は、東京 2020大会の成功に
向け、ボランティア育成の先駆けである日本財団と協定を
締結した。日本財団が持つボランティアに関する専門知識

及びノウハウ及び経験等を生かした各種の連携及び協力
を行うことにより、大会気運を醸成しつつ大会を成功に導
くことを目的とし、次の①から④までの４項目について、相
互に連携及び協力を図った。
① ボランティアの共通研修プログラムのコンテンツ作成及
び講師の育成
② ボランティアリーダーの研修プログラムのコンテンツ作
成及び講師の育成

③ボランティア選考面談員の育成
④ ボランティア気運の醸成に向けた各種イベント等の実施

大会スタッフコンセプトの作成

　東京2020大会を成功させる一員として大切にしたい思
いを共有するために、大会スタッフコンセプトを作成した。
活動を通じて大会を楽しむことは、それが自分自身を変
え、ひいては世界を変えることにつながることを表し、「私
たち」ではなく、「みんな」でもなく、「私」が輝くというと
ころに、一人ひとり、全員が輝くことをイメージした。なお、
大会スタッフコンセプトの作成に当たっては、ボランティア
アドバイザリー会議の委員の意見も参考にした。

私は輝く
楽しむ、変わる、世界を変える。
一生に一度の東京 2020大会。だからこそ、この機会
を心から楽しむ。
人と出会う楽しみ。人を笑顔にする楽しみ。やり遂げ
る楽しみ。
人にはそれぞれの楽しみ方がある。その楽しみの先に
は、一歩踏み出した自分がいる。
一歩踏み出した自分は、自信に溢れ、輝きを放つ。自
ら楽しむ人は輝いている。
一人ひとりの輝きが集まり、やがて大きな輝きとなる。
そしてそれは、世界と未来を変える力となる。
新しい世界と未来を私たちが作り出す。そのために、
いま、私は輝く。

ネーミングの決定

　ボランティアが一体感と誇りを持って活動できるよう、ロ
ンドン2012大会の「ゲームズメーカー」、平昌2018大会
の「パッションクルー」のように、ボランティアを始めとする
スタッフの愛称（ネーミング）の制作に取り組んだ。ネーミ
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ネーミングの決定 ユニフォームの決定

ングを決定するに当たっては、デザインやブランドの観点の
有識者等を構成員とする「ネーミング検討委員会」を開催
した。まず、大会ボランティアのコンセプトである「私は輝
く」をベースに事務局より発表された数十案のネーミング
案を、委員による投票で絞り込んだ。最終的に残った４案
から、ボランティアの応募者による投票でネーミングを決め
ることで、ボランティア同士の一体感の醸成を図った。
　この投票には大会ボランティアだけでなく、東京都を始
めとする都市ボランティアの応募者も参加し、投票の結果、
2019年１月、大会ボランティアは「Field Cast（フィールド 
キャスト）」、都市ボランティアは「City  Cast（シティ キャス
ト）」に決定した。キャスト（配役）という言葉には、競技
場などで選手と関わりながら活躍する人、競技場と競技場
を結ぶ街で観客と関わりながら活躍する人、そういったボ
ランティア一人ひとりに、東京 2020大会を盛り上げる重要
な役割を担ってほしいという願いを込めた。

ユニフォームの決定

　大会ボランティア及び都市ボランティアのユニフォーム
は、マーケティングパートナーである株式会社アシックスと
組織委員会が共同で開発した。両ボランティアが快適に活
動できるよう、「暑さ対策・持続可能性・多様性」の３つ
の観点を大切にした。ユニフォームの素材には、環境に配
慮したものを使用するとともに、オリンピック・パラリンピッ
ク共通のデザインにすることで余剰を最小限にするなど、
持続可能性に配慮した。また、様々な年代、性別、国籍
の人々が着用しても快適であることに努め、多様性に配慮
したユニフォームが完成した。
　なお、暑さ対策については、次項「３大会スタッフへの
暑さ対策及び新型コロナウイルス感染症対策」を参照さ
れたい。
　デザインについては「大会スタッフ・都市ボランティアの
ユニフォームデザイン選考委員会」にてデザイナーや元ア
スリート、スタイリスト、LGBTQ、障がい者スポーツ、ボラ

ンティア経験者などそれぞれの専門家からも幅広い視点
でアドバイスを受けながら、３回の選考委員会を経て2019
年７月にユニフォームを公表した。
　デザインのコンセプトは、コアグラフィックスの「重ねの
色目」をモチーフにしたグラデーションを清涼感のある大
会カラーで表現し、その上から東京 2020大会のエンブレ
ムを重ねることで、東京 2020大会らしい品格のあるデザ
インを目指し、競技会場の装飾と調和しながらも、観客か
らの識別性を保ち、様々な年代、性別、国籍の大会スタッ
フが着やすいデザインとした。2021年４月から職員への配
布を開始し、５月からはボランティア向けに配布した。また、
都内だけでなく会場がある北海道（札幌市）、宮城県（仙
台市）、福島県（福島市）、茨城県（鹿嶋市）、静岡県（沼
津市）でも地元自治体の協力の下、配布を行った。
　なお、東京 2020大会の開催の延期により辞退したボラ
ンティア分のユニフォームは、東京 2020オリンピック及び
東京 2020パラリンピックの両方で活動する人のうちユニ
フォームの破損等により追加配布を希望する人に提供する
などして有効活用を図った。

【参考】大会ボランティアの活動条件
資格・・・2002 年４月１日以前に生まれた人、活動期間

中に日本国籍を有する又は日本に在留する資
格を有する人

活動日数・・・10日以上を基本に活動
活動時間・・・１ 日８時間程度（休憩及び待機時間を含み、

食事時間を除く。）
交通費相当額等・・・1,000円／日
宿泊・・・自己負担及び自己手配 
提供する物品等・・・次のとおり
（活動前） ユニフォーム一式、交通費カード、東京 2020エ

コ水筒、マスク、体調管理ノート、ポケットガイド、
サポートガイド

（活動中）ピン バッジ（３種類）、腕時計又はピンバッジ（抽
選）、携帯用消毒液、クーリングボディシート、塩
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分補給タブレット、瞬間冷却剤、アイスクリーム、
塩飴

（活動後） 参加証、感謝状、デジタルブック（写真や関係
者のコメントを掲載）

その他・・・ボランティア保険に一括加入

ボランティア募集

募集要項の公表

　2018年３月、組織委員会は東京 2020大会で活動する大
会ボランティアの募集要項（案）を公表した。大会ボラン
ティアは国内外で関心の高いテーマであるため、事前に案
を発表し、多くの人々の意見を踏まえながら、募集要項を
固めていった。募集要項の検討に当たっては、ボランティ
アアドバイザリー会議のメンバーに、法律、経済、教育及
びメディアの各分野の有識者を加えた「ボランティア検討
委員会」の意見を参考にした。募集要項の作成に当たっ
ては、年齢、性別、国籍、障がいの有無にかかわらず、様々
な人に応募してもらうために、最低年齢以外は条件を定め
ないこととした。
　2018年６月には、正式な募集要項を公表し、同年９月か
ら募集を開始した。大会ボランティアの募集人数は８万名、
都市ボランティアは東京都が３万名、関係自治体が約１万

ボランティアジャーニー全体スケジュール

6,000名で、東京都や関係自治体、大会オフィシャルコン
トリビューターである日本財団等とも連携して応募促進を
行った。

応募促進活動の展開

　大会ボランティアの募集開始に先立ち、連携協定を締結
した大学及び短期大学の学生及び教職員を対象に、全国
13の会場で説明会を開催した。説明会では、過去大会に
おけるボランティアの活躍や、東京 2020大会での募集内
容などを紹介するとともに、東京都や各自治体と連携し、
都市ボランティアに関する説明も行った。

応募促進活動の展開

日付 内容
2016年 12月 15日 ボランティア戦略をプレスリリース
2018年9月2  6日～ 12月2  1日 応募登録
2019年 1月 28日 ネーミング決定（“Field Cast ” “City Cast”）
2019年 2月～ 7月頃　　　　 オリエンテーションの実施（期間中順次）
2019年 10月～ 2020年 2月　 共通研修（集合研修）の実施（期間中順次）
2020年 3月～　　　　　　 役割・会場のお知らせ
2020年 3月末　　　　　　 大会延期の決定
2020年 7月～ 9月　　　　　 アンケート及び大会参加への意思確認を実施
2020年 10月～ 12月　　　　 共通研修（オンライン）の実施
2021年 4月～ 5月　　　　　 シフトの送付
2021年 4月～　　　　　　 役割別、会場別、リーダーシップ研修の実施
2021年 5月～　　　　　　 ユニフォーム、アクレディテーションカードの配布
2021年 7月 23日～ 8月 9日　 東京 2020 オリンピック
2021年 8月上旬　　　　　 オリンピック後アンケート実施、参加証の発行
2021年 8月 24日～ 9月 5日　 東京 2020 パラリンピック
2021年９月上旬　　　　　 パラリンピック後アンケート実施、参加証の発行
2021年 10月 9日 オンラインサンクスイベントの実施
2021年 10月末　　　 感謝状の送付
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【応募促進における連携大学説明会の実施結果】
・ 参加大学数：208大学
・ 参加者数：約2,660名（学生　約2 ,040名、教職員　約
620名）
・ 実施時期：2018年７月31日から同年９月７日まで

　2018年９月26日の応募受付開始の当日には、組織委員
会職員と東京都職員が、青／白の法被を着用して都内で
応募への呼び掛けやリーフレット配布などの応募促進活
動を行った。
　また、募集開始後は、東京都、各自治体、経済界協議
会、各大学、ボランティア団体などとの連携及び協力の下、
募集説明会や地元イベントでのリーフレット配布を行った。
東京 2020大会を盛り上げるためには、ボランティアとして
地元住民の活躍が重要であるため、競技会場が所在する
自治体を中心に100回以上の応募促進活動を実施した。
　2018年 12月に、９月から開始したボランティア募集の応
募を締め切り、その結果、20万 4,680人、約 120か国の
人から応募があった。

【応募者の状況】
・男女比：男性  36％、女性  64％
・国籍：日本国籍  64％、日本国籍以外  36％
・ 活動希望日数：10日未満 ２％、10日  37％、11～ 19日 
33％、20日以上  28％
・年代：10～ 20代  50％、30～ 40代  26％、50～ 60
代 22％、70代以上 ２％

希望する活動分野（１人最大３つまで回答）

オリエンテーションの実施

　ボランティア応募者について、本人が希望する役割及び
会場場所等と実際の役割及び会場場所等のマッチングを
行い、マッチングが成立した応募者を対象に、順次オリエ
ンテーションを開催した。都内では「東京スポーツスクエ
ア」で開催し、会場内の別エリアでは東京都の都市ボラン
ティアの面談や説明会も同時に実施した。会場では、グルー
プアクティビティを含む全体説明会、応募者と組織委員会
のコミュニケーションの場としての面談、ユニフォームのサイ
ズ合わせなどが行われた。大会ボランティアには、年齢、性
別、国籍、障がいの有無にかかわらず、多くの人に参加し
てもらうため、外国語による面談対応や、配慮及びサポー
トが必要な人の専用ブースを設けるなどの対応を行った。
会場には、アスリート及びマスコットと写真を撮れるフォトス
ポットや、エンブレム、コアグラフィックス、過去大会の様子
をデザインし、それを背景とするウォールデザインなど大会
の機運を盛り上げる装飾を実施した。オリエンテーション
は2019年２月から同年７月の間に合計約500回実施し、都
外でも北海道、宮城、福島、茨城、静岡（２か所）、愛知、
富山、大阪、広島、福岡で実施した。こうしたオリエンテー
ションの実施により、大会参加への機運を高めるとともに同
じ仲間との連帯意識を醸成することができた。
　一方で、マッチングが成立しなかった約 12万人の応募者
に対しては、東京 2020大会を引き続き応援してもらうた
め、御礼の気持ちを込めて、アスリートからのメッセージ動
画、携帯用待ち受け画面やスタンプ、オリンピック・パラリ
ンピック競技大会に関連するボランティア活動情報などを
添付したメッセージを送付した。

単位（人）

案内 競技 移動サポート アテンド 運営サポート ヘルスケア テクノロジー メディア 式典
60,381 119,430 6,566 52,721 62,371 18,033 17,931 34,153 61,767
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全体 46,593 
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オリエンテーションの実施
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共通研修の様子

ボランティアへの研修等

　大会ボランティアが東京2020大会での活動本番に必要
となる知識及びスキルを習得するとともに、大会ボランティ
アの一員としてのマインドを醸成するため、マッチングが成
立した応募者全員に共通研修を実施した。共通研修は、
「集合研修」「テキスト学習」「eラーニング」の３つで構
成した。
　集合研修は、実地での講義やアクティビティを主体とす
る内容で、オリンピック・パラリンピック競技大会の概要や
歴史、障害平等研修、参加する上での注意事項などから
なり、参加者同士が交流を深めるためのゲームなども盛り
込んだ。テキスト学習は、研修で配布するテキストを基に、
東京 2020大会に参加するための知識を体系的及び網羅
的に習得することを目的とした。eラーニングは、集合研
修やテキスト学習を補完するもので、語学学習及び語学テ
ストの機会を提供するとともに、東京 2020大会への参加
の意欲をより高めることを目的とした。集合研修において
は、テキストのみならず、東京 2020大会のオリジナルノー
ト、Ｄ＆Ｉ シール等を提供した。また、研修のコンテンツは、
都市ボランティアを運営する各自治体とも共有し、ボラン
ティア全体の知識とスキルの向上を図った。
　共通研修は、2019年 10月から2020年２月までに実施し
た。都内では「国立オリンピック記念青少年総合センター」
で開催し、東京都の都市ボランティアも同じ会場で実施し
た。都外でも北海道、宮城、福島、茨城、静岡（２か所）、
愛知、富山、大阪、広島、福岡で実施したが、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大を受け、2020年２月22日から28
日までの都内実施分（都外では全て実施済み）については
延期することとし、同年 10月から12月にかけて海外在住者
向けと合わせてオンライン形式で実施した。
　共通研修に加え、大会ボランティアの応募者の一部は、
組織委員会が実施するテストイベントに参加することで、東
京2020大会の運営の経験を積んだ。組織委員会側は、大
会ボランティアとのコミュニケーションに加え、チェックイン

対応やシフト管理、動線の確認などをテストするとともに、
参加した大会ボランティアにアンケートを実施することで、
ボランティア活動の改善を図った。

役割及び会場の決定

　2020年３月から役割及び会場のお知らせ（オファー）を
順次送付した。オファーを受け取り、役割及び会場の内容
を承諾することで最終的な「マッチング成立」となり、大会
ボランティアとしての東京 2020大会への参加が正式に決
定した。期限までに回答が得られなかったか、又は辞退し
た場合には、全体の承諾の状況次第で再度役割及び会場
のお知らせを送付した。同年３月下旬の時点では、必要延
べ人数に対し、ほぼ全てが承諾された。

大会延期の決定とその後の対応

　新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、
2020年３月に東京 2020大会の開催の延期が決定したこ
とを受け、大会ボランティアに対し、開催延期を周知する
とともに、既に役割及び会場が決まった人には、引き続き
同じ役割及び会場で活動してほしい旨を知らせた。
　東京 2020大会の開催の延期の決定により、大会ボラン
ティアのモチベーション低下が懸念されるとともに、延期を
踏まえた様々なニーズを把握する必要があった。そこで、大
会ボランティアの様々な意見やメッセージを集約し、その後
の企画や機運醸成を図ることを目的に、2020年７月に任
意回答でのアンケートを実施した。アンケートには、合計 2
万 6,000件余りの回答があり、「この１年はさらなる準備期
間だから英語の勉強だったり、競技のルールを学ぶこと
だったり、自分のスキルアップを頑張ります」といったポジ
ティブな声が多く聞かれた。また、役割に関する情報が知
りたいという声も多く寄せられたことから、各 FAの協力の
下、各役割担当者インタビューという形式で役割紹介の記
事と動画を定期的に配信した。また、新型コロナウイルス
感染症に関する不安の声も多かったことから、大会ボラン
ティアへの対策の重要性について再認識した。その後、延
期後の東京2020大会の競技スケジュールと会場が発表さ
れたことに伴い、活動を予定している大会ボランティアに
対し、大会への参加意思の確認を2020年７月から９月にか
けて実施した。アンケートと異なり、大会運営上の人数を
把握する必要があったことから全員必須回答とした。
　その結果、９割弱の人から回答があり、オリンピック、パ
ラリンピックともに、「活動できる」との回答が８割以上、残
り大半の人も「検討中」との回答であり、当該意思確認に
より、「ボランティアそのものを辞退」とした人はごく僅か
であった。
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　一方で、新型コロナウイルス感染症を巡る情勢が流動的
である中、政府と組織委員会は、海外からの観客及び大
会ボランティアの入国について断念し、2021年３月23日、
国外在住及び外国籍の大会ボランティア向けに経緯の説
明とこれまでの協力への感謝のメッセージを送付した。

シフトの送付及び調整

　組織委員会は2021年４月から、オファーを承諾した大会
ボランティアに対して役割及び会場のシフトを順次送付し
た。シフトとは、各々が活動する役割及び会場に対する活
動日時を示したものであり、①受け取った日程を全て承諾
する、②最大 11日間を削除の上、残りの日程を承諾する、
③承諾しない（受け取った日程を全て拒否）、のいずれか
の選択をボランティアは、大会ボランティア専用のウェブサ
イト上に設けた個人ページ（マイページ）上で行った。
　活動日時は、配置された役割及び会場に応じて異なっ
ており、各会場の人材管理 FA（ PEM）マネージャーより順
次送付された。承諾率としては比較的高かった一方で、問
合せや相談等もコールセンターへ多く寄せられた。マイ
ページ上の操作方法、活動日時の変更等に関する内容が
多く、コールセンターだけでなく、各会場 FAマネージャー
経由でも問合せがあったため、Q&Aを作成するとともに、
シフトに関する特集記事も展開した。
　このシフト調整は、各ボランティアの事情や東京 2020大
会の運営の状況に合わせて随時変更対応したため、大会
の開催期間中も継続的にやり取りは行われた。

役割及び会場別研修の実施

　2021年４月から役割や会場ごとの研修が随時実施され
た。役割別研修とは、活動する役割（FA）に関して学ぶ研
修であり、eラーニングや実地研修等、各 FAが主体となっ
て実施した。一方、会場別研修とは、活動上のルールや
活動する会場に関して学ぶ研修であり、各施設の説明やベ
ニューツアー等を行った。

役割・会場別研修の実施（会場別研修）

　実施方法としては、新型コロナウイルス感染拡大に鑑
み、役割別研修についてはeラーニングを含むオンライン
を主としつつ、役割の特性を踏まえて実地での研修を組み
合わせながら進めた。また、会場別研修については、でき
る限り実地での研修時間を短縮し、eラーニングを含むオ
ンラインをできる限り活用した。

リーダーシップ研修の実施

　2021年４月から５月にかけて、ボランティアリーダーとして
活躍してもらう大会ボランティアに対してリーダーシップ研
修を実施した。ボランティアリーダーは、本人の希望、経
験、オリエンテーション時の面談等を通じてリーダーとして
活動してもらいたい人にお願いし、本番時には活動前ミー
ティングの実施や活動中の声掛け等を通して、チームメン
バーをサポートする役割を期待した。対象者は約6,000名
で、リーダーとしての心構えや基本行動等の習得を目的と
して、eラーニングやオンライン会議システム等を活用し実
施した。

リーダーシップ研修の実施

大会期間中の対応

　東京 2020大会の開催期間中のボランティアに関する最
も大きな課題は、「無観客に伴う役割及び会場の変更」で
あった。
　東京 2020大会の開催直前に多くの会場で無観客が決
定されたことで、会場内で観客の案内を行うイベントサー
ビスFA（ EVS）のボランティアの役割を見直すこととなった。
この状況に対して、組織委員会として、「半日ないし１日程
度の活動となる可能性がありつつも、原則、何かしらの活
動機会を提供する」方針を定め、ボランティアに対してメッ
セージを送付し、会場ごとに調整を行った。その結果、再
配置の対象となったボランティア全員に対して、何らかの活
動機会を提供することができ、新しい役割で積極的に活動
するボランティアが多くの会場で見られた。
　大部分のボランティアは活動ルールを守り、熱意溢れる
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活動ぶりであった。一方、許可されていない座席での試合
観戦や選手写真等のSNSへの書き込み、シフトが入ってい
ない日の来場といった事例があった場合には、個別に、又
は全体に対して注意喚起等を適宜行って適切な対応とな
るよう努めた。

活動後のボランティアの声

　組織委員会では、東京 2020オリンピック、東京 2020パ
ラリンピックのそれぞれ終了後に、大会ボランティアに対し
て任意のアンケートを実施した。アンケートでは活動に参加
した理由や仲間に向けてのメッセージのほか、活動する前
後の自身の気持ちの変化などをヒアリングした。アンケート
への回答は、東京 2020オリンピック及び東京 2020パラリ
ンピック合計で約 1万 2,000件寄せられた。
　アンケートでは７割以上のボランティアが当初の「ボラン
ティア活動に参加した理由」を達成できたと回答し、８割
以上のボランティアが東京 2020大会の終了後もスポーツ
ボランティアの活動を続けていきたいと回答した。
　特に、パラリンピック後のアンケートでは、障がい者ス
ポーツの魅力、障がいのある人とのコミュニケーションで
の気付きなどが貴重な経験になったという声が多く聞か
れ、ボランティア自身が東京2020大会のコンセプトの一つ
である多様性と調和を実践できたことがうかがえた。これ
らの取組が将来のオリンピック・パラリンピック競技大会や
大規模スポーツイベントなどの参考となり、レガシーとして
引き継がれていくことが期待される。
　また、ボランティアの活躍やおもてなしに対して、各国選
手等から、感謝や称賛の声が多く寄せられた。SNS上では
「真のMVPです」、「こんなボランティア見たことない」、
「東京には最高のボランティアがいた」、「今回のヒーロー
たち」、「全てに多大な敬意を払いたい」、「献身と努力に
対して全てのボランティアに感謝します」、「オリンピックを
とても思い出深い素晴らしいものにしてくれてありがとう」
など、国内外から絶賛のコメントが多く見られた。

都市ボランティアの活動
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3 大会スタッフへの暑さ対策及び新型コロナウイルス感染症対策

大会スタッフへの暑さ対策

　東京 2020大会の運営に携わる大会スタッフには、老若
男女様々な世代や性別の人、日本の暑さに慣れていない
海外から来日する人も多数参加することが想定されたた
め、熱中症の発症リスクが非常に高いことが課題となっ
た。このため、大会スタッフへの暑さ対策では、2018年か
ら医師や関係省庁等の専門家へのヒアリングを重ね、「自
身で用意すること」及び「組織委員会から提供すること」
の大きく２軸に分けた上で、自己管理を徹底することにより
熱中症を予防することとして検討を進めた。

研修、ｅラーニングでの情報発信

　「自身で用意すること」のうち事前の準備としては、日頃
からの健康管理、緊急連絡先の把握、暑熱順化（暑さに
慣れること）が重要であり、これらを大会スタッフに浸透さ
せるために、研修での周知や情報発信を行った。2021年
４月にはボランティア向けにｅラーニング教材の動画を配信
し、熱中症の初期症状、熱中症になりやすい人の特徴、組
織委員会から提供されるグッズの紹介、万が一熱中症に
なってしまった際の対処法などを盛り込み、ボランティアの
自主学習を促した。

暑さ対策グッズの提供及び休憩時間の確保

　「組織委員会から提供すること」として、当日の水分及
び塩分、暑さ対策グッズの提供や、適切な休憩時間の確
保を行った。
　暑さ対策グッズは、専門家から有用性について意見を聞
き、複数アイテムに絞り込みを行った。また、休憩時間の
取り方については、東京 2020大会の運営をしていく上で
様々な働き方が見込まれたことから、専門家からの意見を
取り入れて、柔軟かつ適切な休憩が取れるような複数のパ
ターンを設定した。2019年に行われたテストイベントでは、
暑さ対策グッズや休憩の取り方（時間や間隔、屋外及び屋
内のローテーション等）の有用性について、検証を行った。
テストイベントの実施後にボランティアにアンケートを行い、
実際にグッズを使ってみた使用感などのボランティアの声
を、グッズを選定する際に取り入れた。

＜大会時に配布した暑さ対策グッズ等＞
・体調管理ノート

・塩分補給タブレット
・クーリングボディシート
・アイスクリーム
・瞬間冷却剤
・東京 2020エコ水筒
・アクエリアスハンディパック ※屋外会場のみ
・追加飲料（天然水「い・ろ・は・す」）※屋外会場のみ

大会スタッフユニフォームにおける暑さ対策

　大会スタッフに提供されたユニフォームには、テーマの一

暑さ対策グッズの提供
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つとして「暑さ対策」が取り入れられており、快適に活動
できるようなデザインを追求し、開発した。
　シャツは、通気性に着目し、裾の両サイドにスリットを大
きく入れることで衣服内に対流を生む構造とした。また、生
地の肌側にはっ水糸を使用することで、表側に拡散した汗
や水分を肌側へ戻りにくくするなど、快適な着用感を追求
した。
　パンツは、膝から下のパーツを切り離してハーフパンツ
としても使える2WAYタイプとし、熱がこもりやすい腰部分
に通気性の良いメッシュを配した。
　シューズは、暑さ対策のための中敷きと靴底に通気孔を
設け、新鮮な空気を靴内に効率的に取り込み、快適な状
態を保つ構造とした。

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた暑さ対策

　東京 2020大会の開催の延期を経て、新型コロナウイル
ス感染症対策としてマスクの着用が求められるようになっ
たが、暑熱下でのマスク着用は熱中症のリスクが高まるこ
とから、専門家の意見を踏まえ、より一層注意をするよう
呼び掛けを行った。
　また、体調管理ノートについて、当初予定していた暑さ
対策のコンテンツに加え、新型コロナウイルス感染症の諸
症状の有無についても新たに盛り込み、大会スタッフが両
方の観点から体調管理を行えるような位置づけに変更し
た。

大会スタッフへの新型コロナウイルス感染
症対策

　東京 2020大会の開催期間中は、20万名以上の大会ス
タッフが活躍し、役割や活動場所も多岐にわたった。大会
スタッフは、アスリート、メディア、IF、マーケティングパー
トナーなど様々なステークホルダーと同じ空間で行動を共
にするため、大会スタッフへの新型コロナウイルス感染症
対策を徹底することは、大会運営を滞りなく行うために重
要な課題であった。組織委員会は、IOC、国、東京都など
とも連携し、大会スタッフの安全・安心を守る観点から、次
のとおり様々な対策を講じた。

新型コロナウイルス感染症対策リーフレットの策定

　安全・安心な東京 2020大会の開催に向けて、大会ボ
ランティアが新型コロナウイルス感染症対策として大会時
に守るべき基本行動などをまとめたリーフレットを2021年
２月に策定し、公表した。
　本リーフレットはコロナ対策調整会議の中間整理でまと

めた感染症対策の内容を大会ボランティア向けにまとめ
たものであり、ポータルサイトを通じて大会ボランティアに
対して周知した。

＜感染症対策の事例＞
・ ３密の回避やフィジカル・ディスタンスの確保
・マスク着用の徹底
・手洗い、手指消毒の徹底
・咳エチケットの遵守、大声を出さない
・食事や休憩時のルールの遵守
・握手やハイタッチ等の自粛
・共用品等の拭き上げ
・室内換気の徹底
・体調管理の徹底
・業務及び活動時間外の行動制約

新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの策定

　新型コロナウイルス感染症対策として検討してきた内容
を集約し、大会スタッフ向けにより実践的かつ具体的な対
策を体系的に取りまとめたガイドラインを2021年６月に策
定し、公表した。ガイドラインは全ての大会スタッフを対象
としたもので、主な内容として①大会スタッフの基本行動
ルール、② PCR検査及びワクチン、③事態対応で構成さ
れた。事態対応については、大会スタッフが感染した場合、
濃厚接触者に指定された場合、家族が感染した場合など、
状況に応じた初動対応を網羅的にマニュアル化し、東京
2020大会の開催中も大いに役立った。

ボランティア向けの研修動画の配信

　2021年６月に、新型コロナウイルス感染症対策に関する
ｅラーニング動画をポータルサイトで配信した。主な内容
は、新型コロナウイルス対策に関する基本知識、ボランティ
ア活動中の注意点、組織委員会の新型コロナウイルス感
染症対策で構成された。ボランティア活動中の注意点につ
いては、実際の活動現場で起こり得る場面（食事休憩時、
体調不良者を発見した時の対応）を想定して、現場で実収
録を行い、良い行動例及び悪い行動例それぞれのナレー
ション解説を行い、より実践的及び実証的な対策を示した。

ワクチンの接種機会の提供

　東京 2020大会は、ワクチンを前提とせずに安全・安心
な大会が開催できるよう準備に努めてきたが、より一層安
全・安心な大会開催に向けて一歩前進するものとして、国
及び東京都と連携して希望者に対してワクチン接種の機
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会を提供した。
　2021年６月から７月までにIOCから提供を受けたファイ
ザー社製のワクチンを東京都庁で、2021年６月から８月まで
に東京都から提供を受けたモデルナ社製のワクチン（大会
ボランティアのみ）を築地及び代々木公園の大規模接種セ
ンターで接種した。これにより、多くの大会スタッフが安心
して東京 2020大会に参加するきっかけになった。

PCR検査の実施

　東京 2020大会の開催期間中、大会スタッフ及び全ての
ステークホルダーの安全・安心を守る観点から、選手と接
触する人、海外在住者と接触する人については、接触度合
いに応じた異なる頻度で、PCR検査を受検させた。具体
的には、選手と１ｍ以内かつ15分以上接触する人には毎日
検査、選手と１ｍ以内又は15分以上接触する人には４日に
１回、海外から来日した者と１ｍ以内かつ15分以上接触す
る人には７日に１回の検査を義務付けた。また、これらに当
てはまらない大会ボランティアについては、活動初日の検
査を義務付けた。
　なお、東京 2020パラリンピックの開催期間においては、
国内の感染状況が悪化したことから、選手村内で活動する
人で４日に１回の検査対象者について検査頻度を毎日の実
施に、また７日に１回の検査の対象者について４日に１回に
引き上げた。検査は会場内で検査キットを受け取り、提出
することとし、円滑にオペレーションを進めることができた。
検査を通じ、陽性者を早期に把握し、速やかに隔離するこ
とで、東京 2020大会の安全な環境づくりにつなげた。

体調管理ノートの活用

　感染拡大を防止するためには、少しでも体調が悪い人、
諸症状が出ている人に参加を自粛してもらうことが重要で
あるため、体調を自己管理するためのツールとして体調管
理ノートを提供し、使用を呼び掛けた。体調管理ノートは
活動日の朝にチェック項目に該当していないか本人が確
認し、一つでも該当する場合は参加できないこととした。
　また、活動初日の14日前及び終了後の14日間も簡易
チェックし、万が一新型コロナウイルス感染症にかかった場
合は所属するFAの職員又はCLOに連絡することを徹底した。

大会期間中の対応状況

　大会ボランティアのチェックイン窓口や食事用に設けら
れたフィールドキャストダイニングエリア内でのアクリル板
の設置、アルコール消毒液の設置、手袋を着用した上で
の共用物品の取扱い、多くの人が手を触れる場所のアル

コール消毒作業など、会場全体として新型コロナウイルス
感染症対策が行われている中で東京 2020大会の運営が
進められた。
　また、PCR検査については、全ての大会スタッフが所定
の頻度で検査を受けるよう注意喚起をするとともに、会場
内のダイニングエリア内においてポスターを掲示した。検
査は所定の頻度のみならず、少しでも周囲の状況に不安が
ある場合や体調がすぐれない場合は、積極的に受検するこ
とを促し、大会スタッフの安心につなげた。
　一方で、フィールドキャストダイニングエリアにおいて、一
部に食事中にマスクを着用しないで会話をする場面が見
られたため、「黙食」を周知するためのポスターを作成し、
エリア内に掲出した。
　また、東京 2020大会の開催期間中はコントラクターの
感染者が多かったことから、事業者及び従業員向けの注
意喚起の文書を発信した。

大会期間中の対応状況（チェックイン窓口）

大会期間中の対応状況（「黙食」の周知）

大会期間中の対応状況（アルコール消毒作業）
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6　聖火リレー



1 聖火リレーの概要

聖火リレーの概要

　オリンピック聖火リレーは、ギリシャ・オリンピアの太陽
光で採火された炎を、ギリシャ国内と開催国内でリレーに
よって開会式までつなげるものである。オリンピックのシン
ボルである聖火を掲げることにより、平和、団結、友愛と
いったオリンピックの理想を体現し、開催国全体にオリン
ピックを広め、来るオリンピックへの関心と期待を呼び起こ
す役割を担っている。聖火はオリンピック競技大会の数か
月前に古代オリンピックの聖地であるオリンピアの遺跡
「ヘラ神殿」の前で採火され、その後、多くの人によって開
催地まで運ばれ、開会式当日に、最終ランナーによってオ
リンピックスタジアムの聖火台に点火され、大会が終わるま
でともし続けられる。
　また、パラリンピック聖火リレーは、「パラリンピック聖火
はみんなのものであり、パラリンピックを応援する全ての人
の熱意が集まることで聖火を生み出す」というIPCの理念
に基づいて開催されるものである。
　東京2020大会をオールジャパン体制で成功させるため
には、全都道府県に聖火を巡回させるなど、日本全国の
多くの人々が聖火を実際に見て、体感したその感動や熱気
を、東京 2020大会の本番の盛り上がりにつなげていくこ
とが求められた。
　組織委員会は、2017年２月に、有識者や関係機関の代
表者から構成される「東京 2020聖火リレー検討委員会」
（以下「聖火リレー検討委員会」という。）を設置し、東京
2020オリンピック聖火リレー、東京 2020パラリンピック聖
火リレーの実施内容を検討した。
　聖火リレー検討委員会においては、まず、オリンピック
聖火リレーのテーマを簡潔に表現するコンセプトについて
議論を重ね、「支えあい、認めあい、高めあう心でつなぐ
聖火の光が、新しい時代の日の出となり、人々に希望の道

を照らし出す」ことを体現する「Hope Lights Our  Way/希
望の道を、つなごう。」を東京 2020オリンピック聖火リレー
のコンセプトとして決定した。
　また、東京 2020パラリンピック聖火リレーについては、
「Share  Your  Light/あなたは、きっと、誰かの光だ。」をコ
ンセプトとして決定し、目前に迫ったパラリンピックへの期
待や祝祭感を最大限に高めることとした。このコンセプト
は、「新たな出会いから生まれる光を集めて、みんなが調
和し、活かしあう社会を照らし出そう。」という思いを端的
に表現するとともに、東京 2020パラリンピック聖火リレー
を通じて、多様な、そして社会の中で誰かの希望や支えと
なっている光（人）が集まり、出会うことで、共生社会を照
らす力としようという思いを表現するものであった。
　上記のコンセプトに基づき、東京 2020オリンピック聖火
リレー、東京 2020パラリンピック聖火リレー共に、コンセ
プトを表現する聖火リレーエンブレムを開発し、2019年３
月に発表するとともに、野村忠宏氏、田口亜希氏、石原さ
とみ氏、サンドウィッチマン（伊達みきお氏、富澤たけし
氏）の５人の「東京 2020聖火リレー公式アンバサダー」を
発表した。
　聖火リレーの具体的な実施体制について、東京 2020オ
リンピック聖火リレーにおいては、各都道府県で「聖火リ
レー実行委員会」を設置し、組織委員会との共同開催に
より、各都道府県における聖火リレーを実施することとした。
　東京 2020パラリンピック聖火リレーについては、複数箇
所で採火された聖火が統合されて、一つのパラリンピック
聖火となることが基本的な考え方であるため、リレーはパ
ラリンピック大会の競技を開催する４都県（東京都、埼玉
県、千葉県、静岡県）で実施することとし、それ以外の43
道府県においては、採火から東京都に向けた聖火の出発
に至る「聖火フェスティバル」の実施は任意であったが、全
道府県の賛同を得て、全国での開催となった。

東京2020オリンピック聖火リレーコンセプト 東京2020パラリンピック聖火リレーコンセプト
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　また、聖火リレーパートナーが東京 2020オリンピック聖
火リレー、東京 2020パラリンピック聖火リレーを協賛し、
聖火リレー隊列における沿道盛り上げを実施するとともに、
セレブレーション（式典）会場におけるステージプログラ
ム、展示ブースの出展などを実施した。
　東京 2020聖火リレーで聖火ランナーが走行する模様は、
NHKの聖火リレーライブストリーミングにより、ライブ中継
での視聴を可能とした。

大会延期後の聖火リレー

　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、2020
年３月12日のギリシャ・オリンピアにおける聖火採火式及
び同月19日のギリシャ・アテネにおける聖火引継式は、参
加者の規模を縮小して実施された。ギリシャ国内における
聖火リレーについては、当初１週間にわたって行われる予
定で、アテネ2004大会の女子マラソン金メダリストである
野口みずき氏が第２聖火ランナーを務めたが、２日目の３月
13日にギリシャオリンピック委員会が中止を発表した。
　同月20日の宮城県の航空自衛隊松島基地での聖火到
着式については、参加者の規模を縮小して実施されたが、
同月24日に発表された東京 2020大会の開催の１年延期
に伴い、聖火リレーについても同じく１年延期となった。
　その後、オリンピック聖火は、2020年９月１日から同年 11
月１日まで、日本オリンピックミュージアムにおいて展示され
た。また、2020年 11月から2021年３月にかけて、総務省
が実施する東京 2020オリンピック聖火を活用した地方創
生事業として、全国 14道府県において展示された。
　延期後の聖火リレーを実施するに当たっては、オリンピッ
ク聖火リレー、パラリンピック聖火リレー共に、隊列のスリ
ム化、グランドスタートやセレブレーション等の簡素化を図
るとともに、関係者と調整しながら、安全・安心に東京
2020聖火リレーを実施するための感染防止対策について
検討し、コロナ対策調整会議での議論を経て、2021年２月

東京 2020オリンピック聖火リレー（三重県）

東京2020オリンピック聖火リレー（宮城県）

に、聖火リレーにおける新型コロナウイルス感染症対策に
関するガイドラインを策定した。
　このガイドラインに基づき、東京 2020聖火リレー関係者
の行動管理、沿道における密集対策などの新型コロナウ
イルス感染症対策の適切な実施を関係者に周知し、安全
最優先の聖火リレーに向けて、対策の徹底を図った。組織
委員会はライブストリーミングを通じての観覧を呼び掛け、
公道走行に伴う密集防止に努めた。
　また、都道府県が緊急事態宣言やまん延防止等重点措
置の対象地域となり、東京 2020聖火リレーの公道での実

東京2020オリンピック聖火リレーエンブレム 東京2020パラリンピック聖火リレーエンブレム
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施ができないケースを想定し、そのような場合においても、
予定していた都道府県で聖火をつなぐため、無観客のセレ
ブレーション会場において聖火ランナーが聖火皿に聖火
を点火する代替措置の実施を事前に検討し、関係者に周
知した。
　東京 2020聖火リレーは、こうした事前の準備を踏まえ、
日本各地に聖火をともし、聖火ランナーの思いを発信しな
がら、東京 2020大会に向けた機運を高めるとともに、関
係者の行動管理、沿道における密集対策などの新型コロ
ナウイルス感染症対策を適切に実施し、安全最優先で実
施された。事前に想定したとおり、新型コロナウイルスの
感染拡大の影響によって公道での聖火リレーが実施でき
ないケースが発生したが、関係者と協力して、聖火ランナー
が会場内で聖火をつなぐ「点火セレモニー」などの代替措
置や、無観客区間における走行、走行区間の一部短縮な
どの対応を実施した。
　その結果、東京 2020オリンピック聖火リレーにおいて
は、全国47都道府県の約４割に当たる20都道府県におい
て、一部又は全面的に公道での聖火リレーを見合わせた
が、代替措置の実施により、全ての都道府県で聖火をつな
ぐことができた。また、東京2020パラリンピック聖火リレー
においても、リレーを実施する４都県の全てにおいて、一
部又は全面的に公道での聖火リレーを見合わせたが、代
替措置の実施により、予定していた４都県で聖火をつなぐ
ことができた。

東京2020パラリンピック聖火リレー（静岡県）
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2 聖火リレーの日程及びコース

オリンピック聖火リレー　都道府県の実施日一覧

オリンピック聖火リレー

　東京2020オリンピック聖火リレーのルート選定に当た
り、聖火リレー検討委員会からは、日本全国の多くの場所
を訪問するとともに、地域振興につながるようなルート設
定をするべきとの意見が寄せられた。一方で、IOCは、４つ
のルートに分けてリレーが実施された東京1964大会とは
異なり、聖火の「分火」を認めておらず、目安として示さ
れた100日間では開催日数としては少なく、日本全国の市
区町村からの多くの開催希望に応えられるかが課題で
あった。
　また、東京2020オリンピック聖火ランナーの選定につい
ては、東京2020大会ビジョンの一つである「多様性と調
和」を踏まえ、一部の限られた人にではなく、多くの人に
開かれたリレーとすることとした。
　こうした背景を踏まえ、東京2020オリンピック聖火リ
レーのルートについては、聖火リレー検討委員会において
定めた「ルート選定の基本的な考え方」において、「日本
全国47都道府県を回り、できるだけ多くの人々が見に行く
ことができるルート」とすることを明記した。その上で、IOC
の了承を得て、夏季オリンピック大会では最長の121日間と
いう期間を設定した。これにより、47都道府県全てにおい

て２日間以上のリレーを実施し、各地域の意向を踏まえて、
日本全国の津々浦々で東京2020オリンピック聖火リレーを
実施することが可能になった。
　その結果、聖火リレー実施地域の人口カバー率は、近
年のオリンピック競技大会で最も高い98％、聖火リレーを
実施する市区町村数は859に達した。また、「ルート選定
の基本的な考え方」の一つとして定めた「地域が国内外
に誇る場所や地域の新たな一面を気づかせる場所」に
沿って、世界遺産、名所、旧跡、地域の人に愛されている
場所など、日本各地の魅力を国内外に発信するルートを選
定した。
　さらに、「ルート選定の基本的な考え方」の一つである
「聖火が通ることによって人々に新たな希望をもたらすこと
ができる場所」との考え方に沿って、復興に向かって歩む
被災地の姿を世界に発信するため、東日本大震災を始め、
熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨、糸魚川市大規模
火災などの被災地を訪問するルートを選定した。
　東京2020オリンピック聖火ランナーの選定については、
「聖火リレーは地域に根差したものであるべき」との聖火
リレー検討委員会の意見を踏まえ、「原則として、走行都
道府県にゆかりのある人」であることを聖火ランナーの基
本応募要件の一つとした。これにより、日本全国の各地域
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43道府県
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聖火ビジット

出立

競技開催都県
（静岡県）
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聖火ビジット
聖火リレー
出立

競技開催都県
（千葉県）
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競技開催都県
（埼玉県）
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聖火ビジット
聖火リレー
出立

競技開催都県
（東京都）
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聖火ビジット
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（東京都）
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★ 開催都市内
聖火リレー ★ 開催都市内
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開催都市 開催都市
（東京都） （東京都）

聖火リレー 聖火リレー
セレブレーション

パラリンピック
開会式

■東京 2020パラリンピック聖火リレー 2021年実施スケジュール 
8月 実施スケジュール 

① 8/12(木)～16(月)
採火 ⇒ 聖火ビジット (任意 ) ⇒ 出立 

43道府県

② 8/17(火)～20(金) 競技開催 4都県
(静岡県、千葉県、埼玉県、東京都)

採火 ⇒ 聖火ビジット (任意 ) 
⇒ 聖火リレー ⇒ 出立 ※3県から 

③ 8/20(金) 夜 

④ 8/21(土)～24(火)

集火式

東京都
開催都市内聖火リレー

パラ聖火リレーは計 8日間

▲聖火フェスティバル (43道府県 )  8/12～16 （5日間）

●聖火フェスティバル (競技開催都県)  8/17～20 （各1日間）

■集火式 (東京都)  8/20 （夜）

★開催都市内聖火リレー (東京都)  8/21～24 （4日間） 

で活動している若手アスリートや地域で社会貢献活動をし
ている人などが多数、東京 2020オリンピック聖火ランナー
として選定されることになった。また、東京2020オリンピッ
ク聖火ランナーの募集に当たっては、都道府県実行委員
会、聖火リレープレゼンティングパートナーからの一般公募
も併せて実施した。
　また、近年のオリンピック聖火リレーでは、聖火ランナー
は１名で走行することが原則となっているが、地域のグルー
プのメンバーなどが聖火ランナーとして10名以内で同時に
走行する「グループランナー」については、過去大会にお
いても例外として認められているため、平均して１日に１回
程度の回数で実施することとした。さらに、東京 1964大会
では、約 20名の伴走者が聖火ランナーと共に走行したこ
とを踏まえ、IOCの承認を得て、「地域から聖火リレーを盛
り上げる走者（サポートランナー）」の制度を導入した。サ
ポートランナーの導入により、東京 2020オリンピック聖火
ランナーは、原則１名のルールを遵守しつつも、年齢要件
によって聖火ランナーとしては走行できない地域の小学生
などが聖火ランナーの後方で一緒に走行することを可能と
した。
　東京 2020オリンピック聖火リレーは、東京 2020大会の
開催の延期に伴って、当初予定の１年後である2021年３月

25日から７月23日まで実施された。聖火は、スタート地点
となった福島県から、10,500名以上のランナーの一人ひと
りの思いを乗せ、47都道府県でつながれた。大役を担っ
た聖火ランナー、それを支える周りの人々、そしてその様子
を応援してきた人たち、関わる全ての人たちの心に数々の
シーンが刻まれ、東京 2020オリンピックへと希望を乗せた
バトンが手渡された。

パラリンピック聖火リレー

　東京 2020パラリンピック聖火リレーのルート選定に当
たり、聖火リレー検討委員会からは、東京 2020オリンピッ
ク選手村が閉村してすぐにパラリンピック聖火リレーを開
始することが要望されるとともに、日本全国で共生社会の
機運に火をつけるというコンセプトで、47都道府県の多様
性の火が東京に集まり、共生社会の火となって優しく燃え
ることを目指したいなどの意見が寄せられた。
　また、東京 2020パラリンピック聖火ランナーの選定につ
いては、聖火リレー検討委員会から、「障がいのある人も
ない人も『共に』聖火リレーを実施するという視点が重
要」との意見が寄せられるとともに、共生社会への思いを
端的に表現する実施手法が、IPC及び聖火リレー検討委員

パラリンピック聖火リレー　都道府県の実施日一覧
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会から求められた。
　東京 2020パラリンピックの聖火の日本全国への広がり
については、都道府県に対する採火への協力依頼の結果、
47都道府県全ての賛同が示された。
　これを受けて、採火と東京への出発を含む「聖火フェス
ティバル」が 43道府県において実施され、東京 2020パ
ラリンピックの競技開催都県である東京都、埼玉県、千葉
県、静岡県において聖火リレーが実施されることになった。
　そして、パラリンピック発祥の地であるストーク・マンデ
ビルから到着した聖火と全国 47都道府県から集められた
炎が東京で集火され、一つになって誕生した東京 2020パ
ラリンピックの聖火を掲げて、開催都市東京のパラリンピッ
ク聖火リレーが実施されることとなった。
　聖火フェスティバルや聖火リレーでは、学校や病院、パ
ラリンピックゆかりの地などへの訪問イベントである「聖火
ビジット」も実施された。
　東京 2020パラリンピック聖火ランナーの選定について
は、オリンピックと同様、「国籍、障がいの有無、性別、年
齢のバランスに配慮しながら、幅広い分野から選定し、開
かれたリレーとする」ことを募集要項に明記したことに加
え、東京 2020大会を契機として共生社会の実現を大きく
前進させるべく、人と人、人と社会との、「新しいパート
ナーシップ」を考えるきっかけとなることを目指して、原則
として、聖火リレー当日まで面識のない「はじめて出会う３
人」がチームになってリレーを行うという新しい手法を取
ることとした。東京 2020パラリンピック聖火ランナーの募
集に当たっては、聖火リレーを実施する４都県、聖火リレー
プレゼンティングパートナーからの一般公募も併せて実施
した。
　また、東京 2020オリンピック聖火リレーと同様、グルー
プランナーだけではなく、「地域から聖火リレーを盛り上げ
る走者」の制度を導入することにより、年齢要件によって
聖火ランナーとしては走行できない地域の小学生などが
聖火ランナーの後方でサポートランナーとして一緒に走行
することを可能にし、パラリンピック大会に向けた地域の盛
り上がりにもつなげることとした。
　パラリンピック聖火リレーは、2021年８月12日から８月24
日まで実施された。全国で実施された聖火フェスティバル
では、パラリンピック競技大会史上最多の846市区町村が
聖火の採火に参加したことにより、パラリンピック大会に向
けた全国各地の人々の思いが聖火に込められ、大会に向
けた機運醸成に大きく貢献できるものとなった。
　また、「はじめて出会う３人」による聖火リレーは、東京
2020パラリンピック聖火ランナー同士の新しい出会いを
生み、東京 2020大会が目指す共生社会へつながる新し
い気付きを与えてくれるものとなった。
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3 聖火リレーの各種アイテム

聖火リレーの各種アイテム

　聖火リレーで用いられるトーチを始めとした各種のアイ
テムは、聖火リレーを通して、デザイン、技術力、環境へ
の配慮など、開催国のイメージを全世界に発信するものと
なるため、その立案及び製作においては、十分な配慮が
求められる。
　東京 2020聖火リレーにおいても、聖火リレーのイメー
ジを左右する重要なプロジェクトと位置づけ、各種のアイテ
ムを作成することが必要であった。
　東京 2020聖火リレーのトーチの製作に当たっては、
2018年４月と７月に、各界の有識者から構成される審査会
を開催し、優れたデザイン性、聖火をともす燃焼機構の性
能、持続可能性への配慮などを総合的に審査した。
　その結果、吉岡徳仁氏をデザイナーとして製作した東京
2020聖火リレートーチは、日本人に最もなじみ深い花で
ある桜をモチーフとして、その伝統的な形を、新幹線の製
造にも使われている製造技術であり、溶接等を行わずに１
回の工程で成形することから高い技術力を必要とする「ア
ルミ押出成形」を用いて形作ることで、日本の高い技術力
を世界に発信した。
　また、時間や季節、気候、地域によって大きく変化する
日本の環境の中で、美しく、力強い炎をともし続けるため
に、火力の強い青い炎と、火のない燃焼（触媒燃焼）の２
つの燃焼が聖火の赤い炎を支える燃焼機構を採用した。
　さらに、東京 2020聖火リレートーチの素材の一部には、
東日本大震災の復興仮設住宅のアルミ建築廃材を再利
用し、人々の生活を見守ってきた仮設住宅が、平和のシン
ボルとして姿を変え、一歩ずつ復興に向けて進む被災地の
姿を国内外に発信した。
　本体重量は燃料部を含めて1.2㎏と軽量にするとともに、
握りの形状にも配慮することで、年齢や性別を問わず、誰
にとっても扱いやすいトーチとした。
　３月の桜の季節の訪れとともにスタートする東京2020オ
リンピック聖火リレートーチの色は「桜ゴールド」とした。ま
た、東京 2020パラリンピック聖火リレートーチの色は「桜
ピンク」とし、パラリンピックが重視する「勇気」「強い意
志」「インスピレーション」「公平」の４つの価値を点字で
刻んだ。
　東京 2020聖火リレートーチは、前述のとおりアルミ建
築廃材を再利用したほか、トーチの燃料について、通常は
液化石油ガスを使用するところ、東京 2020オリンピック聖
火リレーの一部の区間では、二酸化炭素を排出しないク

東京 2020オリンピック
聖火リレートーチ

東京2020パラリンピック
聖火リレートーチ

リーンなエネルギーである水素燃料をオリンピック・パラリ
ンピック競技大会史上初めて使用した。これらの取組によ
り、環境に十分配慮したトーチ製作と聖火リレーを実現し
た。
　東京 2020聖火リレーのシンボルデザインとして、東京
2020大会エンブレムをデザインの起点として、聖火リレー
エンブレムを制作した。東京 2020オリンピック聖火リレー
エンブレムについては、エネルギッシュ、情熱的、愛情深
い、行動力があるといったイメージのある「朱（しゅ）」に
大地を連想させる「黄土（おうど）」を組み合わせ、日本
らしい祝祭感を醸し出すデザインとした。東京2020パラリ
ンピック聖火リレーエンブレムについては、多様な個性の
輝きを表現する「黄金（こがね）」に「黄土」を組み合わ
せ、人々に日本らしい祝祭感と東京 2020パラリンピックへ
の期待感を印象付けるデザインとした。
　聖火ランナーユニフォームについては、尾花大輔氏のデ
ザイン監修の下で製作された。東京2020オリンピック聖火
ランナーユニフォームについては、胸の中央に東京2020オ
リンピック聖火リレーエンブレムをあしらい、たすきをモ
チーフとした斜めがけのデザインとしており、オリンピック聖
火リレーコンセプトに基づき、リレーらしさ、日本らしさとと
もに、東京 2020大会との連続性を重視した。また、オリ
ンピック聖火リレープレゼンティングパートナーである日本
コカ・コーラ株式会社の協力により、同社内で回収したペッ
トボトルをリサイクルした素材を用いることで、環境に配慮
した。
　東京 2020パラリンピック聖火ランナーユニフォームにつ
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いては、日本全国から集められる聖火がつながっていく様
子などを表現する市松模様を、東京2020パラリンピック聖
火リレーエンブレムから発せられる「光」に例えてグラフィ
カルに表現し、東京 2020パラリンピック聖火リレーコンセ
プトに基づき、人と人、人と社会がつながることで生まれ
る輝きをデザインした。
　聖火リレーの安全かつ着実な運営を支える聖火リレー
伴走車は、東京 2020オリンピック聖火リレープレゼンティ
ングパートナーであるトヨタ自動車株式会社の協力により、
環境に配慮した燃料電池自動車やハイブリッド車など多
様な車種ラインナップで構成され、聖火リレーを盛り上げ
るとともに、持続可能性にも配慮したものとした。
　東京 2020聖火リレートーチは、そのデザインと技術力
の高さ、持続可能性への配慮、復興への思いなどについ
て、多くのメディアにより取り上げられ、国内外から高い評
価を受けるなど、東京 2020聖火リレーや東京 2020大会
のイメージづくりに大きく貢献した。
　また、聖火ランナーユニフォームや聖火リレーキャラバン
（隊列車両）などのアイテムについても、聖火リレーコンセ
プトを表現するデザインとするとともに、環境にも配慮し、
東京 2020聖火リレーを人々に印象付けるものとなった。
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4 復興の火及びグランドスタート

復興の火及びグランドスタート

　東京 2020大会が掲げた、東日本大震災からの復興支
援の趣旨を踏まえ、東京 2020大会に先立つオリンピック
聖火リレーにおいて、2011年の東日本大震災の被災地へ
の配慮は不可欠であった。
　一方で、聖火リレーの実施日数は限られていることから、
限られた日数の中で、具体的な実施策を検討する必要が
あった。
　組織委員会は、こうした背景を踏まえ、東京 2020オリ
ンピック聖火リレーのコンセプトである「Hope  Lights  Our 
Way/希望の道を、つなごう。」に沿い、東日本大震災から
10年目となる2020年に、IOCの特別な配慮の下、東京
2020オリンピック聖火リレーの一環として、その実施に先
立って、復興に力を尽くしている被災地の方々に向けて聖
火を展示する「復興の火」を実施することとなった。
　ギリシャで採火されたオリンピック聖火は、2020年３月
20日に宮城県の航空自衛隊松島基地に到着し、その後、
「復興の火」として、同日から同月25日にかけて、宮城県、
岩手県、福島県の順番で各２日間展示された。

■復興の火の日程（ 2020年）と展示場所

日程 展示場所

3 月 20 日（金）
宮城県石巻市「石巻南浜津波復興祈念
公園」

3 月 21 日（土） 宮城県仙台市「仙台駅東口エリア」

3 月 22 日（日）
岩手県「三陸鉄道・SL 銀河車内（宮古
駅～ 石駅～花巻駅）」

3 月 23 日（月） 岩手県大船渡市「おおふなぽーと」

3 月 24 日（火） 福島県福島市「福島駅東口駅前広場」

3 月 25 日（水） 福島県いわき市「アクアマリンパーク」

　2020年３月24日に、東京 2020大会の開催の延期が発
表され、併せて東京 2020オリンピック聖火リレーも延期と
なったが、オリンピック聖火は、同年４月１日から同月７日ま
で、オリンピック聖火リレーのグランドスタートを予定してい
た福島県の「ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ」

で展示された。
　同年３月26日に予定されていた東京 2020オリンピック
聖火リレーのグランドスタートは１年延期となったが、翌
2021年３月25日、当初の予定どおり東日本大震災からの
復興の象徴である福島県の「ナショナルトレーニングセン
ターＪヴィレッジ」で実施され、121日間にわたって日本全国
を回るオリンピック聖火リレーが開始された。
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7　セレモニー



1 開会式及び閉会式

開会式及び閉会式

リオ2016大会でのフラッグハンドオーバー

　オリンピック・パラリンピック競技大会においては、オリ
ンピック、パラリンピックそれぞれの閉会式にて次回の開催
都市への大会旗の引き継ぎ式（フラッグハンドオーバーセ
レモニー）が実施され、その際 10分程度のプレゼンテー
ションが行われるのが通例となっている。
　リオ2016大会が行われたブラジルのリオデジャネイロ
は、東京から見て地球のほぼ裏側に当たるため、スタッフ
の移動や機材等の準備、運搬などについては、コスト縮減
の観点から最小限にとどめる一方で、地球の真裏に位置す
る両都市の関係を演出にも盛り込み、東京 2020大会に
向けた機運を盛り上げるプレゼンテーションを行った。
　リオ2016オリンピックの閉会式においては、東京が世界
一スポーツを愛する都市であるという意味を込めた
「LOVE  SPORT  TOKYO  2020」をコンセプトに掲げ、日の
丸をプロジェクション・マッピングで表し、光るフレームで
エンブレムを表現するなど、テクノロジーを駆使した演出を
行った。また、安倍首相が、日本のゲームキャラクターで
世界的にも有名な「マリオ」に扮して東京から現場に登場
する演出は、サプライズとして直前まで公表せず、大きなイ
ンパクトを残した。
　リオ2016パラリンピックの閉会式においては、障がいが
あることは新しい可能性を持つことでもあるという意味を
込めた「 POSITIVE SWITCH」をコンセプトに掲げ、障がい
の有無にかかわらず、多様な人々が一つになるパフォーマ
ンスを披露した。

演出企画の検討

　東京 2020大会の開催基本計画や大会ビジョン等を基
に、2017年より大会の開会式及び閉会式全体の骨子とな
るコンセプト等の検討が始まった。
　検討に当たっては、各分野の専門家へのヒアリングや東
京 2020大会のPRイベント時のアンケート調査など幅広く
意見を募りつつ、東京 2020有識者懇談会において議論
を重ねた。寄せられた多くの意見を踏まえて開会式及び閉
会式の骨子の具体化を進め、2017年12月に「東京 2020
大会開会式及び閉会式に関する基本コンセプト」を策定
した。「平和」、「共生」、「復興」、「未来」、「日本・東
京」、「アスリート」、「参画」及び「ワクワク感・ドキドキ

感」の8つが開会式及び閉会式の基本コンセプトとなった。
　2018年 7月には、基本コンセプトに基づいた演出企画
の具体的内容を検討するための演出企画チームを設置し、
チーフ・エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクターを選
任して、本格的な検討を開始した。

大会延期を踏まえた対応

　2020年 3月に、新型コロナウイルスの感染拡大に伴っ
て、東京 2020大会の開催の延期が決定し、延期後の対
応が検討された。それまで2020年の開催に向けて準備さ
れた式典内容があったが、新型コロナウイルス感染症によ
る社会情勢や1年延期されることなどを加味すると、これま
で検討してきたものと同じ内容を2021年の開催に向けて
流用することは難しい状況であった。また、東京 2020大
会の開催の延期に伴うコスト増が想定される中、式典に要
する追加的経費をできる限り抑制することが求められた。
　そこで、東京 2020大会全体の簡素化方針にのっとり、式
典に関しても簡素化を図ることとし、華美にならない演出
を採用していく方針が定められ、芸術パートの縮小や演出
内容の精査、見直し等を行った。また、新型コロナウイル
ス感染症対策として、プレイブックにのっとり、選手入場時
のマスク着用やフィジカル・ディスタンスの確保等の対応に
取り組んだ。
　2021年 1月からは、コロナ禍における開会式及び閉会
式の演出企画を限られた時間で効率的に実現するため、
演出企画チームを解散し、同チームのエグゼクティブ・ク
リエーティブ・ディレクターのうち一名が総合企画・エグゼ
クティブ・クリエーティブ・ディレクターに就任した。また、
具体的な演出企画を検討するクリエーティブチームを設置
し、大会延期を踏まえた検討を進めた。
　2021年 3月には、同ディレクターが人権に関する不適切
な発言により辞任し、加えて、東京2020大会の開催直前
には複数のクリエーティブチームのメンバーが過去の言動
についての指摘を受け、辞任や解任となる事態もあった
が、コロナ禍における社会情勢等を踏まえながら、クリ
エーティブチームを中心に演出企画内容の具体化を図っ
ていった。この点については、インターネットによって情報
が蓄積し、拡散していく中で、スタッフを選定する際にどの
程度の粒度で過去の言動等をチェックしていくのか、また、
過去の言動と現時点での活動の関係性や評価をどう整理
するのかといった課題が残った。
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オリンピック開会式　最終聖火ランナー

開会式及び閉会式の内容

　東京2020大会の開会式及び閉会式は、公募キャストも
含め、多様な人々の参画により形作られ、式典を見る人々
に日本の文化や技術といった魅力を発信する場となるとと
もに、選手等関係者、キャスト、視聴者等、世界中の人々
に、大会コンセプトの一つである「多様性と調和」やダイ
バーシティなどのメッセージを伝えた。
　開会式及び閉会式はプロトコール（国際儀礼）・パート
と芸術パートに分類される。プロトコール・パートはオリン
ピック・パラリンピック競技大会の価値を高めるために、各
式典において必ず要求されるものであり、主に次のような
項目を実施した。

＜主なプロトコール・パートの実施項目＞
　プロトコール・パートでは、国家元首とIOC会長の入場、
国歌の演奏、選手の行進、放鳩式、組織委員会会長挨拶、
IOC又はIPCの会長挨拶、国家元首による大会の開会宣
言、オリンピック旗又はパラリンピック旗の掲揚とオリンピッ
ク賛歌又はパラリンピック賛歌の演奏、選手、審判及び
コーチによる宣誓、聖火の点火及び納火、オリンピック旗
又はパラリンピック旗の引継ぎ式（フラッグハンドオーバー
セレモニー）、次回開催都市の芸術的セグメントなどが行
われることになっている。
　プロトコール・パートの実施項目については、その性格
上、各オリンピック・パラリンピック競技大会共通であり、
東京 2020大会独自のメッセージを出す場面は少ないが、
他方でコロナ禍での大会ということもあり、国旗や大会旗
を運ぶフラッグベアラーや、選手宣誓等においては、多様
性と調和、ジェンダー平等、子どもの参画、復興といった
東京 2020大会のメッセージを織り込んだ。
　具体的には、国旗のベアラー等に医師・看護師、救急
隊員、保健師、検疫官、隔離施設職員、清掃消毒作業員、
ごみ処理作業員、電力事業従事者、水道事業従事者、下
水道事業従事者、介護士、保育士の人々が参画すること
で、コロナ禍における多くの人々の生活を支えた功労者に
対する感謝を全世界へ発信した。
　開会式における国旗先導は、東京 2020オリンピックで
は東京都、北海道及び沖縄県の子どもたちのほか、アテ
ネ聖火引継ぎ式に出席予定だった子どもたちが、東京
2020パラリンピックでは東京都の特別支援学校などの子
どもたちが、それぞれ担った。
　選手、審判及びコーチの宣誓は、オリンピック・パラリ
ンピック競技大会史上初めて男女同数で実施し、選手行進
における旗手も男女ペアで実施した。
　最終聖火ランナーは、東京 2020オリンピック開会式で
は、オリンピアン、日本スポーツ界の著名人、医療従事者、

パラリンピアン、被災地の子どもたちに続き、オリンピアン
の大坂なおみ選手が聖火点灯を行った。東京2020パラリ
ンピック開会式では、パラリンピアン、医療従事者、義肢
装具士に続き、パラリンピアンの上地結衣選手、パラアス
リートの内田峻介氏、森﨑可林氏の3名が聖火台への点
火を行った。

氏　名 プロフィール

第１走者

野村　忠宏
のむら　ただひろ 柔道家

吉田　沙保里
よしだ　さおり 元レスリング選手

長嶋　茂雄
ながしま　しげお 元プロ野球選手

第２走者 王　貞治
おう　さだはる 元プロ野球選手

松井　秀喜
まつい　ひでき 元プロ野球選手

第３走者

大橋　博樹
おおはし　ひろき 医師

北川　順子
きたがわ　じゅんこ 看護師

第４走者 土田　和歌子
つちだ　わかこ パラリンピアン

寺島　拓夢
てらしま　ひろむ 宮城県出身小学６年生

菅原 　千嘉
すがわら　ちひろ 宮城県出身中学３年生

第５走者

松原 　永和
まつばら　とわ 岩手県出身小学６年生

髙橋 　美月
たかはし　みつき 岩手県出身中学３年生

中澤 　蓮
なかざわ　れん 福島県出身中学１年生

青木　心那
あおき　ここな 福島県出身中学 3年生

第６走者 大坂　なおみ
おおさか　なおみ テニス選手

パラリンピック開会式　最終聖火ランナー
氏　名 プロフィール

第１走者

大日方　邦子
おびなた　くにこ
竹内　昌彦
たけうち　まさひこ
成田　真由美
なりた　まゆみ

アルペンスキー選手

元視覚障がい者卓球選手

水泳 S5クラス選手

第２走者

中村　太郎
なかむら　たろう
田村　玉美
たむら　たまみ
臼井　二美男
うすい　ふみお

医師

看護師

義肢装具士

第３走者

上地　結衣
かみじ　ゆい
内田　峻介
うちだ　しゅんすけ
森﨑　可林
もりさき　かりん

車いすテニス選手

ボッチャ選手

パラ・パワーリフティング選手
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＜主な芸術パートの実施内容＞
　芸術パートは、各オリンピック・パラリンピック競技大会
の価値と開催都市及び開催国の地域的文化等に焦点を
当てる機会となるため、開催都市による自由な演出が認め
られた項目であり、東京 2020大会で実施した芸術パート
の主な内容は、次のとおりであった。

＜各式典の主な芸術パート演出＞
　4式典（東京 2020オリンピック及び東京 2020パラリン
ピックの開会式及び閉会式）の共通コンセプトは、
「Moving Forward」であり、その下で、東京2020オリン
ピックは「多様性と調和」の観点から、コロナ禍の状況、延
期といった大会開催時の状況、日本各地の伝統的文化、将
来を見据えたテクノロジー、アスリートを讃える競技的要
素などを盛り込み、また、演出のトーンもコロナ禍の状況
に配慮して、抑制的なものとした。
　他方、東京 2020パラリンピックは、大会自体が多様性
を強く象徴していることから、シンプルなメッセージを発信
し、演出のトーンも華やかなものとした。
　また、東京2020オリンピック及び東京2020パラリンピッ
クともに、開会式は祭典のスタートという観点から演出的
要素が強く、他方で閉会式は音楽やダンスで競技を終えた
選手と共にリラックスできる雰囲気を作るという色彩を出
した。
　各式典における芸術パートの演出は、主に次のとおりで
あった。

1　 東京2020オリンピック開会式（コンセプト：United  by 
Emotion）

　 　アスリートによるパフォーマンスで、コロナ禍での孤独
と世界とのつながりを表現した。また、江戸時代より伝
わる労働歌「木遣り唄」に合わせた俳優やダンサーの
パフォーマンス、東京都の観光名所の映像等により江戸
東京について紹介した。遠隔操作の技術を用いたド
ローンにより、東京 2020大会エンブレムを表現し、加え
て、ピクトグラムを表現したパフォーマンスにより競技種
目を親しみやすく紹介した。

オリンピック開会式

2　オリンピック閉会式（コンセプト：Worlds  we  share）
　 　昼下がりの公園における日常風景をイメージした歌
手やダンサーのパフォーマンスを展開した。また、アイヌ
古式踊り、琉球エイサーなど、日本における各地の伝統
的な踊りや「東京音頭」を披露した。

オリンピック閉会式

3　パラリンピック開会式（コンセプト：WE HAVE  WINGS）
　 　IPCが推進する、障がい者の社会参加と進出を推進す
るグローバル人権運動である「WeThe15」キャンペーン
と連携した演出を実施した。また、架空の飛行場「パ
ラ・エアポート」を舞台にした「片翼の小さな飛行機」
の物語を、障がい者などの多様なキャストによる音楽や
ダンスパフォーマンスとともに展開した。加えて、日本の
伝統的な芸術として、葛飾北斎や伊藤若冲の絵画によ
るステージ演出を行った。
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パラリンピック開会式

4　 パラリンピック閉会式（コンセプト：Harmonious 
Cacophony）

　 　東京2020大会全体のフィナーレとして、東京2020オ
リンピック及び東京2020パラリンピックを通じて得た
「多様性と調和」の在り方を、「全ての違いが輝く街」
を舞台に、障がい者など多様なキャストによる音楽やダ
ンスなどのパフォーマンスにより表現した。また、東京の
街並みをモチーフとした演出やバーチャルアイドルの活
用によって、日本の文化を発信した。

パラリンピック閉会式

聖火台

　東京2020大会における開会式及び閉会式のプロト
コール・パートでは聖火の点火及び納火が定められてお
り、大会の開催期間中は継続して灯し続けることとされて
いる。東京2020大会では、式典用聖火台と競技期間用
聖火台の2台を設置することとし、式典用聖火台はオリン
ピックスタジアム、競技期間用聖火台は江東区有明にある
夢の大橋に設置された。
　デザインは太陽をモチーフとした日本らしいものとし、式
典用聖火台では開閉式の機構を有する構造とすることで、
太陽から得られるエネルギーや生命力を表現した。また、

東京2020大会の聖火台ではオリンピック・パラリンピック
競技大会史上初めて水素が燃料として活用された。
　東京2020大会の終了後、式典用聖火台は、独立行政
法人日本スポーツ振興センター（JSC）によりオリンピックス
タジアムに、競技期間用聖火台は、東京都により夢の大橋
に近接するシンボルプロムナード公園（石と光の広場横）
に、それぞれレガシーとして保存されることとなった。

公募による参画

　東京2020大会の開催基本計画において、人々のエン
ゲージメントの推進が重要なテーマとなっており、日本全国
の人々に対して開会式及び閉会式への参画を促進するた
めの取組を実施した。
　組織委員会は、東京2020オリンピック及び東京2020
パラリンピックの開会式及び閉会式に参加する選手団の
サポートを行うアシスタントキャストや、東京2020パラリン
ピックの開会式及び閉会式に出演するリーディングキャス
ト、オリジナルキャスト、マスキャストを対象に公募を行った。
　なお、公募後に新型コロナウイルス感染症対策として
キャスト人数を絞った結果、募集人員に比べ参加人数は少
なくなったが、意欲的な様々な立場のキャストが参画したこ
とで、式典を通じて多様性と調和や共生などのメッセージ
を広く発信することができた。
キャスト募集の状況

募集人数 応募総数 参加者数

パラリンピック
開閉会式公募キャスト 420名程度 5,550名 161名

アシスタントキャスト
オリ 1,000名程度

14,092名
1,039名

パラ 1,200名程度 606名

東京や日本の文化発信

　東京2020大会の開会式及び閉会式は、開催都市・東
京都や日本の文化を発信するという観点において重要な
機会であり、各地の様々な伝統文化やポップカルチャー等
を取り入れた演出を行った。
　具体的な演出の内容は、前述の「開会式及び閉会式の
内容」（特に＜各式典の主な芸術パート演出＞に記載）の
とおりであった。

最新技術の活用

　東京2020大会の開会式及び閉会式ではプロジェクショ
ン・マッピングを始めとする多くの最新技術を駆使した演出
がなされた。これは、新しい技術が実証段階から実用段
階にまで引き上げられたことを世界に発信することにより、



社会に認知され、広く浸透するきっかけを提供することを
目指したものであった。
　4式典で最新技術を活用して実施された例としては、高
精細な4Kや8Kの解像度による放送で色を鮮やかに再現
できるように設計されたプロジェクション・マッピングの演
出や、着色技術を活用した水素の新たな活用形態を示し
た聖火台、LEDを搭載したドローンの遠隔操作による演
出、プログラミング制御されたLED装飾による衣装などが
挙げられる。

持続可能性に関する取組

　東京 2020大会の開会式及び閉会式においても、環境
に配慮した循環型社会を目指す取組を推進した。具体的
には、東京 2020オリンピック開会式で披露したオリンピッ
クシンボルは、間伐材を使用して製作するなど、式典の製
作物に環境負荷を考慮した素材を活用するとともに、4式
典において使用する資材等を共用化することで廃棄物の
縮減を図るなど、持続可能性に配慮した取組を実施した。
また、開閉会式の出演キャストは、多様性に配慮しながら
人材を確保した。選手入場時の旗手に男女ペアを採用す
る国が多くあるなど、式典全体として大会コンセプトである
多様性と調和に適うものとなった。
　東京 2020大会の聖火台は、オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会史上初めて燃料に水素を活用した。水素は利
用段階でCO2 を一切排出しないため、脱炭素化に向けた
切り札として期待されているエネルギーであり、開会式及
び閉会式の聖火台には、東日本大震災の被災地である福
島県浪江町の施設で製造された水素を使用した。この施
設では、水素の製造過程の電力も再生可能エネルギーで
賄っており、使用時のみならず製造過程でもCO2 を排出し
ない真にクリーンな水素燃料であった。これらの水素聖火
台の取組は、被災地の復興と東京 2020大会の持続可能
性の象徴的な存在となった。
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2 ビクトリーセレモニー

ビクトリーセレモニー（表彰式）

　アスリートの栄誉をたたえ、そこに至るまでの努力に敬
意を表するとともに、観客及び観衆にその偉業を知らし
め、感動を分かち合うビクトリーセレモニー（表彰式）は、
オリンピック・パラリンピック競技大会において、最も象徴
的で重要な式典の一つである。
　組織委員会は、このビクトリーセレモニーでアスリートに
渡される金銀銅のメダルについて、「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」（詳細は後述の「8 エンゲー
ジメント及び機運醸成」にある「1 大会デザイン」の「都
市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」の項を参
照）を立ち上げ、特別な思いを込めて製造した。
　このメダルと共に入賞したアスリートに授与する副賞に
ついて、組織委員会は、ロンドン2012大会以来 2大会ぶ
りにビクトリーブーケとすることを決定した。ブーケには、世
界中の人 と々称賛の瞬間を共有できるようにとの思いを込
め、明るい色を基調としたデザインとしつつ、選手が大会
後に持ち帰ることを想定し、メダルの色と同じ色のマスコッ
トを付属させた。
　なお、ビクトリーブーケには、東日本大震災で被災した
地域で育てられた花を積極的に使用した。オリンピックの
ブーケには、トルコギキョウ（福島県産）、ヒマワリ（宮城
県産）、リンドウ（岩手県産）、ナルコラン（福島県産）、ハ
ラン（東京都産）、パラリンピックのブーケには、トルコギ
キョウ（福島県産）、バラ（宮城県産）、リンドウ（岩手県
産）、ハラン（東京都産）がそれぞれ使用された。組織委
員会は、被災地の人 と々共にその魅力をビクトリーセレモ
ニーの場を通じて世界に向けて発信した。このビクトリー
ブーケは、日本花き振興協議会の協力により製作した。東
京 2020大会の開催期間中は、花の鮮度とデザイン性を重
視し、各会場に日本花き振興協議会が募集したボランティ
ア等から構成されるフラワークルーを配備して、選手に渡
す直前に整えた。
　入賞者に進呈される表彰状は、岐阜県の美濃手すき和
紙で作成された。金、銀、銅及び入賞（4位ないし8位）
の4種類が用意され、アスリートの栄誉をたたえるととも
に、日本の伝統技術を世界にアピールした。
　なお、表彰式プレゼンターに関する情報伝達には、IOC
が開発した表彰式プレゼンターアプリケーションが初めて
本格導入された。これにより、IOC、IPC、組織委員会、会
場間の連絡に係る業務が大幅に削減され、表彰式の円滑
な運営につながった。

表彰式衣装を着たボランティアの方々

　表彰式の衣装及びトレイのデザインは、衣装のデザイン
や量産について実績のある事業者を対象としたコンペティ
ションを行って、11グループの応募の中から選定した。選
ばれた衣装は、「現代の祭典にふさわしい、新しい礼服」
をコンセプトに、東京2020大会エンブレムと同じ藍色を基
調に、上着の重ね、女性のスカートの折り、あわじ結びな
ど、所々に和のテイストを加えたデザインとなった。上着の
織物には、弧（個）をつなぎ、輪（和）を尽くし、輪が広
がっていく様を模様とした。また、表彰式でメダルやギフト
を運ぶトレイベアラーやエスコートを務めるボランティアの
多様性を表現したデザインで、パンツスタイルとワンピース
スタイルのいずれかを選択できることとした。表彰式でメダ
ルやギフトを載せるトレイは、儀礼における最上格の装束、
十二単の持ち具である「檜扇」をトレイに見立て、扇子の
扇面部分をモチーフにした扇面盆を採用した。このトレイ
には、機能的にも、メダルが滑らないようノンスリップ加工
を施した。衣装及びトレイ共に素材にはリサイクル素材を
使うなど持続可能性にも配慮した。
　表彰台については、東京 2020大会のエンブレムをデザ
インした野老朝雄氏にデザイン制作を依頼した。大会エン
ブレムの世界観を再現するため、色はエンブレムと同じ藍
色に、表彰台の前面の飾りは組市松紋を模した造形を採
用した。加えて、材料には廃材を含むプラスチックを使用
し、3Dプリンターで製作加工を行っている。複雑な造形に
向かず、通常の製作方法では取扱いが難しい素材を、産
官学の英知を結集し製作した表彰台は、東京 2020大会
の持続可能性のシンボルの一つであり、オリンピック・パ
ラリンピック競技大会史上初の試みであった。また、大会
後には、東京 2020大会の日本人メダリストの出身校、大
会関係自治体及び全国自治体に表彰台を譲渡するプロ
ジェクトも実施した。この取組は、日本に残す東京 2020
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ビクトリーブーケ（オリンピック）

ビクトリーブーケ（パラリンピック）

大会のレガシーであり、また3Dプリンター技術の発展の契
機となり得るものとなった。
　表彰式の楽曲は、「アスリートに最大の敬意を表する、ア
スリートのための賛歌である」と考え、達成、勝利、困難、
歓喜、感動、逆境、希望など様々な思いを受け止め、全
てを包み込むことのできる寛大な楽曲を目指して、日本を
代表する作曲家の一人である佐藤直紀氏によって作曲さ
れた。楽曲自体を目立たせることなく、どの国のアスリー
トであっても、彼らの意識に違和感なく寄り添い、心地よく
表彰台に立てるようにとの想いを作品に込め、どのタイミン
グで表彰台に上がる瞬間が来ても、落ち込んだり、気持ち
の流れが途切れたりしないように、ドラマチック過ぎる展開
や抑揚は避け、太いメロディラインによるシンプルな編曲と
なった。

表彰台
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 3 大会招待状

大会招待状

　オリンピック憲章及び開催都市契約2020の大会運営要
件では、オリンピック・パラリンピック競技大会の開会式の
1年前に、大会への参加招待状を全てのNOC及び NPCに
送付することが定められている。
　東京 2020オリンピックへの招待状は、2019年 7月24日
に開催された東京2020オリンピック1年前セレモニーにお
いて、IOCのトーマス・バッハ会長から将来のオリンピック
開催都市などのある7つのNOC（ギリシャ、中国、フラン
ス、アメリカ、セネガル、オーストラリア、日本）及び難民
選手団の代表者へ手交された。また、セレモニー後、全
てのNOCに対してIOCから招待状が送付された。
　東京 2020パラリンピックへの招待状は、2019年 9月10
日から12日まで開催されたNPC選手団団長セミナーの最
終日に、IPCのアンドリュー・パーソンズ会長と組織委員会
の森喜朗会長から各大陸を代表して5つのNPC（エジプト、
パラグアイ、フィジー、フランス、日本）の代表者へ手交さ
れた。また、選手団団長セミナー後、全てのNPCに対して
組織委員会から招待状を送付した。
　東京 2020オリンピック及び東京 2020パラリンピックと
も、招待状を手交し、又は送付することで、世界中のアス
リートに向けて東京 2020大会への参加を正式に呼び掛
けた。

招待状手交式を行った東京2020オリンピック1年前セレモニー

招待状手交式を行ったNPC選手団団長セミナー
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8　エンゲージメント及び機運醸成



 
 

1 大会デザイン

エンブレム

エンブレム選定過程

　エンブレムは、ブランド・アイデンティティ（開発したデザ
インアイテム）の基礎であり、東京 2020大会を象徴する役
割も持つことから、大会で最も重要なグラフィック要素であ
る。また、開催都市及び開催国の文化と価値を反映した
デザイン要素であるとともに、世界的に語られ、理解され
るものであることが望ましいとされている。
　組織委員会は、2015年７月にエンブレムを発表したが、
ベルギーのグラフィックデザイナーが、当該エンブレムは自
身が創作したロゴマークに類似しているなどと主張し、 IOC
を相手取り、エンブレムの使用差し止め等を求める訴えを
提起した。組織委員会は、エンブレム創作デザイナーから
エンブレムデザインの創作経緯等を詳しく確認し、当該エ
ンブレムはベルギーのロゴマークの著作権を侵害するもの
ではないと判断していた。しかしながら、エンブレム創作
デザイナーから、創作したエンブレムはベルギーのロゴ
マークを模倣したものではないが、この点につき一般国民
から理解を得ることは難しく、ひいてはオリンピックのイ
メージに悪影響が及んでしまうため、エンブレムを取り下
げたいという申し出がなされた。また、一部のデザイナー
の選考過程に不明瞭さや密室性があったことについて国
民から批判が寄せられ、組織委員会は、これらのことを総
合的に勘案して、エンブレムを撤回し、新しいエンブレム
を策定することとなった。当該事案の経過の詳細について
は、前述の「２大会の推進体制（オールジャパンの取組、
大会関係者との連携）」の「2組織委員会」にある「ガバ
ナンス」の項を参照されたい。
　なお、その後、上記のベルギーのグラフィックデザイナー
によるエンブレム使用差止訴訟は途中で取り下げられた
ため、エンブレムによる著作権侵害は認定されなかった。
　こうした経緯を踏まえて進められた新しいエンブレムの
選考過程は次のとおりである。
　組織委員会は、選考過程の透明性確保のため、まず、有
識者６名からなる「東京 2020エンブレム選考に向けた準
備会」を立ち上げ、2015年９月に３回開催して、後に発足
する「東京 2020エンブレム委員会」の委員候補の人選と、
新エンブレム選定の基本方針を決定した。その後、同月に
同準備会で選出された芸術や文化、スポーツ、広告、メ
ディア、法曹などの各分野の専門家からなる「東京 2020
エンブレム委員会」が発足し、エンブレム応募審査手続や

選考、候補案の決定などの役割を担った。
　東京 2020エンブレム委員会においては、前回のエンブ
レムの反省点を踏まえ、主に次の３点を重視した。すなわ
ち、①公募を採用し、応募要件については、応募資格や
審査委員を専門家のみで構成せず、広く国民が参加可能
な仕組みとすること、②審査方法については、秘匿性を重
視し過ぎず、審査の過程で国民が参加可能な手法を検討
すること、③展開力を重視せず、多くの国民が共感できる
基本コンセプトを作成することである。
　上記３点を踏まえ、応募要件についてはデザイン経験や
受賞歴を問わず、審査方法に関しては、最終候補４案に国
民の意見を募り、またコンセプトについては大会ビジョンを
基に具体的なキーワードを提示することで共感を得られる
ものとし、最終的な応募総数は 1万 4,599件となった。そ
の後、形式要件のチェック、２回にわたるデザインのチェッ
ク、エンブレム委員会での審査を経て最終候補作品を４案
にまで絞り、国民への意見募集、エンブレム委員の記名式
の投票により、野老朝雄氏の「組市松紋」のエンブレムに
決定した。

エンブレムに込めた思い

　応募総数1万4,599件の中から選ばれた「組市松紋」の
エンブレムは、古くから世界中で愛され、日本では江戸時
代に「市松模様（いちまつもよう）」として広まったデザイ
ンを、日本の伝統色である藍色で、粋な日本らしさを描い
た。
　形の異なる３種類の四角形を組み合わせ、国や文化、思
想などの違いを示しており、同じ45個の四角形で作られた
オリンピックとパラリンピックの二つのエンブレムは、違い
はあってもそれらを超えてつながり合うデザインに「多様
性と調和」のメッセージを込め、オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会が多様性を認め合い、つながる世界を目指す
場であることを表した。
　また、エンブレムは、コアグラフィックス、スタッフのユニ
フォーム、観戦チケット、東京 2020大会メダル、東京 2020
大会公式ライセンス商品など、様々なデザインに展開された。

大会マスコット

　ミュンヘン1972大会からオリンピック・パラリンピック競
技大会で公式に採用された大会マスコットは、大会のアン
バサダーとして歴代大会の観客を魅了し続けてきた存在
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であった。組織委員会は、キャラクター大国の日本にふさ
わしいマスコットを生み出すべく、まずは有識者による選考
検討会議を開催し、選考方法を検討した。その結果、日
本中から才能のあるデザイナーを募るため、デザイン公募
が行われることとなった。

デザイン公募から決定まで

　東京 2020大会マスコットは、大会エンブレムと同様に
公募が行われ、2,042件のデザイン案が寄せられた。専
門家による審査を経て最終候補に残った３案から採用案
を決めるに当たっては、オリンピック・パラリンピック競技
大会史上初となる小学生による投票で決定するプロセス
が取られた。この投票には対象校の約８割に当たる国内外
１万 6,769校、20万 5,755学級の小学生が参加し、１学級
に１票が割り振られ、学級ごとにどの案がふさわしいか、オ
リンピック・パラリンピック競技大会の理念、マスコットの
役割、候補作品のコンセプト及び海外に伝えるべき日本文
化等について学びながら議論が行われた。組織委員会
は、マスコットに関する指導案や資料を作成し、及び配布
し、事前授業促進を図った。加えて候補作品の紹介ビデ
オや触れることでデザインが分かる立体の模型を配布し、
障がいの有無にかかわらず、誰もが投票に参加できるよう
にした。
　投票の結果、2018年２月28日に、10万  9,041票を集め
た谷口亮氏の案に決定し、及び発表された。また、こうし
た取組を通じて、子どもたちに重要な社会参画を果たした
という心のレガシーを残す契機を提供することができた。
さらに、子どもたちが、自分たちで選んだマスコットに親し
み、オリンピック・パラリンピック教育の理解が深められる
よう、学校の教育活動においてマスコットイラストを活用で
きることとした結果、全国の学校で教材や作品制作等に用
いられた。

ネーミング及びデビュー

　ネーミングは、投票の際に採用案に寄せられた小学生
のアンケートや作者の谷口氏のインタビューを基に開発さ
れた候補案に対して、審査会メンバーに谷口氏も加わっ
て、審査が行われた。
　審査の結果、東京2020オリンピックマスコットは「ミラ
イトワ」と名付けられた。この名前は「未来」と「永遠（と
わ）」という二つの言葉を結び付けて生まれた。素晴らし
い未来を永遠にという願い、世界の人々の心に、希望に満
ちた未来をいつまでも輝かせるという思いが込められた。
　東京 2020パラリンピックマスコットは「ソメイティ」と名
付けられた。この名前は桜を代表する「ソメイヨシノ」と非

常に力強いという意味の「 so mighty」から生まれた。桜
を愛でる日本の心とパラリンピックアスリートの素晴らしさ
を印象づける思いが込められた。
　2018年の７月に、このネーミングの発表とともにデビュー
イベントが盛大に行われた。

大会アンバサダーとしての活動

　東京 2020大会マスコットは、デビュー以来、等身大マ
スコットが全国各地の学校を訪れたり、スポーツイベントや
機運醸成イベントに参加したりしながら、大会アンバサ
ダーとして活躍した。
　また、スマートフォンでのコミュニケーションツールとして
日本国内で広く普及している「 LINE」のマスコットスタンプ
を制作して配信を開始し、インスタグラムのアカウントも開
設し、活動の様子を始め、大会に関する様々な情報を発
信するなどの取組を行った。
　さらに、東京 2020大会の開催１年前のタイミングではマ
スコットロボットも登場し、大会の開催に向けて子どもたち
を始めとした多くの人 と々交流が図られた。
　全国の小学校の児童による投票を行ったことで、デ
ビュー前から日本中にその存在が知られることになり、デ
ビュー当初から様々なイベントへの参加の依頼が多く、多く
の子どもたちとのエンゲージメントを深めた。また、ライセ
ンシング商品の売上げも好調で、東京 2020大会の成功に
も大きく貢献した。
　東京 2020大会の開催時には、新型コロナウイルスの感
染拡大の影響もあり、競技会場周辺での活動は制限され、
選手のおもてなし役など裏方での活躍が多くなったが、東
京 2020パラリンピックの閉会式では、登場を熱望する声
に応える形でミライトワとソメイティの両マスコットが登場
し、大きな話題となった。

都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロ
ジェクト

　東京 2020大会で頂点に立つアスリートたちの素晴らし
いパフォーマンスをたたえ、敬意を表するメダル。
　この価値あるメダルを製作するに当たり、全国の国民、
市民の一人ひとりが東京 2020大会に関与することで大会

プロジェクトキービジュアル
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プロジェクトのイメージ

機運を高めること、さらには、小型家電リサイクルの定着
と環境に優しい持続可能な社会を実現させ、レガシーとす
ることを目標として掲げ、2017年４月に株式会社 NTTドコ
モ、一般財団法人日本環境衛生センター、環境省、東京
都及び組織委員会が一体となり「都市鉱山からつくる！み
んなのメダルプロジェクト」（以下、本項において「本プ
ロジェクト」という。）を発足させた。
　世界的に活用が注目されている「都市鉱山」と呼ばれ
る家電製品などに利用されている金、銀、銅を含む金属
類の存在に着目し、全国から使用済み携帯電話、デジカ
メ、パソコン等の小型家電の提供を受け、これらから抽出
したリサイクル金属を原材料に、東京 2020大会で使用す
る約 5,000個全てのメダルを製作する取組である。
　過去には、バンクーバー 2010大会で約1.5％、リオ2016
大会で約 30％のリサイクル金属がメダルに含まれていた
が、メダル製作を目的として携帯電話等の使用済み小型
家電を回収する取組はオリンピック・パラリンピック競技大
会史上初の試みとなった。
　本プロジェクトでは、全国の国民、市民に広く参画を促
すため、全国約 2,400店舗のドコモショップにおける携帯
電話回収と、全国参加自治体等における携帯電話を含む
小型家電回収の２つのルートを設定した。
　本プロジェクトの発足当初は、回収活動に関する認知向
上を目的として、2017年４月１日の回収スタートイベントを
皮切りに、競泳ジャパンオープン2017や、2017ジャパンパ
ラウィルチェアーラグビー競技大会、Tokyo2020学園祭な
どの様々な東京 2020大会と関連の深いスポーツイベント
との連携のほか、アスリートや連携大学の学生から本プロ
ジェクトへの参画の呼び掛けやチラシ配布などに係る協力
を得るなど、広報及び PR活動を積極的に展開した。
　さらに翌 2018年以降は、マーケティングパートナーへの
協力を呼び掛け、業務用の使用済み携帯電話やパソコン
の提供を受けるなど、個人のみならず、様々な企業や団体
からも協力を得て回収活動の拡大を図った。
　2018年 10月にはプロジェクト途中経過報告として目標
量に対する達成割合を公表した。この時点では、金及び
銀については目標量の半分程度にとどまる状況であった
が、自治体やマーケティングパートナーを始めとした関係

者の更なる協力を得て回収拠点拡大を図り、取組を一層
加速させた。
　こうした多数の関係者を始めとし、政府、教育機関、家
電量販店、都営地下鉄主要駅や都立の文化及び体育施
設など、全国の様々な機関や団体の協力により、本プロ
ジェクトは全国的な活動を展開することができた。
　2017年４月から2019年３月までの２年間にわたる本プロ
ジェクト実施を通じて、ドコモショップで約 621万台の携帯
電話、全国参加自治体等で約 7万 8,985トンの携帯電話を
含む小型家電を回収した。そして、これらから金属を抽出

ドコモショップにおける携帯電話回収

100%達成のロゴ

集められた携帯電話
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することで、全ての必要金属量となる、金約32㎏、銀約
3,500㎏、銅約 2,200㎏の確保という目標を達成した。
　本プロジェクトの取組は、雑誌や新聞、テレビ番組など
多数のメディアに取り上げられ、IOC及び IPCからも持続
可能性やエンゲージメントの観点で高い評価を受けた。
　また、本プロジェクトの全国参加自治体数は、国内全市
区町村の９割以上にあたる1,621にまで増加し、小型家電
リサイクル活動を全国に広める契機となった。
　さらに、組織委員会は、全国の本プロジェクト参加者か
ら寄せられた思いを形にするため、2017年 12月から「東
京2020大会入賞メダルデザインコンペティション」の募集
を開始した。このコンペティションでは、第一線で活躍する
デザイナーやデザインを専攻する学生を対象とし、全国か
ら幅広くメダルデザインを募った。
　メダルデザインを選定する審査会メンバーには、文化庁
長官であり金属造形を専門とする宮田亮平氏を座長とし、
国内外で活躍するデザイナー、アートディレクターなどのデ
ザイン、芸術分野の専門家に加え、アスリートとして頂点
を極めたオリンピック、パラリンピックのメダリストなど、計
13名を迎えた。
　この募集に対して全国421名からのエントリーがあり、平
面デザイン審査及び立体デザイン審査を経て、オリンピッ
ク、パラリンピックそれぞれのメダルにふさわしいデザイン

を選定した。
　選定されたデザインの作成者は、川西純市氏（東京
2020オリンピック）及び松本早紀子氏（東京 2020パラリ
ンピック）である。メダルの製造は、それぞれのデザインを
基に独立行政法人造幣局が行った。
　メダルに付随するリボン、ケースの選定についても、各
分野の専門家による審査会を設けて機能性等を審査した
上、メダルデザインとの統一性の観点から、メダル本体の
デザイン審査員の議論、投票によって決定した。
　リボンの製造にあたっては、回収されたペットボトルをリ
サイクルして作られたポリエステル糸を50％以上使用し、 

CO2削減にも取り組んだ。そのリボンの裏面には円形の厚
盛りプリントを金１個、銀２個、銅３個施し、リボンを触るこ
とでメダルの種類を識別できるデザインとした。
　ケースは吉田真也氏によりデザインされた。北海道産の
タモ材を使用し、日本の高度な木工技術と職人の手で一
つずつ丁寧に仕上げられた。選手が簡単に持ち運ぶこと
ができるコンパクトなサイズでありながら、ケースにメダル
を入れて展示することも可能とした。
　メダルデザインは2019年に開催されたオリンピック１年
前イベント、パラリンピック１年前イベントにてそれぞれ発表
され、本プロジェクトに込められた思いとともに、世界へ
発信された。

オリンピックメダル

パラリンピックメダル
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パラリンピックメダルに施された穴
（触ることで金銀銅の判別が可能）

オリンピックメダルとリボン

メダルケース

　本プロジェクトにより、東京 2020大会のメダルは、原材
料の調達からデザイン開発に至るまで、全国の国民及び市
民一人ひとりが東京 2020大会に参画する、まさに「みん
なで」つくるプロジェクトとなった。また、本プロジェクトを
経て製造されたメダルは、最終的にオリンピックで2,401
個、パラリンピックで2,198個が選手に贈られた。
　一連の取組により、全国の国民及び市民が大会準備に
参画することで、東京 2020大会に対する認識が全国へ広
まった。そして、本プロジェクトを通じて広がった都市鉱山

リボンのエンボス加工

の概念や小型家電のリサイクル活動が、一人ひとりの意識
と社会の仕組みとして定着し、今後も限りある資源を有効
活用し、持続可能な社会構築につながるレガシーとなって
いくことが期待される。

ブランド・アイデンティティ・ルック

日本の美意識を色彩で表現したコアグラフィックス

　コアグラフィックスとは、大会スタッフ及びボランティアの
ユニフォーム、東京 2020大会の各種公式ライセンス商品、
競技会場や都市の装飾、大会を印象づける映像デザイン
など、幅広く展開された「 Look of the Games」（大会を
印象付ける外観）の基礎となるグラフィックである。東京
2020大会のコアグラフィックスは、日本の四季折々の自然
の色合いをテーマに、祝事やハレの日の装いとして用いら
れた十二単「かさねの色目」にインスピレーションを受け
て作成された。

かさねの色目
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デザインモチーフ

　コアグラフィックス作成のため選定された５色の色彩を
「かさねの色目」と同様に同系の６色の色彩に拡張し、東
京 2020大会のエンブレムを構成する３つの四角形に配色
し、重ね合わせてコアグラフィックスとした。

カラーパレット

　コアグラフィックスのカラーパレットは、「紅」、「藍」、
「藤」、「松葉」及び「桜」の５色であり、色彩についても
日本らしさを世界の人々に印象づけるために、「かさねの
色目」などの日本的な文化が確立された平安時代から続
く日本の伝統色を基本色として用いた。

「紅」「藍」「藤」「松葉」「桜」の5色

5色の色彩からコアグラフィックスへの過程

①「紅（くれない）」
　赤色は古来より祝事などでよく使われ、日本を象徴する
色である。
②「藍（あい）」
　日本で古くから親しまれてきた青色。世界でも日本を表
す色として広く知られ、大会エンブレムの色も藍色の一つ
となっている。
③「藤（ふじ）」
　「枕草子」に登場するなど、古来より日本の美しい花と
して知られる藤の花の紫色である。
④「松葉（まつば）」
　「枕草子」に登場する縁起が良い樹として祝事に用いら
れる松の葉の色である。
⑤「桜（さくら）」
　平安時代から日本人に広く親しまれているだけでなく、
世界の人々からも知られている桜の花の色である。
　日本人が感じる「日本らしさ」と海外の人が感じる「日
本らしさ」のバランスを取ることが非常に困難であったが、
この両面を実現させることにより、東京 2020大会にふさ
わしいデザインとなった。

スポーツピクトグラム

　東京 2020大会のスポーツピクトグラムは、東京 1964大
会で生まれたオリンピック・スポーツピクトグラムの考え方

を継承して生み出され、2019年の春に発表された。
　東京 1964大会のピクトグラムは、直線と正円のみで構
成され、世界の誰もが理解できる分かりやすさを実現し
「情報伝達」という点が重視されていた。東京 2020大会
のスポーツピクトグラムはこの考え方を継承し、さらにアス
リートたちの躍動感を表現することを目指して開発された。

東京1964大会ピクトグラムから 
東京2020大会ピクトグラムへの過程

　オリンピック33競技 50種類、パラリンピック22競技 23
種類のスポーツピクトグラムは、躍動するアスリートの姿を
美しく描くだけでなく、各競技ならではのルールや競技特
性が忠実に再現されるように工夫した。
　また、イノベーティブな大会を目指して作成されたオリン
ピック・パラリンピック競技大会史上初となる動くピクトグラ
ムは、「情報伝達」としてのピクトグラムのその先の、各競
技への興味や興奮を見る者に瞬間的に沸き上がらせる効
果を持ち、競技中継映像や、公式ウェブサイト、公式モバ
イルアプリケーションなど、東京 2020大会ならではのデジ
タルデバイスに展開された。
　東京 2020オリンピックの開会式では、動くピクトグラム
をパントマイムのパフォーマーが再現する演目が行われ、
国内外で大きな話題となり、ピクトグラムに改めて注目が
集まった。

東京 2020大会のルック

　東京 2020大会のルックは、競技会場（FOP、BOH、
FOH）、非競技会場（選手村、OF及びP Fホテルなど）、都
市装飾など、展開される場所に応じて、趣が変わる、幅広
いデザイン展開が可能なものとした。
　具体的には、コアグラフィックスに東京 2020オリンピック
や東京 2020パラリンピック、東京 2020大会のエレメント、
競技を象徴するピクトグラムを加えることを基本とし、それ
に加えて日本が世界に誇る文化、マンガやアートをデザイ
ンに用いることとした。空港ではモダンアートで選手を歓迎
し、都市装飾ではオノマトペで競技の熱狂を演出し、OF及
びPFホテルでは、伝統的な芸術作品を基調としたトラディ
ショナルアートで格調高くするなど、掲出場所の特徴に合
わせた演出により会場や街中を彩り、東京 2020大会の祝
祭感を表現した。
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ルック（空港）

ルック（選手村）

ルック（都市装飾）

ルック（ホテル）
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2 都市活動と連携した取組

シティドレッシング及びスペクタキュラー

　シティドレッシング及びスペクタキュラーは、東京 2020大
会を彩る都市活動プロジェクトの一つであった。シティド
レッシングとは、競技会場周辺を始めとし、会場までの道
のり（ベニューアプローチ）等の道路、空港、駅等を、東
京 2020大会を象徴する統一したデザインで装飾し、開催
の機運を醸成する取組である。また、スペクタキュラーとは、
オリンピック・シンボルや東京 2020大会固有のマークなど
で展開され、ホストシティ、ホストベニューの「都市の顔」
として、大会を盛り上げるとともに、大会の開催に向けた
機運の高まりを国内外に発信する取組である。
　組織委員会は、シティドレッシングガイドラインや様々な
ブランドプロパティのガイドラインを統一的な基準として開
催都市、関係自治体に提供した。開催都市、関係自治体
は、シティドレッシング及びスペクタキュラーを実施するため
の経費見積もり、製作及び掲出を行った。オリンピック・シ
ンボル（五輪）、パラリンピック・シンボル（アギトス）、大
会エンブレム、ゲームズシグネチャー（ TOKYO2020）、マ
スコット、ピクトグラム、大会ルック等のブランドプロパティ

オリンピック・シンボルのスペクタキュラー

パラリンピック・シンボルのスペクタキュラー

が街中を彩り、東京 2020大会を盛り上げた。
　シティドレッシング及びスペクタキュラーに係る装飾やシ
ンボルの設置を行う場所は、アスリートや観客の動線を踏
まえた「空港」、「駅」、「ランドマーク」、「幹線道路」及
び「ベニュー周辺」を推奨した。さらに、商店街なども含
めた都市全体にオリンピック・パラリンピックムーブメントを
拡張することで、大会の雰囲気を街中にまで届け、開催機
運の醸成を図るとともに、各地域の魅力発信にもつながる
よう配慮した。
　シティドレッシング及びスペクタキュラーの役割は、その
設置時期により変化していった。東京2020大会の開催前
には、１年前などのセレモニーと合わせて「開催機運を醸
成」し、大会の開催時には「大会の盛り上げ」を演出し
た。東京 2020大会の終了後には、オリンピック・パラリン
ピックパークの名称や、東京都や関係自治体等が設置する
大会を記念する銘板等と併せて、レガシーとして「東京
2020大会を継承」していくものとなった。

シティドレッシング及びスペクタキュラーの簡素化

　シティドレッシング及びスペクタキュラーにおける東京
2020大会の開催の延期を受けた簡素化の方針への対応
については、実施者である開催都市・東京都や関係自治
体がそれぞれの事情を踏まえて判断することとされた。組
織委員会は、開催都市・東京都や関係自治体に対し、実
施の判断に際して参考となるよう、東京 2020大会の新た
な原則や自ら行う簡素化の取組を説明するとともに、競技
会場エリアにおけるルックの削減状況等の情報を共有し
た。

ライブサイト、パブリックビューイング

　ライブサイト事業は、IOCの運営要件において「市民活
動の最も一般的な活動の一つで、オリンピック競技大会、
文化イベント、パフォーマンス、セレモニー、その他活動の
放送を楽しむために、住民や訪問者に集まる機会を提供
する。」と規定されており、大型スクリーン等を通じて、オリ
ンピックやパラリンピックの臨場感を街中に届ける、会場外
の「観客の経験」の中心となるものである。同事業は、競
技会場のチケットの有無にかかわらず、東京 2020大会を
介して人が共に集い、国内外の人々が同じ瞬間を共有する
場や機会を提供することで、にぎわいを作り出すとともに、
スポーツへの興味を喚起し、大会の機運醸成に重要な役
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割を果たすものであった。
　組織委員会では、東京 2020大会におけるライブサイト
事業を推進していくに当たり、次のライブサイトビジョンを
掲げた。 

Engage ALL JAPAN with LIVE SPORT, 
Celebrate our DIVERSITY.

　日本全国の都市に大会に参加する機会を提供し、日本
中に東京 2020大会を届け、国内外の多数の観戦客等が
ライブ中継を通じて、大会の感動と興奮を共有することで、
全国を盛り上げ、一つにする。
　様々な開催都市やパートナーと計画段階から積極的に
連携し、地域ごとに各都市の魅力を生かした個性豊かな
ライブサイトの実現をサポートし、地域の盛り上げと魅力
の発信に貢献する。

　また、このライブサイトビジョンの実現のため、次の３つ
の方針を定めた。すなわち、日本中が参加できる仕組み
（日本中でのライブサイトの開催）、スポーツを中心に置い
たプログラム開発（ライブ中継を主体とし、様々なスポー
ツに接する機会の創出）、そして、多様なステークホルダー
とのコラボレーション（大会関連イベントやマーケティング
パートナーとの連携、地域の特色を生かしたコミュニティー
参加の支援）の３点を目指すこととした。

　上記のビジョン及び方針に基づき、まずは東京 2020大
会においてのライブサイトの枠組みを検討した。特に重要
な観点は「日本中が参加」という点であったため、開催都
市である東京都や競技会場等の所在する関係自治体、そ
れ以外の全国の自治体、さらに教育機関や非営利団体等
も開催の主体となれるよう、ライブサイト事業を「東京
2020ライブサイト」「コミュニティライブサイト」「パブリッ
クビューイング」の３つのカテゴリーに区分し、それぞれ次
のように規定した。

東京 2020ライブサイト

　組織委員会と、東京都及び競技会場等の所在する関係
自治体が共催するものであり、競技観戦のために国内外
から集う人々も、地域の人々も、一体となって盛り上がるラ
イブサイトであるとした。
　主な実施コンテンツは、メインである競技中継や会場装
飾のほか、競技体験、ステージイベント、マーケティング
パートナー出展、主催者展示、飲食売店、東京 2020公

シートを目印に距離をとって観戦
（東京2020ライブサイト：山中湖村）

競技のガイドを聞きながらレースに見入る観客
（東京2020ライブサイト：御殿場市）

レースが白熱しても声を出さずに応援
（東京2020ライブサイト：裾野市）

プラネタリウムを活用した視聴体験
（コミュニティライブサイト：府中市）
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式ライセンス商品販売、マスコット出演等があり、地域や
会場の特性に応じて自治体が企画、運営及び費用負担を
行うこととした。また、組織委員会は、主にIOC、IPC、JOC
及びJPCへの連絡及び報告の業務や、放映権者、マーケ
ティングパートナー等の調整業務を担うとした。

コミュニティライブサイト

　全国の地方自治体が主催となり、子どもから高齢者まで
地域の人々が、身近な場所で大会を楽しむことができるも
のとした。組織委員会は、実施のためのガイドラインを作
成し、それに基づいて各自治体が申請した運営計画を確
認し、承認することとした。
　主な実施コンテンツは、競技中継、会場装飾、競技体
験、ステージイベント、主催者展示、飲食売店等があり、
各自治体の状況に応じて構成されることとした。

パブリックビューイング

　自治体に加え、地域の自治会や教育機関、スポーツ団
体、経済団体、国際機関等、幅広い非営利の団体及び組
織が、競技中継を行うものとした。大型スクリーン等での
競技中継映像使用に当たっては、ライブサイト同様、放映
権者の許可が必要なことから、その申請及び承認スキーム
を放映権者と構築し、ガイドラインとして明確に示すことで、
多くの実施主体が競技中継を提供できるようにした。
　なお、パブリックビューイングで実施できるコンテンツ
は、競技中継のみとした。
　このようにライブサイトの骨子を確立し、全国自治体に
周知及び説明を行った結果、2019年８月時点で東京 2020
ライブサイトは19自治体 30会場、コミュニティライブサイト
は174自治体301会場、計193自治体  331会場という、オ
リンピック・パラリンピック競技大会史上最多のライブサイ
ト実施予定数となった。
　これら３つのカテゴリーそれぞれに、アスリートによる東

東京2020大会の大舞台で活躍する卒業生を応援
（パブリックビューイング：博多高等学校）

京 2020大会の熱戦をみんなで応援し、多くの人に楽しん
でもらえるように、様々な計画が進められた。例えば、東
京 2020ライブサイトでは、海外からの多数の観客を想定
し、自治体が行う主催者展示の中で、茶道や折り紙等の
日本の伝統文化を体験するコンテンツを企画した。また、コ
ミュニティライブサイトでは、プラネタリウム等のドームシア
ターで競技中継を流す「未来のスポーツ観戦プロジェク
ト」を実施する計画が検討された。
　そのような中、2020年３月に東京 2020大会の開催の延
期が決定し、新型コロナウイルス感染症の対策として「大
勢で集まらない」、「大声を出さない」等が挙げられたこ
とから、本来のライブサイトの姿を実現することは難しい状
況となった。全ての計画を一旦止め、IOC、IPCを始め、ラ
イブサイト実施自治体、関係ステークホルダー等と、事業
の在り方について一から検討を行うこととなった。
　まず、「簡素化」という観点で整理を行った。ライブサイ
ト事業における簡素化のポイントとして、開催期間及び時
間の短縮の検討、競技中継以外の実施コンテンツの内容
や実施方法の見直し、会場の仕様（装飾等）の見直し等
を挙げ、IOCとも協議の上、実施自治体と具体的な見直し
の検討を開始した。
　次に、新型コロナウイルス感染症対策の観点から検討
を行った。コロナ対策調整会議での議論を踏まえ、「ライ
ブサイト実施における新型コロナウイルス感染症対策の
指針」を策定した。その中で、①密集、密接、密閉のい
わゆる「３密」の回避、②飛沫感染・接触感染の防止、③
殺菌・消毒の徹底、④体調管理・確認の徹底、⑤広報・
周知の徹底、⑥陽性者・体調不良者発生時等の対応計画
の作成という６つの観点を示し、それぞれの会場の特性に
応じて具体的な対策を検討するよう、実施自治体に依頼し
た。
　簡素化及び新型コロナウイルス感染症対策を考慮した
新しい計画では、想定来場者数の縮減、来場者人数コン
トロールのための事前予約制の導入、多数の集客を生む
ようなアーティストやタレントによるステージイベントの中止、
スタッフ及び来場者の検温やマスク着用等のルール設定
が、各会場の状況に応じて盛り込まれた。また一部の会
場では、ライブサイトで実施するステージイベントをオンライ
ン配信に切り替えたり、バーチャルリアリティによる競技体
験を実施したりするなど、新しい取組を計画した。このよ
うに、新型コロナウイルス感染症対策を大前提としながら
も、延期前のコンテンツに加えて新たなチャレンジも織り
交ぜながら、魅力的な会場づくりを進めていった。
　しかし、東京 2020大会の開催が近づく中でも、新型コ
ロナウイルス感染症は収束が見えない状況であったことか
ら、各自治体は医療体制、ワクチン接種状況、地域の人々
の声等を総合的に勘案し、大会の開催前から、順次ライ
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ブサイトの中止を決定した。最終的に、2020年 12月の意
向調査で18自治体25会場あった東京2020ライブサイトは
４自治体３会場となり、115自治体 165会場あったコミュニ
ティライブサイトは13自治体  16会場となった。2021年７月
から申請受付を開始したパブリックビューイングは、地元
出身の選手や卒業生の活躍を応援しようと、小規模ながら
申請数は多く、60主体62会場で開催された。
　東京 2020ライブサイトを実施した山梨県山中湖村、静
岡県御殿場市及び裾野市の３会場はいずれも自転車ロー
ドレースの通過地域であり、会場にて自転車ロードレースの
インターネット配信映像を高解像度で大型スクリーンに映
し出すとともに、ステージ上で司会やアスリートが競技の魅
力や観戦ポイントを分かりやすくガイドすることで、来場者
の競技に対する理解を深めた。また、新型コロナウイルス
感染症対策として、人流抑制を図るために来場者の居住
地制限を設けるなど、万全な体制で実施した。
　コミュニティライブサイトを実施した16会場のうち、東京
都葛飾区及び府中市、福井県福井市、長野県飯田市の４
会場では、プラネタリウムでのドーム映像を活用した未来
のスポーツ観戦プロジェクトを行い、まるで競技会場にい
るかのような迫力ある映像は、来場者に大きな感動を与え
た。
　パブリックビューイングでは、出場選手が生まれ育った
地域や卒業した学校等、密接な関係のある場所での開催
が多く、応援にも力が入っていた。主催者がスティックバ
ルーン等の応援グッズを配布したり、拍手で応援したりする
など、声を出さずに応援する新たなスタイルを確立し、会
場の一体感、盛り上がりはしっかり醸成された。
　新型コロナウイルスの感染拡大により、当初検討してい
たものとは大きく異なる実施形態となってしまったが、多く
の競技会場が無観客開催となる中で、対策を万全にしな
がら観客を入れてライブサイト及びパブリックビューイング
を実施できたことは、東京 2020大会における大きな成果
であり、スポーツの素晴らしさや仲間と応援する高揚感を
観戦した人々に届けることができた。

トーキョーウォーターフロントシティでの取組

　東京 2020大会では、７つの競技会場や聖火台、パート
ナーショーケーシングエリア等の大会関連施設が集積する
臨海副都心エリアを、「トーキョーウォーターフロントシ
ティ」と銘打ち、チケットなしで誰もが東京 2020大会の雰
囲気を楽しむことのできるオープンかつ象徴的な場所とし
て計画していた。その取組に当たっては、多数の観客等の
来場者が予想されたことや、エリア特性上、日を遮るもの
が少ないといった運営上の課題を解決するため、パート
ナーや東京都等と連携し、効果的なコンテンツの配置によ

る来場者の時間的及び場所的な分散や、暑さ対策等の取
組を実施する予定であった。
　しかしながら、都内の会場で無観客となったことを踏ま
えて、聖火台の観覧自粛や各種取組の実施の取りやめ等、
当初の計画から大幅な変更を行った。

オリンピックプロムナード

　台場・青海エリアと有明エリアを東西につなぐセンター
プロムナード（シンボルプロムナード公園の一部）を「オリ
ンピックプロムナード」と呼び、夢の大橋上に設置された
聖火台を中心として、東京 2020大会の雰囲気を感じられ
るエリアとして様々な取組を展開する計画とした。しかしな
がら、東京 2020大会の開催延期の影響や新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、計画の見直しを余儀なくされ、大
会の開催期間中を通じて観覧の自粛を呼びかけた。その
他の取組としては、マーケティングパートナーや東京都、日
頃エリアマネジメントを行っている一般社団法人東京臨海
副都心まちづくり協議会等と連携を図りながら、シティド
レッシングや暑さ対策に資するミスト等の設置について、一
部規模を縮小しつつも展開した。一方で、当初、聖火台
周辺での特別な祝祭感の創出を目的に計画したライブパ
フォーマンスやウォールアートプログラム等のコンテンツは、
東京 2020大会の開催延期後の簡素化や新型コロナウイ
ルス感染症対策の観点から取りやめとした。

聖火台運営の様子

聖火台近影
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 2020 FAN PARK内アギトススペクタキュラー

東京2020オフィシャルショップ

陸上競技体験

　なお、最も混雑が予想されたポイントの一つである聖火
台については、周囲に鉄柵を設置し「立入制限エリア」を
設けるとともに、誘導員及び警備員を配置し、来場者の
フィジカル・ディスタンスの確保及び滞留抑制を徹底した。

パートナーショーケーシングエリア

　青海地区に、屋外で行う「 2020 FAN PARK」と、屋内
で行う「2020  FAN  ARENA」の２か所のパートナーショー
ケーシングエリアを設置したが、新型コロナウイルス感染
症対策のため、東京 2020オリンピックの開催期間中は実
施を取りやめた。
　東京 2020パラリンピックの開催期間中においては、パ
ラリンピック・ムーブメントを推進し社会変革をもたらして

いくことを目的に、デジタル施策「オンライン配信（ 2020 
FAN  TV）」を軸としながら「2020  FAN PARK」、「2020 
FAN  ARENA」の両会場をオープンした。
（当初計画を始め詳細については後述の「パートナー
ショーケーシング」の項を参照）

URBAN FESTIVAL（アーバンフェスティバル）

　東京2020大会の新種目である自転車競技（BMXフリー
スタイル）及びスケートボードが行われた「有明アーバンス
ポーツパーク」の会場の運河沿い（当初は「有明体操競
技場」側でも実施を計画）でアーバンスポーツならではの
楽しみ方を提供することを目的にフェスティバルを展開す
る計画であったが、無観客の決定に伴い、実施が取りや
めとなった。
　上記のとおり、オリンピックパークではないオープンな場
所で、かつ、成熟した都市の街中においてこれらの取組を
実現し、誰でも、いつでも東京2020大会を楽しむことが
できるという「新しいオリンピックの楽しみ方」の提言を目
指して計画を進めていたが、大会の開催延期や無観客で
の開催の決定により、計画の大幅な見直しを余儀なくされ
た。
　残念ながら計画の多くは実現に至ることができなかっ
たが、競技会場や聖火台等の大会関連施設が集積した
トーキョーウォーターフロントシティの運営自体は大きな問
題なく完遂することができた。

パートナーショーケーシング

　過去のオリンピック・パラリンピック競技大会のパート
ナーショーケーシングは、オリンピックパーク内に設置され
ており、競技観戦とは別の形で大会に触れられる場として、
また、マーケティングパートナーと一般来場者の接点及び
コミュニケーションの場として位置づけられていた。一方、
東京2020大会にはオリンピックパークが存在しないことか
ら、パートナーショーケーシング単独で実施することとなっ
た。そのため、集客やパートナーの参加率が低水準となる
懸念があり、いかに魅力あるショーケーシングエリアを構
築できるか、という課題があった。
　東京 2020大会のパートナーショーケーシングは、屋外
で行うショーケーシング「 2020 FAN PARK」と、屋内で行
うショーケーシング「2020  FAN  ARENA」の２か所を、臨海
副都心エリアの「トーキョーウォーターフロントシティ」内に
設置した。
　「 2020 FAN PARK」は、青海アーバンスポーツパークと
隣接していることもあり、アーバンスポーツと身近に接する
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ことができるエリアとして特徴を際立たせた。実施した取
組としては、3x3バスケットボールとスポーツクライミングの
出場選手のウォーミングアップを間近に見られる
「PLAYGROUND」の設置やエリア内へのトライアスロン
コースの一部設置、オリンピック・パラリンピックの競技放
映、BMXフラットランドなどのアーバンスポーツの体験エリ
アを設けるなど、パートナーパビリオン以外の魅力も強化
した。
　「2020  FAN  ARENA」では、２つのホールから構成され
る会場特性を生かし、それぞれのホールでオリンピックの
スポーツ体験、パラリンピックのスポーツ体験を東京 2020
オリンピック、東京 2020パラリンピック両開催期間を通し
て行えるエリアとすることで、オリンピック、パラリンピック
を分断せず、この場所に来場すれば東京 2020大会期間

「2020 FAN ARENA」エリアマップ

「2020 FAN PARK」エリアマップ

中いつでもオリンピック・パラリンピックの両体験ができる
エリアとして特徴付けを行った。これは、過去大会にない、
オリンピック・パラリンピックの垣根を越えた初の取組と
なった。
　また、両エリア共通で、無料で入場できることはもちろ
んのこと、東京 2020大会の公式ライセンス商品を扱う「東
京 2020オフィシャルショップ」の設置、飲食及び休憩エリ
アの設置等、ショーケーシングエリアに来場するだけで、一
日中楽しめる場所として魅力付けを行った。
　過去大会においては、パラリンピック競技大会への移行
期間に、パビリオンの撤収、閉鎖等があり、パラリンピッ
ク期間の盛り上がりが低減したが、東京 2020大会では
「両期間を通して出展を行うこと」を前提に、パートナー
ショーケーシングへの参加募集を行った。その結果、大会
延期前には「2020  FAN PARK」で８社、「2020  FAN 
ARENA」で８社のパートナーのショーケーシングプログラム
への参加が予定された。
　一方、コロナ禍における実施ということもあり、競技中
継やフード販売の中止、各会場への来場者数の見直し、入
場者のコントロール及び密を防ぐための事前予約システ
ムの導入、一般来場者や関係者、大会スタッフのエリア内
入場に対する検温や消毒及びマスク着用等のコロナ対策
の徹底といった各事項を行う計画とした。また、出展予定
のパートナーに対しても、実施コンテンツに合わせたフィジ
カル・ディスタンスの設定や必要なコロナ対策を要請する
など、エリア内の安全確保に向け準備を行った。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響から、東
京 2020オリンピックの開催期間のパートナーショーケーシ
ングの実施は中止となった。
　東京 2020パラリンピックの開催期間は、大会をより楽し
むためのデジタル施策「オンライン配信（2020  FAN TV）」
を軸に、東京都在住者のみ限定で、事前予約（２時間で最
大定員1,000人）による人流コントロールを行い、「 2020 
FAN  PARK」、「2020  FAN  ARENA」両会場をオープンし、
一般来場者がパートナーショーケーシングを実体験できる
場を設けた。パートナーの参加は、「 2020 FAN PARK」で
１社、「2020 FAN ARENA」で２社となり、東京2020オフィ
シャルショップも「 2020  FAN PARK」のみでの設置となっ
たため、スポーツ体験エリアの拡充やステークホルダーに
よるブースの設置、パラリンピックの紹介コーナー及びダイ
バーシティ＆インクルージョンコーナーを新設するなど、東
京 2020大会をもっと身近に感じてもらう体験機会を創出
し、展開した。
　当初計画していたパートナーショーケーシングとは大き
く様変わりしたが、本プロジェクトにより、チケットを持って
いない人でも、オリンピック体験、パラリンピック体験が行
える場所として人気を博し、期間中約 686万人のオンライ
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 ン配信（2020 FAN TV）の視聴者と、約3万8,000人の
ショーケーシング目的の来場者を獲得した。
　東京 2020大会のパートナーショーケーシングは、オリン
ピックパークが存在しない大会、またコロナ禍で来場する
ことも難しい環境下において、オリンピック・パラリンピッ
クの垣根を越えた新しいパートナーショーケーシングの在
り方として、今後の大会のモデルとなり得るエリアとなった。

パートナーハウス

　パートナーハウスは、オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催期間に、各 NOC及び NPC、大会のマーケティ
ングパートナー、政府機関、将来の開催都市、IF、NFな
どが主催者となり、自らの文化や観光、ブランド、商品に
ついてのプロモーションを目的として設置されるホスピタ
リティスペースである。過去大会では、アスリート、大会関
係者、オリンピック・パラリンピック競技大会のファン、企
業の取引先等が来場し、スクリーン等での競技観戦、飲食、
記者会見、ミーティングなどが行われており、開催都市や
大会のファン、観客に対して文化的、経済的に様々な機会
と利益をもたらす重要な都市活動プログラムとして位置づ
けられている。
　東京 2020大会において、パートナーハウスはIOCの公
式プログラムとなり、大会の開催延期決定後に50件以上
の計画が中止となったものの、複数のステークホルダー
が、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上でパート
ナーハウスを実施した。また、感染拡大の状況を受け、特
設ウェブサイト内でハウスを訪問しコンテンツを鑑賞でき
るデジタルパートナーハウスも今大会で初めて実施された。
　組織委員会と東京都は、計画の策定段階におけるス
テークホルダーからの問合せに効率的かつ一元的に対応
するため、設置計画の手助けとなる情報や手続へのサポー
トを提供する「パートナーハウスサポートセンター（以下

パートナーハウス実施状況及び問合せ対応実績

「PHSC」という。）」を設置し、プログラムの発展を促進し
た。PHSCでは、ステークホルダーからの問合せに対応す
るためのワンストップ対応窓口が 2019年４月から2021年９
月までの30か月間、開設された。

東京2020大会で集客が多かったIPC & WOWOWパラリンピッ
ク・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM HOUSE Powered by 

TOKYO GAS、ASICS EXPERIENCE TOKYO

項目 件数

22 件（うちデジタルでの実施　5件）

　各主体件数内訳

　政府機関（大使館等）：　8件

パートナーハウス実施
　NOC：　7件

　N PC：　1 件

　マーケティングパートナー・ライツホルダー：　4件

　その他：1件

　※ 1 件は、実地およびデジタルでの実施

問合せ対応 223 ステークホルダー / 2,486 件
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パートナーハウスサポートセンターの運営体制

＜対応内容＞
・パートナーハウスを設置するスペースや業者等の紹介、
物件所有者との仲介
・都市関連情報、大会開催地域、競技会場及びその他会
場までの輸送の関連情報の提供
・ハウス設置に必要となる行政手続のアドバイス
・ハウス設置の候補地となる、公有地及び私立学校施設
の調査
・ハウスの計画及び実施に関連するガイドラインの策定、ス
テークホルダーへの周知
・ハウスの計画及び運営状況の把握（調査実施）
・観客及びメディアへの各チャネルを通した情報周知（プ
ロモーション、メディア対応）
・新型コロナウイルス感染症対策実施のサポート
・用務先登録手続、大会中の巡回による感染症対策実施
状況の確認

　ステークホルダーに対する情報提供の新たな体制、手段
を確立し、問合せ先を集約した結果、PHSCからより多く
のパートナーハウスのサポートにつなげた。
　また、東京都及び組織委員会の公式チャネルを通じて、
観客や一般に対するプログラムの事前告知を一元的に情
報配信することで、東京 2020大会の関係者及び観客や、
テレビ、インターネット等を利用したリモート観戦者の大会
への参画機会を提供した。
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東京2020パートナーハウスリスト 
List of Tokyo 2020 Partner Houses and Venues
*アルファベット順

株式会社アシックス
（日比谷） 
Asics
（ Hibiya）

株式会社アシックス
（神宮）  
Asics
（ Jingu）

ブラジル 
Brazil

内閣官房東京オリン
ピック・パラリンピック
推進本部事務局 
Cabinet Secretariat

フィンランド 
Finland

フランス 
France

イギリス 
Great Britain

ハンガリー 
Hungary 

イラン・イスラム共和国 
Islamic Republic of
Iran

イタリア 
Italy

日本 
Japan

ケニア 
Kenya

デンマーク王国 
Kingdom of Denmark

オランダ王国 
Kingdom of the
Netherlands

オランダ王国 
Kingdom of the
Netherlands

オランダオリンピック委
員会・スポーツ連合、
オランダ国立スポーツ
センター・パーペンダル 
NOC/NSF, Papendal

パナソニック 
Panasonic

プライドハウス東京
コンソーシアム 
Pride House Tokyo 
consortium

大韓民国 
South Korea

大韓民国 
South Korea

スウェーデン 
Sweden

（株）WOWOW 
WOWOW Inc. 

ハウス名 
/Name of House

期間 
/Opening Date

時間 
/Opening Hours

参加対象者 
/Participants

場所, 施設 , スペース
 /Place, Facility, Space 

エリア 
/Area

施設、スペース住所 
/Facility Address

ASICS HOUSE 7/20-8/8 11:00-20:00 招待制 
Invitation Only 

SPORTS STATION & CAFÉ/ 
緑と水の市民カレッジ（日比谷公園
内施設） 
SPORTS STATION & CAFE/
College of Green and Water for 
Citizens（ Hibiya Park）

日比谷公園 
Hibiya Park

東京都千代田区日比谷公園 1-6 
1-6 Hibiyakoen, Chiyoda-ku, Tokyo

ASICS EXPERIENCE 
TOKYO 7/9-9/9 11:00-20:00

一般公開 
Open to the
public

jing （ジング） 原宿 
jing Harajuku

神宮前
（原宿）  
Jingu-mae
（ Harajuku）

東京都渋谷区神宮前 6-35 1-2F 
1-2F  6-35 Jingumae,
Shibuya-ku, Tokyo

Embassy of Brazil in
Tokyo 7/21-8/20 10:00-16:00 混合 

Mixed
駐日ブラジル大使館 
Embassy of Brazil in Tokyo

北青山 
Kita-Aoyama

東京都港区北青山 2-11-12 
2-11-12 Kitaaoyama,
Minato-ku, Tokyo

ホストタウンハウス 
Host Town House 7/23-9/5 06:00-05:00

一般公開 
Open to the
public

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

デジタル
（オンライン）  
Digital
（ Online）

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

Home of Finland 7/23-8/8
8/24-9/5 9:00-18:00 混合 

Mixed
フィンランド大使館内 
Inside Embassy of Finland

南麻布 
Minami-Azabu

東京都港区南麻布 3-5-39 
3-5-39 Minamiazabu, Minato-ku, 
Tokyo

Club France 7/23-8/8 9:00-23:00 招待制 
Invitation Only

東京国際交流館プラザ平成 
Plaza Heisei Meeting Facilities

台場 （青海）
Daiba （ Aomi）

東京都江東区青海 2-2-1 
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo

Team GB House 7/23-8/8 10:00-22:00 招待制 
Invitation Only

青山ツリーハウス 
AoyamaTreehouse

青山 
Aoyama

東京都港区北青山 1-2-3
青山ビルヂング 2F 
2F Aoyama Bldg 1-2-3 Kitaaoyama, 
Minato-ku, Tokyo

ハンガリーオリンピック・
パラリンピック選手の紹介 
Hungary at the Tokyo 
2020 Olympic /
Paralympic Games 

8/23－9/24 10:00-17:00
一般公開 
Open to the
Public

リスト・ハンガリー文化センター 
Liszt Hungarian Cultural Institute
Tokyo

麻布十番 
Azabu-juban

東京都港区麻布十番 3-8-1 
3-8-1,Azabu-jyuban, Minato-
ku,Tokyo

美しいイラン 
Beautiful IRAN 

7/27-8/11
8/26-31 10:00-17:00

一般公開 
Open to the
Public

在日イラン・イスラム共和国大使館 
Embassy of the Islamic Republic of
Iran, Tokyo

南麻布 
Minami-Azabu

東京都港区南麻布 3-13-9 
3-13-9 Minami-azabu, Minato-ku, 
Tokyo

Casa Italia-Mirabilia 7/21-8/8 10:00-26:00 混合 
Mixed

高輪　貴賓館 
Takanawa Kihinkan

高輪 
Takanawa

東京都港区高輪 3-13-1 
3-13-1 Takanawa, Minato-ku, Tokyo

JOC Japan House 2020 7/21-8/8 
11:00-20:00

（最終入場 /Last 
admission 19:00）

招待制 
Invitation Only

ジャパンスポーツオリンピックスクエア 
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

霞ヶ丘町 
Kasumigaoka 
-machi

東京都新宿区霞ヶ丘町 4-2 
4-2 Kasumigaoka-machi, 
Shinjuku-ku,Tokyo

Kenya House 7/23-9/8 8:00-29:00
一般公開 
Open to the
public

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

デジタル
（オンライン）  
Digital
（ Online）

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

デンマークパビリオン 
Denmark Pavilion 
-the Land of Everyday 
Wonder-

8/24-9/5

平日 Weekday 
12:00-17:00
週末 W eekend 
11:00-18:00

一般公開 
Open to the
Public

デンマーク王国大使館 
Royal Danish Embassy,Japan

代官山 
Daikan-Yama

東京都渋谷区猿楽町 29-6
29-6　Sarugaku-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo

オリンピック・パラリンピッ
クから引き継がれるもの 
Olympic Heritage /
Paralympic Legacy 

7/29- 24h
一般公開 
Open to the
Public

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

デジタル
（オンライン）  
Digital
（ Online）

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

オリンピック・パラリンピッ
クから引き継がれるもの 
Olympic Heritage /
Paralympic Legacy 

7/20－9/5 ー 招待制 
Invitation Only

オランダ王国大使館 
Embassy of the Kingdom of the
Netherlands

芝公園 
Shiba Koen

東京都港区芝公園 3-6-3
3-6-3　Shiba K oen, Minato-ku, 
Tokyo

TeamNL Tokyo Expo 6/17-9/5 24h
一般公開 
Open to the
Public

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

デジタル
（オンライン）  
Digital
（ Online）

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

パナソニックセンター東京 
Panasonic Center 
TOKYO 

7/16-7/22
（ Pre Open） 
7/23-9/5
9/7-12/29 

10:00-18:00 混合 
Mixed

パナソニックセンター東京 
Panasonic Center Tokyo

有明 
Ariake

東京都江東区有明 3-5-1 
3-5-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo

プライドハウス東京レガ
シー 
Pride House Tokyo 
Legacy 

6/1-9/30
（一般向けは水木

閉館 
Closed Wed and 
Thu for the 
public） 

13:00-19:00
一般公開 
Open to the
public

プライドハウス東京レガシー 
Pride House Tokyo Legacy

新宿 
Shinjuku

東京都新宿区新宿 1-2-9
JF新宿御苑ビル 2F 
2F JFShinjukugyoen Bldg 1-2-9, 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

Korea House 8/16-9/8 8:00-22:00 招待制 
Invitation Only

ベイサイドホテル　アジュール竹芝　
バンケットホール 
Bayside Hotel Azur Takeshiba 
Banquet Hall

海岸
（竹芝）  
Kaigan
（ Takeshiba）

東京都港区海岸 1-11-2 
1-11-2 Kaigan, Minato-ku, Tokyo

Korea House 7/15-8/8 -
一般公開 
Open to the
public

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

デジタル
（オンライン）  
Digital
（ Online）

デジタル（オンライン）
Digital （ Online）

Sweden Arena 7/23-8/8 10:00-20:00 招待制 
Invitation Only

ユニクロ有明オフィス 
UNIQLO Ariake office

有明 
Ariake

東京都江東区有明 1-6-7 6F 
6F 1-6-7 Ariake, Koto-ku, Tokyo

IPC & WOWOW 
Paralympic
Documentary Series 
WHO I AM HOUSE 
Powered by TOKYO GAS 

7/23‐9/5 9:00-20:00 混合 
Mixed 

IPC & WOWOW Paralympic
Documentary Series WHO I AM 
HOUSE Powered by TOKYO GAS

豊洲 
Toyosu

東京都江東区豊洲 6-4-4 
6-4-4 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 

主催者
 /Organisation

  

  

 

   

 

  

  

マーケティングパー
トナー 
Marketing 
Partners

マーケティングパー
トナー 
Marketing 
Partners

大使館 
Embassy

政府 
Government

大使館 
Embassy

大使館 /NOC/開
催都市 
Embassy/NOC/
Host City （ Paris 
2024） 

NOC

大使館 
Embassy

大使館 
Embassy 

NOC 

NOC

政府 
Government

大使館 
Embassy

大使館 
Embassy 

大使館 
Embassy 

NOC/NSF

マーケティングパー
トナー 
Marketing 
Partners

公認プログラム 
Participation
Programme 

NPC

NOC/大使館 
NOC/Embassy 

NOC

マーケティングパー
トナー /放送権者 
Marketing 
Partners/RHB 
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パートナーハウスのマップ
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3 大会の機運醸成と参画の推進

アクション&レガシーと参画プログラム

アクション&レガシープラン

　東京2020大会は、開催都市である東京都や関係自治
体で行われるスポーツイベントにとどまらず、分野的、地域
的及び時間的に広がりのある大会を目指して取り組んだ。
　具体的には、①スポーツだけでなく、文化及び教育、経
済及びテクノロジーなど様々な分野について、②東京だけ
でなく、オールジャパン、そして世界にポジティブな影響を
与え、③それを大会中だけに限らず、東京2020大会の開
催前や大会の終了以降にもつなげていくことを目標とした。
　こうした取組を計画的に進めるため、東京都や政府、
JOC、JPC、経済界等と連携するとともに、「スポーツ・健
康」、「街づくり・持続可能性」、「文化・教育」、「経済・
テクノロジー」、「復興・オールジャパン・世界への発信」
の５本の柱のアクションの検討を進める５つの専門委員会
を設置し、オールジャパン体制での推進を目指した。
　また、「東京2020大会に参画しよう。そして、未来につ
なげよう。」をキーメッセージとして、専門委員会から専門
的な見地に基づく助言を受け、2016年に「東京2020アク
ション＆レガシープラン」を策定した。このプランでは、2016
年秋から東京2020大会の開催までの間に日本全国にお

いて、多くの国民の参画を促す様々な取組を「アクション」
として整理し、その成果として、東京2020大会を契機にそ
の後の東京都、日本そして世界に何を残し、創出していく
のかを「レガシー」としてとりまとめた。
　本プランでは、５本の柱の様々な分野でのレガシー創出
を目指した。「スポーツ・健康」では、スポーツに親しめ
る環境整備と健康増進、「街づくり・持続可能性」では、
誰もが安全で快適に生活できる街づくりや、持続可能性の
重要性をそれぞれ発信した。「文化・教育」では、日本の
多様な文化を世界に向けて発信し、オリンピック・パラリ
ンピック教育によって、「自信と勇気」、「多様性の理解」、
「主体的・積極的な社会参画」といった心のレガシーを創
出した。「経済・テクノロジー」では、東京2020大会の開
催を通じて日本経済の再生に寄与するとともに、最先端テ
クノロジーを生かしたイノベーション施策をPRしていくもの
とした。「復興・オールジャパン・世界への発信」では、東
日本大震災からの復興に関連する事項に加え、多岐にわ
たる分野の総合的な取組からなり、スポーツだけでなく広
がりを持つ取組として、レガシー創出に向けたアクションを
推進した。

アクション&レガシープラン5本の柱



 

 

東京2020組織委員会が取り組んだ代表的な取組例

＜スポーツ・健康＞

東京 2020みんなのスポーツフェス
ティバル

＜街づくり・持続可能性＞
使い捨てプラスチックを再生利用
した表彰台プロジェクト～みんな
の表彰台プロジェクト～

都市鉱山からつくる！ みんなのメダ
ルプロジェクト

日本の木材活用リレー～みんなで
作る選手村ビレッジプラザ～

＜文化・教育＞

東京 2020 NIPPON フェスティバル

東京 2020マスコット小学生投票

＜経済・テクノロジー＞

東京 2020ロボットプロジェクト

＜復興・オールジャパン・世界への発信＞

東京 2020オリンピック・パラリン
ピックに向けたポスター募集企画

東京2020 復興のモニュメント

全国の学校を対象に、運動会等で実施するオリンピック・パラリンピックに関連し
た取組を募集し、優れた取組を表彰するとともに、東京2020公式サイトを通じて
全国の学校等に情報発信。オリンピック・パラリンピック精神や競技に触れる機会
の創出を通じて大会への参画意識を向上させるとともに、スポーツをもっと楽しむ
きっかけづくりに寄与した。

国内から集める使用済みプラスチックの再生利用を基本に、海洋プラスチックも一
部活用して表彰台を製作。市民が参画して使用済みプラスチックを回収し、表彰台
を製作するプロジェクトは、大会史上初めてとなった。 （詳細は P.266）

小型家電リサイクルが定着した、環境にやさしい持続可能な循環型社会の実現を
目指す取組。東京2020大会でアスリートに授与される入賞メダルを、使用済み携
帯電話等の小型家電等から集めた金属をリサイクルして製作した。2017年 4月か
ら 2019年3月の 2年間で、大会で授与する約5,000個のメダルに必要な量の金属を
100％回収。目標とする回収量の達成後も、参加自治体や事業者による使用済み携
帯電話等の小型家電等の回収を継続。 （詳細は P.315）
全国の木材を用いて一つの建物をつくることで、オールジャパンの大会参画を実現。
さらに、各地の木材を建物のさまざまな箇所に使うことで、多様性と調和を表現。 
また、環境負荷を低減し、持続可能性の実現を目指す取組として、国産木材を使用
することによる林業の再生など、持続可能な森林の保全に寄与するとともに、各地
域に大会参画の証が残されるように、大会終了後に建物を解体した木材を自治体に
返却し、レガシーとして活用した。（詳細はP.31, 150）

組織委員会が主催する三つのプログラムと、全国の自治体や文化芸術団体等と連携
して行う共催プログラムを実施し、スポーツと共にあらゆる境界を超えた連帯の象
徴として平和な社会の実現に貢献しつつ、日本が誇る文化を国内外に発信した。さ
らに、共生社会の実現を目指して多様な人々の参加や交流を生み出し、文化・芸術
活動を通して多くの人々が東京2020 大会へ参加できる機会をつくり、大会に向け
た期待感を高めた。（詳細はP.335）
子どもたちがオリンピック・パラリンピックの意義等を学ぶとともに、東京2020
大会への興味や関心を高めることを目的として取組んだ。大会史上初めて、大会マ
スコットを全国の小学生等による投票で決定。対象校の約 8割となる 1万6,769校
20万5,755学級が参加した。（詳細はP.13, 30, 314）

史上最もイノベーティブな大会の実現に向け、大会開催中にさまざまなロボットが
人の役に立ち、社会実装の推進やロボットと人が共生する姿を発信するプロジェク
ト。車いす席での観戦者をサポートするロボットや選手や観客をおもてなしする東
京 2020マスコットロボット、運営スタッフを支援するパワーアシストスーツ、遠
隔地からも大会に仮想的に参加することができる遠隔地間コミュニケーションサ
ポートロボット等を企画するなど、さまざまな取組を展開した。 （詳細は P.255）

小・中学生のオリンピック・パラリンピックやスポーツそのものへの興味・関心の
向上を目指す取組。全国からオリンピック・パラリンピックをテーマとしたポスター
を募集し、優秀作品を表彰した。2015年度～2019年度の5年間で、累計 12万2,000
点以上の応募があった。
東日本大震災の被災地の中高生から震災時の支援に対する感謝の気持ちや、大会に
出場するアスリートへの応援メッセージを伝えるとともに、アスリートから被災地
に対して、応援への感謝やスポーツの持つ力、感動を届けることを目的に、復興を
象徴するモニュメントを制作。大会期間中は国立競技場周辺の聖徳記念絵画館前に
設置され、大会に参加した多くの選手へメッセージを伝えた。大会後は人々の心の
交流が続くことを目指し、岩手県大槌町の大槌町文化交流センターおしゃっち、宮
城県利府町のグランディ・２１宮城県総合運動公園、福島県楢葉町のナショナルト
レーニングセンター Jヴィレッジへ移設した。
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2019年度金賞受賞作品

東京 2020みんなのスポーツフェスティバルロゴマーク

東京2020復興のモニュメント

参画プログラム

　「アクション＆レガシープラン」を実現するためには、一
人でも多くの人の参画が となるため、様々な組織及び団
体が大会への機運醸成を図ることができるように、東京
2020大会独自の仕組みとして、2016年 10月から「東京

2020参画プログラム」を開始した。東京 2020大会に向
けた様々なアクション（イベント、事業等）を組織委員会が
認証し、東京 2020大会とのつながりを感じてもらうことで、
大会の機運醸成とレガシー創出を目指した。
　「東京 2020参画プログラム」では、①東京 2020大会
のエンブレムを使用できる権利を持つ、東京都、政府、会
場関連自治体、マーケティングパートナー等が実施するアク
ションを認証する「公認プログラム」と、②原則として大会
エンブレムを使用できない、会場関連以外の自治体、文
化団体、教育機関、非営利団体等が実施するアクションを
認証する「応援プログラム」の２つのプログラムを策定し
た。それぞれのプログラムでアクションが認証されると、
「公認プログラム」では東京 2020大会のエンブレム入り
の公認マークを、応援プログラムではエンブレムにあしら
われた組市松紋を活用した応援マークを、それぞれのアク
ションの告知等に使用することができることとした。
　アクション＆レガシープランの５つの柱を基に８つの分野
（「スポーツ・健康」、「街づくり」、「持続可能性」、「文
化」、「教育」、「経済・テクノロジー」、「復興」及び「オー
ルジャパン・世界への発信」）ごとにアクションを認証する
とともに、これに加え日本の伝統文化である祭りを通じて
東京2020大会の機運醸成を図ることを目的とした期間限
定の応援プログラムや、内閣官房がホストタウンとして登
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東京2020参画プログラムマーク

全国におけるアクションの広がり

東京2020参画プログラムの枠組み



録している自治体のアクションを「ホストタウンアクション」
として認証する特別プログラム、さらには、東京 2020大会
の開催１年前などのタイミングに合わせた連携企画なども
合わせ、様々な観点から日本全体を盛り上げていくための
取組を行った。
　なお、大会延期決定以降も、約 1万 2,000件のアクショ
ン申請を受理した。コロナ禍においても安全・安心に実施
できるよう、オンラインの活用や子どもたち向けの室内運動
方法の配信等、工夫を凝らした申請が多数あった。
　その結果、「東京 2020参画プログラム」は、全ての都
道府県で展開され、約 2,500の団体による約 16万件のア
クションを認証した。全国での参加人数は累計約１億7,000
万人に上り、主体団体である東京都や政府、自治体、パー
トナー企業、その他非営利団体等を通して全国的に機運
醸成が広がるとともに、各分野におけるレガシーの創出に
つながった。

アクション&レガシーレポート

　東京 2020大会に向けて「アクション&レガシープラン」
に基づく、様々な分野における取組が、東京都や政府、
JOC、JPC、経済界等、オールジャパン体制で実施された。
　また、コロナ禍においても、創意工夫がなされた多くの
機運醸成やレガシー創出に向けた取組が行われた。
　「アクション&レガシーレポート」は、東京 2020大会の
終了後、「アクション&レガシープラン」に基づいて実施さ
れた、これら様々な取組の成果に加え、未来に何がレガ
シーとして継承されていくかを整理し、取りまとめたもので
あり、2021年 12月に策定し、公表した。このレポートにま
とめた取組を、東京 2020大会の終了後も、東京都や政府、
JOC、JPC等の様々なレガシーの担い手がそれぞれ継続し
て実施し、発展させ、未来に継承していくことが期待され
る。

東京 2020 NIPPONフェスティバル

　オリンピック憲章では「スポーツを文化、教育と融合」す
ることの意義が述べられており、オリンピック・パラリンピッ
クはスポーツの祭典であるとともに文化の祭典としても位
置づけられている。東京 2020大会においては、組織委員
会が実施する主催プログラムと全国の自治体や文化団体
等と連携した共催プログラムで構成される「東京2020 
NIPPONフェスティバル」（以下、本項において「フェスティ
バル」という。）を大会公式の文化プログラムとし、
「 Blooming of Culture」のコンセプトの下、2020年に実施
することを計画した。
　しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大による東

東京 2020 NIPPONフェスティバルマーク

京 2020大会の開催延期に伴い、2020年におけるフェス
ティバルの実施を中止し、2021年の実施可否を含めて検
討を行った。その後、感染の状況も踏まえながら、専門委
員会（文化・教育委員会）での審議等を経て、一部プロ
グラムの中止（ KABUKI×OPERA「光の王」）、オンライン
イベント化、新型コロナウイルス感染症対策の徹底や事前
の来場者募集（人数制限）などの見直しを行い、新たな
形でのフェスティバルの実施を計画した。
　新たな計画を踏まえ、2021年４月から９月にかけて、次
の４つの目標を掲げ、日本全国に広がる文化フェスティバ
ルを展開した。
① スポーツと共にあらゆる境界を越えた連帯の象徴として
平和な社会の実現に貢献すること
②日本が誇る文化を国内外に強く発信すること
③ 共生社会の実現を目指して多様な人々の参加や交流を
生み出すこと

④ 文化及び芸術の分野における活動を通して多くの人々
が東京 2020大会に参加できる機会を作り、大会に向け
期待感を高めること

＜主催プログラム＞
①しあわせはこぶ旅 モッコが復興を歩む東北からTOKYO
へ Presented by  ENEOS　2021年５月から７月にかけて、
「東北復興」をテーマに、クリエイティブディレクターの箭
内道彦氏の下、被災地の県及び市と連携し、東北各地及
び東京を舞台とした文化プログラムを実施した。イベント
に向けては、東北の子どもたちとのワークショップを通して
人形をデザインし、制作ボランティア等の協力を受けた長
野県高森町で、人力で動く高さ10mを超える巨大人形
「モッコ」を制作した。
　東北各県でのイベントは、岩手県からスタートした。会
場である高田松原津波復興祈念公園（陸前高田市）に約
600人の参加者を迎え、モッコのパフォーマンスや東北の
伝統文化及び芸能と共に、多くの驚きと感動を伝えた。参
加者へのアンケートにおいても、多くの人々から、「東北各
地域の文化の発信ができたイベントだった」、「東北復興
のために貢献しているイベントだった」との評価があり、復
興オリンピック・パラリンピックに大きく貢献することができ
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巨大人形モッコの操演（高田松原津波復興祈念公園）

巨大人形モッコの操演（新宿御苑）

た。また、併せて海外メディアツアー（４社参加）を実施し、
東北文化や復興の状況等が海外へ発信された。
　宮城会場及び福島会場については、各地の新型コロナ
ウイルス感染状況を踏まえ無観客での開催としたが、地元
関係者やメディア向けにモッコのパフォーマンスを披露す
るとともに、地元自治体の協力を得て、多くの人々からメッ
セージが届けられた。
　東京でのフィナーレでは、モッコが新宿御苑に到着し、東
日本大震災以降、世界各国から寄せられた支援に関する
感謝や力強く復興に向かいつつある姿、東北文化の魅力
を、東北の人々の思いを乗せたオリジナル楽曲「とうほく
の幸」と共に発信した。宮城会場及び福島会場と同様に
無観客での実施となったが、東京 2020公式 YouTube及び
東京 2020公式 LINEでライブ配信を行い、約 102万人が
視聴した。また、多くのメディア（国内  20社、海外  11社）
がイベントを取材し、国内外にイベントの様子や、東北復
興に向けた人々の思い等が発信された。
　イベント後には、当日の様子や「とうほくの幸」を収録
したPR映像を国内外に発信した。

＜イベントの日程等＞
2021年５月15日：岩手県陸前高田市「高田松原津波復興
祈念公園」
同月22日：宮城県岩沼市「千年希望の丘 相野 公園」

同月29日：福島県南相馬市「雲雀ヶ原祭場地（相馬野馬
追祭場地）」
同年７月17日：東京都「新宿御苑 風景式庭園」

②わっさい　2021年７月18日、オリンピック開幕直前期の
プログラムとして、「参加と交流」をテーマに、総合演出の
菅野こうめい氏の下、日本文化を通じて様々な人々が交流
するオンラインイベントを、バーチャル空間上にオリンピック
スタジアムを再現して実施した。事前に全世界から投稿さ
れたイラストがバーチャル空間上でアバターとなり、ステー
ジパフォーマンスと共に参加者がみんなで踊ることを通じ
て、世界中の人々が「新しい祭り」を共に創り交流できる
プログラムを目指した。
　第一部では、「わっさい」という祭りが生まれるまでの
物語を、ダンサーたちがステージパフォーマンスで表現。
「ほのお」や「みず」、「かぜ」といったテーマのパフォー
マンスで「わっさい」誕生の物語を伝えた。
　第二部では、場所を現代のバーチャルオリンピックスタジ
アムに移し、ロックバンドWANIMAの演奏に合わせて、イ
ラストや映像で参加してくれた人たち、LIVE配信を見てい
る人たち、世界中の人たちと一緒に「わっさい」を踊り、一
つの大きな「わ」をつくり世界の心を一つにした。ライブ
配信では、約85万人が視聴し、オリンピック開幕に向けた
機運を高めた。

わっさい（第一部）

わっさい（第二部） 

③ONE‐Our New Episode- Presented by Japan Airlines
　パラリンピック開幕直前期のプログラムとして、「共生社
会の実現に向けて」をテーマにした２つの文化プログラム
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を通じて、世の中の「多様性」や「共生」に関する関心を
最大化するとともに、オリンピックにおける熱狂や盛り上が
りをパラリンピックへとつないで、パラリンピック・ムーブメ
ントを喚起した。
　まず、2021年８月22日にオンラインライブ配信した、
「MAZEKOZEアイランドツアー」では、総合構成、演出及
び総指揮の東ちづる氏の下、エンターテインメントの力に
よって多様性や共生社会の魅力をユニークに表現した９つ
の個性的な島を旅することで、多様性の面白さや心地よさ
の体験を視聴者に提供し、約 116万人が視聴した。視聴
者の多くが、多様性や共生社会に対する「共感」や「気
付き」を得ることで、意識や行動の変化の「きっかけ」と
なった（きっかけになった：79％、ややきっかけになった：
19％）とアンケートに回答しており、様々な人々が、それぞ
れが異なる特性を輝かせ、出会い、交流することで、その
価値を感じ、気付き、共感及び共鳴につながり、そして意
識や行動に変化をもたらすきっかけを創り上げることがで
きた。

「MAZEKOZEアイランドツアー」フィナーレ

　次に、「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指した
取組を実施している神奈川県と共同主催で「カガヤク　
ミライ　ガ　ミエル　カナガワ　2021　Our  Glorious 
Future ～ KANAGAWA 2021 ～」を実施した。当初は、日
本を代表するモダニズム建築群である「紅葉ケ丘文化ゾー
ン」を会場とした実施を計画していたが、新型コロナウイ
ルスの感染拡大の影響等を踏まえ、オンラインでの映像配
信に切り替えた。東京2020パラリンピックの開会式ディレ
クター及びチーフ振付家を務めた森山開次氏など、神奈川
県にゆかりのあるアーティストによるディレクションの下で、
ダンス、演劇、アート、音楽、工芸などの多彩な文化芸術
各分野について、パラリンピックの開幕直前から、20本の
映像作品を配信することで、「共生社会」の理念の浸透に
寄与することができた。

「Our Glorious Future」（神奈川県立音楽堂）

＜共催プログラム＞
　東京 2020大会を象徴する特別な文化プログラム32件
を、国、地方自治体、文化芸術団体と組織委員会が連携
して計画した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響等に
より、６件を除いた26件のプログラムが実施され、多様な
文化及び芸術が発信された。
　東京1964大会でも実施された能楽のプログラムから着
想を得た能楽フェスティバルや、世界的な評価を受ける舞
台芸術、障がい者を始めとした多様な人々が主役となるプ
ログラムなど、感染症対策を徹底しながら、競技会場所在
都市を中心に、期間中全国で展開された。
　このほか、本フェスティバルの実施期間中には、文化関
連イベントがオンライン開催を含め、全国各地で実施され、
多くの人々が参加した。これまでにない多彩で魅力的な文
化プログラムも展開され、あらゆる人が芸術文化を享受で
きる社会基盤の構築につながり、地域の活性化を促した。
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共催プログラム一覧（実施事業）

№ 事業名 実施主体 実施場所 

1 群馬古墳・埴輪わくわく体験プロジェクト 群馬県 群馬県 

2
「星降る中部高地の縄文世界～数千年を遡る黒曜
石鉱山と縄文人に出会う旅～三十三番土偶札所
巡り～山梨編～」

甲信縄文文化発信・活性化協議会（山梨県） 山梨県 

3 「現代日本画の系譜 -タマビ DNA展」 多摩美術大学 東京都 

4
信州・アート・リングス
～文化でつながる。文化を創る。そして美しい
未来へ～

長野県、（一財）長野県文化振興事業団、長野県
芸術文化協会、長野県教育委員会、信州ザワメ
キアート展 2021実行委員会

長野県 

5 とちぎの「宝」フェスティバル　～とちぎ版文化
プログラムの集大成～ 栃木県 栃木県 

6 ふじのくに野外芸術フェスタ 2021静岡 宮城聰演
出 SPAC公演　アンティゴネ ふじのくに野外芸術フェスタ実行委員会 静岡県 

7 リボーン・アートボール２０２０展 主催：茨城県
協力：筑波大学 茨城県 

8 伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバ
ル 2021 ～

（公財）東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東
京、八王子市、（公財）八王子市学園都市文化ふ
れあい財団

東京都 

9 2020インターナショナル小倉百人一首かるた
フェスティバル

（一社）全日本かるた協会、文京区、あわら市、
大津市

東京都
福井県
滋賀県 

10 あきた民謡祭２０２１ あきた民謡祭実行委員会 秋田県 

11 千葉・県民音楽祭　～世界に響け！みんなでつ
くるハーモニー～　世界を巡る音楽の旅 vol.3 千葉県 千葉県 

12 加賀百万石文化めぐり 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会、
いしかわの伝統文化活性化実行委員会 石川県 

13 プレミアムよさこい in東京 2020よさこいで応援プロジェクト実行委員会 東京都 

14 サイタマ deスポーツ＆下總皖ー音楽賞受賞者コ
ンサート 2021 ～埼玉から響く音楽のエール～ 埼玉県 埼玉県 

15 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大
会 安全祈願奉納流鏑馬 （公社）大日本弓馬会 東京都 

16 江戸東京の芸能 Discover T okyo （公社）日本芸能実演家団体協議会 東京都 

17 TURN
東京都、（公財）東京都歴史文化財団 アーツカ
ウンシル東京・東京都美術館、（特非）Ar t's 
Embrace、（大）東京芸術大学 

18 東京 2020オリンピック・パラリンピック能楽祭 （公社）能楽協会、（一社）日本能楽会 東京都 

19 福岡和文化プロムナード　世界和太鼓フェス
ティバル 福岡和文化プロムナード実行委員会 福岡県 

20 インクルーシブ NIPPON　Shinagawa発 2020能・
狂言特別公演

品川区、（社福）トット基金、（公財）十四世六
平太記念財団 東京都 

21 日本の伝統芸能「能楽」と西洋の伝統文化「オペ
ラ」の融合による文化芸術発信事業 神奈川県 神奈川県 

22 「完全版マハーバーラタ～愛の章／嵐の章」 主催：完全版マハーバーラタ実行委員会
共催：（公財）セゾン文化財団 東京都 

23 国立競技場の木のコカリナが奏でるコンサート
～世界中の友達に平和を～ （特非）日本コカリナ協会 東京都 

24 キャナルアートモーメント品川  2021 ～ Art 
Empowerment ～

品川区、（一社）天王洲・キャナルサイド活性化
協会 東京都 

25 わらアートまつり 2021 新潟市 新潟県 

26 三陸国際芸術祭 2021　『髪長姫』　アジアが紡ぐ
笛ものがたり

三陸国際芸術推進委員会、（独）国際交流基金ア
ジアセンター 岩手県
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共催プログラム一覧（中止事業）

№ 事業名 実施主体 実施場所 

1 ふるさとの祭り２０２１ 福島県、ふるさとの祭り実行委員会 福島県 

2 ヨーソロー 1000人プロジェクト～千葉から千の
響き「和太鼓 1000人打ち」 ヨーソロー 1000人プロジェクト実行委員会 千葉県 

3 とくしま音楽祭２０２１ 徳島県 徳島県 

4 親子のための組踊鑑賞教室「万歳敵討」 文化庁・（独）日本芸術文化振興会、（公財）国
立劇場おきなわ運営財団 沖縄県 

5 ツナガルアートフェスティバル FUKUOKA ふくおか県民文化祭福岡県実行委員会 福岡県 

6 東京キャラバン 東京都、（公財）東京都歴史文化財団 アーツカウ
ンシル東京 東京都

競技体験、パフォーマンス

東京 2020 Let's 55

　アクション＆レガシーの５本の柱の１つ「スポーツ・健康」
の実現を更に加速し、社会にレガシーとして残していくため
のプロジェクトとして、「東京 2020 Let's 55（ゴーゴー）」
プロジェクトが 2018年８月にスタートした。本プロジェクト
では、東京 2020大会で実施されるオリンピック競技及び
パラリンピック競技の合わせて55競技との出合いと体験の
機会を通して、大会の価値を高め、大会の開催を通じて
観客の記憶に残る感動と体験を与えることを目的に革新
的な取組を行った。

空手体験の様子

車いすバスケットボール体験の様子

自転車競技体験の様子

　東京 2020大会の開催前においては、「東京 2020大会
の競技を体験しよう！」をキャッチコピーに、大型商業施設
や証券取引所など、様々な会場においてマーケティング
パートナーや自治体との共催でイベントを開催した。開催
地は都内に限らず、福島県いわき市や愛知県豊橋市にお
いても実施するなど、開催都市以外での大会機運醸成に
も寄与した。
　競技体験のコンテンツとしては、競技用具やVRなどを
用いて実際の競技に近い体験ができるようなコンテンツか
ら、パネルなどを用いた競技ルールの紹介、アスリートに
よる実演や指導、講演など、幅広い内容を「競技体験」と
して捉えて事業を展開し、子どもたちを中心とした多くの来
場者を魅了した。
　東京2020オリンピックの開催１年前となる2019年７月に
は東京国際フォーラムで、「東京 2020オリンピック１年前セ
レモニー」と本イベントを同時開催し、フェンシングのモント
リオール 1976大会の金メダリストでもあるトーマス・バッハ
IOC会長が競技体験ブースを訪れて、中学生とのフェンシ
ング対決を披露した。また、パラリンピック１年前の2019
年８月に墨田区総合体育館及び錦糸公園で実施されたイ
ベントにおいても、アトランタ1996大会パラリンピック水泳
の金メダリストであるドゥエーン・ケール IPC副会長が、多
くの子どもたちと共に水泳教室に参加するなど、アスリート
との触れ合いにも積極的に取り組んだ。
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大会前における「東京2020 Let's 55」実績 主催　東京2020組織委員会

実施回 共催 会場 開催日 来場者数

第１回 三井不動産株式会社 三井ショッピングパーク アー
バンドック ららぽーと豊洲 2018年8月16日（木）～ 19日（日） 33,854人

第２回
青山スポーツフェス
2018実行委員会 （大日
本印刷株式会社、朝日
新聞社）

国際連合大学 2018年10月21日（日） 3,952人

第３回 福島県
イオンモールいわき小名浜 マ
リンコート、アクアマリンパー
ク、小名浜潮目交流館

2019年3月24日（日） 5,257人

第４回 野村ホールディングス
株式会社 東京証券取引所 2019年3月30日（土）～ 31日（日） 3,862人

第５回 三井不動産株式会社 三井ショッピングパーク アー
バンドック ららぽーと豊洲 2019年5月3日（金）～ 5日（日） 27,524人

第６回 ― 東京国際フォーラム
墨田区総合体育館
豊橋市こども未来館 ここにこ、
豊橋市陸上競技場

2019年7月24日（水）
2019年8月24日（土）

2019年 10月 19日（土）～20日（日） 

15,583人
4,023人

14,350人

第７回 墨田区

第８回 野村ホールディングス
株式会社

　計８回にわたり実施した本事業では、オリンピック競技
及びパラリンピック競技のうち44競技の競技体験を実施
し、延べ約 10万人の動員を実現した。
　東京 2020大会の開催の延期決定後においては、大規
模イベントの開催が困難となったことから、デジタルの世界
を通じてアスリートの景色を体感できるオンライン上のコ
ンテンツ「東京 2020 Let's 55 Virtual Experience」を始動
した。
　多角的に撮影できるカメラを用いて、アスリートの目線
で撮影したVR動画を世界に向けて配信し、ステイホーム
等の状況下においても、動画でアスリートのスーパープレ
イを擬似体験できる体感型競技体験企画を展開し、大会
が延期となった期間においても観客へのエンゲージメント
を継続した。
　こうした流れの中で培った「 Let's 55」ブランドを活用し、
競技理解を深め、競技観戦の盛り上げの契機とし、観客
の経験を最大化するコンテンツの集大成として、大会期間
中の競技会場内において競技体験コーナーを展開する予
定であったが、多くの会場で無観客での開催が決定された
ことに伴い、競技会場内における本事業の実施は見送ら
れた。本来であれば、マーケティングパートナーやIFと共
催で事業を行い、各競技会場で実施される競技の体験コ
ンテンツが展開される予定であった。
　また、チケットを持たない観客がオリンピック・パラリン
ピックに触れる機会の創出を目的として、ライブサイト会場
等を含む、競技会場外におけるLet's 55事業の展開も計
画していたが、その多くが中止となり、最終的には、パラ
リンピック大会期間におけるトーキョーウォーターフロント
シティの「 2020 FAN PARK」及び「2020  FAN  ARENA」に

おいて「Let's 55」が実施され、競技との出合いと体験の
機会を提供することができた。
　東京 2020大会の開催前から開催期間中という、約３年
間の継続した事業の取組により、多くの人々にスポーツの
魅力や楽しさを伝え、時に新たな発見を生んだことは、大
会ビジョンである「スポーツには世界と未来を変える力が
ある。」ということを直接的かつ体感的に伝えることができ
た。

観客へのパフォーマンス

　東京 2020大会は、オリンピックパークが存在しないこと
から、各会場が点在し、個々の会場において大勢の観客
の入退場運営を行っていく必要があった。そうした中、い
くつかの会場においては、運営上の都合により、セッション
入替時やシャトルバスの乗降に際して、観客に対して待機
や滞留を求める場面が生じる懸念があった。そのため、特
に滞留等のリスクが高い会場において、待機中の観客のス
トレス緩和を図ったり、分散退場を誘導したりすることを目
的に、エンターテインメント要素の強いパフォーマンス導入
の計画を進めた。
　パフォーマーの選定に当たっては、組織委員会からの委
託によるパフォーマーのほか、東京都が以前から行ってい
るヘブンアーティスト事業との協働や、東京消防庁音楽隊、
警視庁音楽隊へ協力を依頼するなど、東京都の協力を受
けながら計画を推進していった。
　しかし、東京 2020大会の開催の延期決定後、観客へ
の新型コロナウイルス感染症対策を講じた運営オペレー
ションを検討する中において、パフォーマンスの実施により
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観客が集まり、密な状況を誘発する可能性が否めないこと
から、会場における運営の工夫で諸課題を解決する方法
を模索し、本事業については、全会場において実施を見
送ることとなった。
　また、観客向けの暑さ対策事業の一貫として、パフォー
マーがミストを観客向けに散布する事業についても計画
を進めてきた。本事業は、暑さ指数（WBGT）の直接的、
数値的な低下よりも、観客への視覚的及び心情的な清涼
感の提供を主目的としており、ミストの散布に当たっては、
観客への接遇に長けたプロのパフォーマー（大道芸人、ダ
ンサー等）を「ミストクルー」として起用し、携帯型ミスト
噴霧器によるミスト散布を実施した。
　当初計画では、東京 2020オリンピックの開催期間中に
都内６会場において本事業を実施する予定であったが、都
内会場における無観客での開催が決定したことから、有観
客での実施となった富士スピードウェイ及び伊豆MTBコー
スの２会場において、当事業を実施することとした。
　新型コロナウイルス感染症対策にも留意し、観客がマス
クを外したり、密集が発生したりしないオペレーションを検
討し、パントマイムやアクロバット、ダンス等のパフォーマン
スも交えながら観客に対してミストを散布することで、暑さ
を体感的に和らげさせるのと同時に、感染リスクを高める
ことなく来場者を盛り上げることができた。

ユニークな衣装で観客を魅了するミストクルー

多様な機運醸成の取組

カウントダウンイベント

　東京 2020大会の機運醸成を図るため、オリンピック・
パラリンピック開催までの節目においてカウントダウンイベ
ントを実施した。
　2017年10月に実施したオリンピックカウントダウンイベン
ト「みんなのTokyo 2020  1000  Days to  Go!」では、日本
橋中央通りで、デイカウンターのお披露目や新種目のス
ポーツ体験を行った。また、2019年３月に実施した大会
500日前イベントでは、PRバス「500days号」が東日本大
震災の被災地の岩手県、宮城県、福島県を巡回し、地元
の子どもたちとの交流イベントを実施した。
　2019年７月に実施した「オリンピック１年前セレモニー」
では、東京 2020オリンピックのメダルの発表が行われた
ほか、IOC会長や内閣総理大臣も参加し、招待された東
京都、岩手県、宮城県、福島県の小中高生と共に、１年
前という節目を祝った。また「パ、 ラリンピック１年前セレモ
ニー」においては、パラリンピックのメダルデザインや聖火
ランナーユニフォームが発表されるとともに、2020年以降
も大会機運の高まりをパラリンピック・ムーブメントにつな
げ、東京 2020大会のレガシーとして発展させていくべく、
「ジャパンパラリンピックデー」が宣言された。
　これらのイベントにおいては、多くのアスリートも参加し、
デモンストレーションやスポーツ体験を通じてスポーツの
魅力を伝えることで、機運醸成につなげることができた。
　また、新型コロナウイルスの感染拡大により延期が決定
した後の大会１年前の日に、アスリートへのエール、大会
を支える人々への感謝及び敬意を込めた「一年後へ。一
歩進む。～＋１（プラスワン）メッセージ～ TOKYO2020」
をオリンピックスタジアムから世界に向けて発信した。

　こうした各事業が多くのメディアを通じて国内外に発信
されることで、節目となる日が広く周知され、東京 2020大
会への関心を高め、機運醸成につなげた。

待機列におけるミスト散布の様子
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カウントダウンイベント一覧

イベントタイトル 実施日

1964東京オリンピック・パラリンピック
50周年記念ウィーク スペシャルトーク
ショー

2014年 10月 10日

東京 2020カウントダウンイベント『 み
んなのスタート！ 2020 Days to Tokyo 
2020 』

2015年1月12日

東京 2020 パラリンピックカウントダウ
ンイベント『みんなのスタート！ 2000 
Days to Go!! 』

2015年3月5日

東京 2020オリンピックカウントダウン
イベント 「みんなの Tokyo 2020　5 Y ears 
to Go!!」

2015年7月24日

東京 2020パラリンピックカウントダウン
イベント 『 みんなの TOKYO 2020 5 Years 
to Go!! 』

2015年8月25日

東京 2020 オリンピックカウントダウン
イベント「みんなの Tokyo 2020 4 Years 
to Go! !」

2016年7月24日

東京 2020 パラリンピックカウントダ
ウンイベント「みんなの Tokyo 2020 4 
Years to Go!!」

2016年8月25日

東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク フラッグツアーフェスティバル～みん
なの T okyo 2020 3 Years to Go! ～

2017年7月24日

あと 3 年で開幕 !!! 東京 2020 パラリン
ピックカウントダウンイベント～みんな
の T okyo 2020 3 Years to Go! ～

2017年8月25日

東京 2020オリンピックカウントダウンイ
ベント「みんなの Tokyo 2020 1000 Days 
to Go!」

2017年 10月 28日

東京 2020 パラリンピックカウントダウ
ンイベント「みんなの Tokyo 2020 1000 
Days to Go!」

2017年11月29日

開催まであと  2 年！東京  2020 オリン
ピックカウントダウンイベント～みんな
の T okyo 2020 2 Years to Go! ～

2018年7月24日

開催まであと  2年！東京  2020パラリン
ピックカウントダウンイベント～みんな
の Tokyo 2020 2 Years to Go! ～

2018年8月25日  

500 Days to Go!東京 2020キャラバン ～
エールでつなごう～ 2019年3月12日

東京 2020オリンピック・パラリンピッ
ク フラッグツアーファイナルイベント～ 
Tokyo 2020 500 Days to Go! ～

2019年3月30日

「パラリンピック 500Days バス」が行く
みんなで楽しもう！東京 2020 パラリン
ピック 500 日前

①2019年4月7日
②2019年4月13日

東京 2020オリンピック 1年前セレモニー 2019年7月24日

場所 内容

東商ホール

東京都庁 都民広場

東京インターナショナルスクール　体育
館

シンボルプロムナード公園「夢の広場」

ダイバーシティ東京 フェスティバル広
場

東京国際空港（羽田空港）

①都立府中けやきの森学園 ②東京都庁
都民広場

東京都庁 都民広場

三井ショッピングパークアーバンドック
ららぽーと豊洲

東京都中央区日本橋中央通り

東京スカイツリータウン 4 階スカイア
リーナ

東京スカイツリータウン4 階スカイア
リーナ 

MEGA WEB

①パナソニックセンター東京 ②都立町
田の丘学園

東京駅丸の内中央広場

①三井アウトレットパーク 多摩南大沢
②三井ショッピングパークアーバンドッ
ク ららぽーと豊洲

東京国際フォーラム

「TOKYO 2020 みんなのTomorrow」
プロジェクトの紹介、未来の若手選
手と共に東京  2020へ向けたトーク
ショーを開催

新成人による『2020』の人文字、都
民広場のステージにて“『みんなの
スタート！』宣言”

ブラインドサッカー日本代表をコー
チに迎え、子どもたちがブラインド
サッカーボールを使った様々なワー
クを体験

小学生に「アンダーハンドパスリ
レー」を実技指導、カウントダウン
フォトセッション ※「未来（あした）
への道1000㎞縦断リレー  2015」と
連携企画

車椅子バスケットボールのトップ選
手デモンストレーション、競技用車
椅子の試乗体験やシュート体験がで
きる「 Try ！プログラム」等

オリンピアン等によるスペシャル
トークショー

①リオパラリンピック日本代表選手
団への応援メッセージ作成「みんな
のエールを届けよう！」②みんなで
作る東京 2020 大会エンブレム

プロジェクションマッピング 2 種類
の投影、フラッグツアー全国展開の
キックオフ

パラリンピック競技デモンストレー
ション等

「 1000」の数字を乗せた「山車」 の展
示、カウントダウン・デイカウンター
のお披露目、新種目（ 3×3 バスケッ
トボール、BMX フリースタイル、ス
ケートボード）のスポーツ体験等

東京スカイツリーのライトアップ、
パラリンピック競技体験等のブース
出展、凹凸のある 1000日前グラフィ
クス等を用いた「1000」の数字を乗
せた「山車」の展示

提灯行列、巨大提灯＆東京スカイツ
リー・全国  12 箇所の施設の特別ラ
イティングの点灯、東京五輪音頭  
-2020-

カウントダウンセレモニー、パラア
スリート等によるトークセッション、
パラリンピック競技の体験コーナー　

①ピクトグラム記者発表、「500days
号 」の お 披 露 目 と 出 発 式  ②
「 500days号」が同校で、生徒達との
交流イベント

フラッグ凱旋セレモニー、スペシャ
ルアンバサダー（ TOKIO）とアスリー
トによるトークショー・競技対決

「パラリンピック 500Days バス」 ①  
500 日前東京 2020 パラリンピッ
クパーク in 南大沢 ② 500 日前東京
2020 パラリンピックパーク in 豊洲

東京2020オリンピックメダルデザイ
ン発表、IOCから NOCへ東京 2020
オリンピックの招待状手交 ほか
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東京 2020 パラリンピック 1 年前カウン
トダウンセレモニー

東京 2020 イヤー記念セレモニー

一年後へ。一歩進む。～＋１メッセージ
～ TOKYO 2020

東京2020オリンピック100日前お披露目

東京2020パラリンピック100日前

内容

東京  2020 パラリンピック聖火リ
レー PR＆聖火ランナーユニフォーム
発表、パラリンピックメダルデザイ
ン発表

大会の開催まで半年前の節目を祝い、
オリンピックシンボルを初点灯し、
お披露目

コロナの影響で延期となったオリン
ピック・パラリンピック開催  1年前
にアスリート（池江璃花子）からメッ
セージを伝える

東京都庁に設置した大会マスコット
像と高尾山頂に設置したオリンピッ
クシンボルのお披露目イベントを開
催

東京都庁に設置したパラリンピック
シンボルのお披露目。セレモニーで、
歌舞伎俳優市川海老蔵氏による演舞

イベントタイトル 実施日 場所

2019年8月25日

2020年1月24日

2020年7月23日

2021年4月14日

2021年5月16日

NHKホール

ヒルトン東京お台場

国立競技場

①東京都庁 ②高尾山頂

東京都庁

フラッグハンドオーバー、フラッグツアー

　リオ2016大会のオリンピック閉会式及びパラリンピック
閉会式において、リオデジャネイロ市から次の開催都市で
ある東京都に、オリンピック旗及びパラリンピック旗が引き
継がれる「フラッグハンドオーバーセレモニー」が行われ
た。続いて、東京都と日本を紹介するパフォーマンスが全
世界に向けて行われた。
　なお、パフォーマンスの詳細については、前述の「７ セ
レモニー」の「開会式及び閉会式」にある「リオ2016大
会でのフラッグハンドオーバー」を参照されたい。
　2016年８月に羽田空港にてリオ2016大会から来たオリ
ンピックフラッグの到着歓迎式、９月には東京都庁都民広
場にて「オリンピック・パラリンピック　フラッグ掲揚式」が
行われた。その後、機運醸成の取組として、「東京 2020
オリンピック・パラリンピックフラッグツアー」が実施され、
フラッグは、都内 62区市町村、被災した岩手県、宮城県、
福島県、熊本県を始めとする日本全国を巡った。小中学生
のオリンピック・パラリンピック競技大会への関心を高める
ため、学校訪問イベントも実施した。
　その後、2019年３月に東京駅丸の内中央広場にてファイ
ナルイベントを開催し、フラッグの凱旋を祝った。

東京五輪音頭 -2020-

　東京1964大会時に制作され歌い継がれてきた「東京五
輪音頭」の曲調、歌詞及び振り付けを現代風にリメイクし、
また、パラリンピックの要素も追加して、「東京五輪音頭 

-2020-」を新たに制作した。老若男女、障がいの有無に
かかわらず、国内外の誰もが楽しく踊ることができる「東京
五輪音頭 -2020-」の普及を通じ、東京 2020大会の機運
醸成を図った。

　全国各地の祭りやイベントにおいて参加者が「東京五
輪音頭 -2020-」を踊れるよう、CDやDVDを各方面に配布
するとともに、公式ウェブサイトや動画配信サイトにミュー
ジックビデオや振り付けを掲載した。あわせて、各地の祭
り等で実際に踊られた動画（「踊ってみた」動画）を紹介
するページも公式ウェブサイト内で展開することで、「東京
五輪音頭 -2020-」の普及に取り組んだ。
　2018年６月に 新 宿 パ ークタワーで 実 施した
「 TOKYO2020と祭でつながろう」発表会では、「東京五
輪音頭 -2020-」を踊りたいと思うアスリートを、「東京五

2017「渋谷盆踊り大会」にて「東京五輪音頭 -2020-」を踊る様子
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「TOKYO2020と祭でつながろう」発表会

輪音頭 -2020-踊り隊！」として選任することを発表した。全
国各地で実施される祭り等にアスリートを踊り隊として派
遣することで、「東京五輪音頭 -2020-」の更なる普及に取
り組んだ。
　また、「東京 2020教育プログラム」の一環として、保健
体育の授業の題材に「東京五輪音頭 -2020-」を取り入れ
た都立南多摩中等教育学校では、生徒がアレンジした「東
京五輪音頭 -2020-」の発表会を実施した。発表会には、
オリンピアンなどアスリートも駆けつけ、共に大会への機運
醸成を図った。
　自治体や民間企業などが実施する祭り等において、自
主的な「東京五輪音頭 -2020-」の活用が普及することで、
全国各地で大きな盛り上がりを見せた。

オリンピック・パラリンピック教育の推進

　オリンピック憲章では、オリンピズムの目的は、「人間の
尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すため
に、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることで
ある」と定められている。また、オリンピック・ムーブメント
の目的は、「オリンピズムとオリンピズムの価値に則って実
践されるスポーツを通じ、若者を教育することにより、平
和でより良い世界の構築に貢献することである」とうたわ
れており、若者に対する教育は重要な要素と位置づけられ
ている。
　そこで、東京 2020大会に向けて、組織委員会は、大会
準備及び運営のあらゆる場面において、チャレンジ精神や
フェアプレー精神、努力及び友情の重要性、障がいのある
人や海外文化等の多様性に関する理解など、様々な学び
の機会を子どもたちに提供した。具体的には、「自信と勇
気」、「多様性の理解」及び「主体的・積極的な社会参
画」の３つの心のレガシーを創出することを目指し、後述す
る東京 2020教育プログラム「ようい、ドン！」を実施した。
　また、国では学習指導要領の改訂によるパラリンピック
教育の規定（ 2017年度及び 2018年度）、「オリンピック・
パラリンピック・ムーブメント全国展開事業（オリンピック・
パラリンピック教育全国中核拠点）」（2017年度から2021
年度まで）の展開のほか、ホストタウン事業における児童
及び生徒の国際交流の推進など、全国でのオリンピック・
パラリンピック教育の推進に取り組んだ。
　さらに、開催都市である東京都教育委員会では、「ボラ
ンティアマインド」、「障害者理解」、「スポーツ志向」、「日
本人としての自覚と誇り」及び「豊かな国際感覚」の５つ
の資質を育むことを目的とし、全ての公立学校においてオ
リンピック・パラリンピック教育を、2016年度から2021年
度まで実施した。その一環として、都立工芸高等学校定時
制課程の生徒が製作した「こん棒」は、東京 2020パラリ
ンピックの陸上競技「こん棒投」競技で使用され、世界新
記録が樹立された。

東京 2020教育プログラム「ようい、ドン！」

　オリンピックは、世界中のアスリートが競い合う姿を目に
することを通じ、自己ベストを目指して努力することの尊
さ、スポーツを通じた友情や尊敬を学ぶきっかけとなる。パ
ラリンピックは、様々な障がいのあるアスリートが創意工夫
を凝らして限界に挑んでいる様子を知ることで、多様性を
認め、誰もが個性や能力を発揮し活躍できる機会が与え
られていることや共生社会の重要性を学ぶきっかけとなる。
東京 2020教育プログラム「ようい、ドン！」は、東京 2020
大会が子どもたちにとって掛け替えのない財産となるよう
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「ようい、ドン！」ロゴマーク

「ようい、ドン！」キックオフイベント（2017年4月6日）

授業風景

に、オリンピックの価値（卓越、友情、敬意／尊重）及び
パラリンピックの価値（勇気、強い意志、インスピレーショ
ン、公平）を学ぶ「オリンピック・パラリンピック教育」を
全国で推進する事業である。対象は、幼稚園段階から高
等学校段階までの学校である。
　なお、本プログラムの「ようい、ドン！」という名称には、
東京2020大会を通じて、次世代を担う子どもたちがスター
トを切るという思いが込められており、本プログラムの実現
に当たっては、東京 2020大会の専門委員会である文化・
教育委員会、文部科学省、東京都教育委員会、その他の
教育委員会、大学を含む学校、JOC、JPC及び東京 2020
大会パートナー企業等の関係団体の多大なる貢献があっ
た。
　組織委員会は、まず、教材、教師用指導案及び授業用
参考資料等を東京 2020教育プログラム特設サイト
「 TOKYO 2020  for KIDS」（以下「教育サイト」という。）に
て配布した。主な教材は、IOC公認教材「オリンピック価
値教育の基礎（OVEP）」、IPC公認教材「 I’mPOSSIBLE（ア

イムポッシブル）」及び東京都教育委員会作成「オリンピッ
ク・パラリンピック学習読本」（以下、本項において「読
本」という。）であり、全国の小学校から高等学校等の授業
で活用された。また、東京2020大会マスコットや東京2020
聖火リレー、学校連携観戦等、東京 2020大会の主要事
業に関連した学びの促進のため、個別の教師用指導案及
び授業用参考資料等を作成及び配布した。これらの教材
は教育関係者が無償でダウンロードし利用することが可
能であった。また、一部の教材は関係団体により、製本版
も配布された。
　「 I’mPOSSIBLE」は、JPC、日本財団パラリンピックサポー
トセンター等により、日本全国約3万6,000の小・中・高
及び特別支援学校に製本版が無償配布された。この教材
を基に日本財団パラリンピックサポートセンターにより全
国で教員向け研修会が実施されるなど、国内のパラリン
ピック教育の推進に大きな役割を果たした。読本は、オリ
ンピック・パラリンピックの精神やスポーツ、文化、環境な
ど、東京 2020大会に関する基礎的な内容を幅広く学ぶこ
とができる教材で、東京都教育委員会により、都内約2,600
校の小中学校、高等学校及び特別支援学校に配布された。
　次に、組織委員会は、オリンピック・パラリンピック教育
に取り組む学校の教育事業を東京 2020オリンピック・パ

『I’mPOSSIBLE』教材イメージ

東京2020マスコットによる学校訪問（ 2018年9月10日）
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ラリンピック教育実施校「ようい、ドン！スクール」として認
証する「学校事業認証」を、2016年 10月から東京都等で、
2017年４月から全国で展開した。「ようい、ドン！スクール」
には、オリジナルの認証書の授与や東京 2020主催教育プ
ログラムへの参画機会の提供のほか、東京 2020教育プロ
グラムのロゴマークや名称、東京 2020マスコットイラスト
等の知的財産を教育活動の範囲内であれば自由に活用
できることとした。最終的なスクール数は、全47都道府県
及び海外（日本人学校）で合計 1万 9,005校に上った。東
京都においては全ての公立学校が、全国の小学校におい
ては約７割の学校が認証され、全国の学校においてオリン
ピック・パラリンピック教育が取り組まれた。
　なお、組織委員会は、教育サイト及び認証校向けメー
ルマガジン「ようい、ドン！通信」を運用し、教員や児童・
生徒に対し、いつでも最新の大会情報が得られるようにす
るとともに、各々の関心に沿った教材や授業で活用できる
素材等を無償でダウンロードできるようにした。さらには、
各学校における計画の参考となるよう、優れた取組事例を
紹介するとともに、学校や児童及び生徒が参加できるよう、
イベント・プログラム（詳細は後述の「東京 2020大会の
子ども向けプログラム」の項を参照）の周知を行った。
　これらの取組を通して、オリンピック・パラリンピック教
育に関する教材や経験が蓄積するとともに、オリンピック・
パラリンピック教育に係る情報共有やノウハウの継承を効
率的かつ活発に行う関係者間のネットワークが構築され

東京2020高校生英語スピーチコンテスト表彰式（ 2019年12月22日）

東京 2020聖火リレーに係る訪問授業（2019年6月27日）

アスリートと東京 2020マスコットとの集合写真
（2018年10月25日）

た。大会後も引き続き学校がオリンピック・パラリンピック
教育に取り組みやすい環境が維持され、オリンピック・パ
ラリンピック競技大会の価値を通した学びが継続されるこ
とが期待される。

東京 2020 大会の子ども向けプログラム

　組織委員会は、オリンピック・パラリンピック教育を受け
た児童及び生徒が東京 2020大会に参画できるよう、様々
な機会を提供した。
　また、大会本番では、子どもたちに一生に一度の経験
を提供するため、関係団体と連携の上で様々なプログラム
を実施し、世界中から集まるトップアスリートやボランティ
ア等の姿を通じた学びの機会や、子どもたち自身がそれま
でのオリンピック・パラリンピック教育で学んだ成果を発揮
する機会を提供した。

東京 2020大会への参画機会の提供

　東京 2020大会前には、まず、東京 2020オリンピック・
パラリンピックフラッグツアーの一環として43道府県で45
回実施した「東京 2020小中学校訪問イベント」（2016年
度から2018年度まで）、全国約８割の小学校が参加した
「東京 2020マスコット小学生投票」（2017年度）のほか、
アスリートや東京 2020マスコットによる学校訪問イベント
の実施等により、日本全国で東京 2020大会を身近に感じ、
学びを深める機会を創出した。
　また、小中学生から累計 12万 2,000点以上の応募が
あった「東京 2020オリンピック・パラリンピックに向けた
ポスター募集企画」（ 2015年度から2019年度まで）、高
校生に「平和の祭典」としてのオリンピックの価値を普及
啓発した「東京2020高校生英語スピーチコンテスト」
（2019年度）等は、子どもたちが自発的に大会に参加で
き、オリンピック・パラリンピック教育の成果を表す絶好の
機会となった。
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　さらに、学校の運動会及び体育祭等におけるオリンピッ
ク・パラリンピック関連の取組を表彰する「東京 2020みん
なのスポーツフェスティバル」（2019年度）、聖火リレーに
係る教育活動を促進する「東京  2020聖火リレー×教育プ
ログラム」（ 2019年度から2021年度まで）等により、東京
2020大会への参画意識の向上とともに、優れたオリンピッ
ク・パラリンピック教育事例の収集及び参考事例として他
校への共有を達成した。
　東京 2020大会の開催時には、オリンピック・パラリン
ピック教育の集大成として、大会観戦や運営への参画等、
様々なプログラムを展開した。
　例えば、部活動等で競技経験のある高校生約 1,500人
が、東京 2020オリンピックではサッカー（ボールパーソン）
やバレーボール競技（モッパー）などの14競技において、パ
ラリンピックでは車いすテニス（ボールパーソン）とアーチェ
リー（スコアカードキャリアー）の２競技において競技支援
を行い、トップアスリートの間近で東京 2020大会に参画す
る貴重な経験をした。また、セッションの合間のスポーツ
プレゼンテーションでは、高校生がダンスやマーチングバン
ド、ダブルダッチ（縄跳び）等で日頃の活動の成果を披露
し、アスリートを勇気づけた。競技会場の来場者をアサガ
オの鉢植とメッセージで出迎える「フラワーレーンプロジェ
クト」では、競技会場付近の学校を中心に合計約 300校
が参加し、各競技会場において、子どもたちが約3万3,000
鉢のアサガオを育てた。多くの会場が無観客での開催と
なったため、アサガオの鉢植えは、選手の通行ルートやメ
ディアなどの関係者用の通路等に設置され、子どもたちの
歓迎の気持ちがアスリートや関係者を通じて世界に伝え
られた。
　これらの施策は、地元自治体及び教育委員会を始め、
各競技連盟やマーケティングパートナー等の関係団体が、
子どもたちに一生に一度の掛け替えのない経験を提供す
るという目標に向かい、一丸となって取り組んだことで実
現した。

観戦機会の提供

　組織委員会は、次世代を担うより多くの子どもたちが、
観戦を通してオリンピック・パラリンピックの素晴らしさや
世界中の人 と々交流する楽しさを体験し、一生の財産とし
て心に残るような機会を提供するため、自治体や学校単位
で低廉な価格で購入できる「学校連携観戦チケット」を企
画した。大会延期前にはオリンピックで約 60万枚、パラリ
ンピックで約 68万枚の購入申込みがあった。
　新型コロナウイルスの感染が懸念される中ではあった
が、安全・安心な観戦を実現するため、組織委員会、自
治体及び学校が密に連携し、間隔を空けた着席による観

戦の実現や、メッセージボードや旗等を活用した声を出さ
ない応援など、様々な課題を解決しながら運営を推進し
た。特に、2021年８月のIPC、組織委員会、東京都、国の
四者協議では、パラリンピックにおいては、共生社会の実
現に向けた教育的要素が大きいことに鑑み、保護者等の
意向を踏まえて自治体や学校設置者が希望する場合には、
安全対策を講じた上で実施できるようにすることとされた。
最終的には約２万人（東京2020オリンピックで約4,700
人、東京 2020パラリンピックで約１万 5,700人）の子ども
たちが競技会場に足を運び、観戦した。
　子どもたちの観戦体験がより印象的かつ効果的なもの
となるよう、事前及び事後学習用の教師用指導案、児童
及び生徒用観戦ワークシートを作成し、教育サイトで無償
配布した（監修：国立大学法人筑波大学）。教育サイトは
大会延期後も継続して運営し、2021年９月末まで、自由に
教材をダウンロードし活用することができた。観戦した子
どもたちからは、「現地で見る迫力に圧倒された」、「障が
いを乗り越えた姿を尊敬する」や「心の中でしっかり『レ
ガシー』として残る経験となった」といった声が聞かれた。
　
　このように、東京2020大会の参画の機会及び観戦機会
等を提供したことで、オリンピックやパラリンピックの競技
への興味関心の向上のみならず、世界中から集まる多様な
人 と々の触れ合いを通した「多様性の理解」、自らの個性
を生かした活動による「自信と勇気」、さらに「主体的及
び積極的な社会参画」という心のレガシーを残すことにつ
ながった。

大学連携

連携協定締結の始まり

　2014年６月23日のオリンピックデーに、組織委員会は、
全国の大学及び短期大学と、連携協定の締結を開始し
た。同日には、早稲田大学大隈記念講堂大講堂にて、「大

大学連携協定締結式・記念シンポジウム
（早稲田大学大隈記念講堂大講堂）
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学連携協定締結式・記念シンポジウム」が開かれ、多くの
大学関係者が一堂に会し、次代を担う若い世代に向け、オ
リンピック・パラリンピック教育の推進や大会機運の醸成
に取り組むことが宣言された。
　この連携協定は、同年開催されたIOC臨時総会で採択
されたアジェンダ2020に提言される「Engage  with youth
（若者と交流すること）」の実現を目指したものでもあった。
大学と連携を図ることで、一人でも多くの若者が、オリン
ピック・パラリンピックに関心を持ち、あらゆる形で東京
2020大会に参画すれば、オリンピック・パラリンピックの
新しいムーブメントとなって、大会を成功に導き、オリンピッ
ク・パラリンピックの未来を創ると考えた。組織委員会は、
この取組を「大学連携」とし、「教育」、「経験」及び「レ
ガシー」の３つのキーワードを選定した。また、専門的な
識見に基づく助言を得て、大学連携の進め方を検討するた
め、「大学連携検討会」も設置した。
　以降、大学連携として、様々なプログラムや、機運醸成
に取り組んだ。

出張講座プログラム

　まずは、オリンピック・パラリンピックの歴史や理念、そ
して、東京 2020大会が目指す姿を、若者たちに伝えてい
くことが重要と考え、連携大学へオリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に関する講座等の実施を呼び掛けることとし
た。しかし、大学には学びの環境はあるものの、全国的に
指導教員の数が不足しており、開講が難しいという声が多

出張講座プログラムに参加する学生たち

くあった。そこで、日本オリンピックアカデミー（JOA）又は
組織委員会の職員を講師として連携大学へ派遣し、オリン
ピック・パラリンピック競技大会に関する授業や講座を実
施する「 Tokyo2020出張講座プログラム」を、2015年９月
より開始した。
　多くの大学が遠隔授業となった2020年も、オンライン
講座としてプログラムは継続し、最終的には、テーマは50
以上、受講者は計 2万 6,000人を超えた。また、特別企
画「 Tokyo2020出張講座プログラムSpecial」も計３回実
施した。本プログラムは、オリンピック・パラリンピック競
技大会を経験した者、大会に従事してきた者、大会の準
備及び運営に携わる者から、直接、話を聞くことのできる
貴重な機会として、全国で実施された。東京 2020大会の
終了後も、日本オリンピックアカデミー（JOA）により、プロ
グラムは継続している。

東京2020大会における大学連携
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大学連携’17イベント「 Tokyo2020学園祭」（明治学院大学）

Tokyo2020学園祭

　協定締結後の2014年から２年にわたり、東京 2020大
会に向けた、学生との意見交換を目的とした「地域巡回
フォーラム」が、全国 12都道府県 13校の連携大学にて、順
次行われた。また、リオ2016大会が開催された2016年
には、出場した学生アスリートや、現地でボランティアを体
験した学生を迎え、学生のための「Rio to Tokyo」（シン
ポジウム・パネルディスカッション）を実施した。
　2017年には、学生たちにとって、オリンピック・パラリン
ピックをより身近なものにしていくため、大学連携オリジナ
ルの機運醸成イベント「 Tokyo2020学園祭」を立ち上げた。
　近代オリンピック競技の一つであった「芸術競技」を現
代風にアレンジし、学生によるパフォーマンスバトルを実施
した。好評を得た第一弾に続き、2018年には、第二弾
「 Tokyo2020学園祭  the  2nd」として、オリンピズムの根本
原則である「肉体と意志と精神の資質を高め」、「スポー
ツと文化、教育の融合」をテーマに、オリンピック・パラリ
ンピックや東京 2020大会に関するクイズとスポーツのバト
ルイベントを実施した。2019年には、第三弾として、活動
の場を全国に広げ、６つの連携大学で「 Tokyo2020学園
祭next」を開催した。現地の学生と共に、東京 2020マス
コット「ミライトワ」と「ソメイティ」のステージやブースを
企画し、学生だけでなく、地域の子どもたちや家族も巻き
込んで、PRすることができた。

　コロナ禍となった2020年には、学生のアイデアによる
「 Tokyo2020学園祭  online」を開催し、学生が取材した
競技会場や大会の準備状況の様子がライブ配信された。
　各地での盛り上がりは、やがてムーブメントとなり、次
第に、学生や連携大学主体による独自の活動へとつながっ
ていった。このような活動の多くは、東京 2020参画プログ
ラムとしても実施された。

大会に向けた準備

　2020年が近づくにつれ、東京 2020大会の開催時を見
据えたプログラムも増えていった。中でも、大会ボランティ
アについては、大学連携の発足時より学生の関心が高く、
情報配信やシンポジウムの開催、イベントの際には学生か
ら運営ボランティアを募るなど、長年、機会の提供に努め
てきた。2018年には、大会ボランティアの募集開始に先立
ち、学生及び教職員を対象に、全国 12都道府県 13校の
連携大学で、大規模な説明会も開催した。こうした取組に
より、多くの若者が大会ボランティアに応募した。
　東京 2020大会への期待が高まる中、2020年３月、大
会が延期される事態となった。しかし、それまでに連携協
定を締結していた全ての大学及び短期大学が、大学連携
の継続を承認し、引き続き、協力体制を図っていくことと
なった。

349 



大会期間中のプログラム

　東京 2020大会の開催時には、各 FAの連携の下、様々
なプログラムが用意されていた。コロナ禍の影響で、その
多くが中止となった中で、「情報保障プログラム」について
は、東京都と共同して実施することができた。このプログ
ラムは、若い世代で多様性やD&Iに対する関心が高くなっ
ていたことを受けて準備してきた、大学連携の新しい試み
でもあった。プログラムは、東京 2020オリンピックの開催
期間中の馬術、アーチェリー、バドミントン及び卓球の４競
技で実施され、51セッション、延べ 97名の学生が参加し
た。
　参加した学生は、会場においてビデオボードや競技
フィールド等を確認しながら、多言語同時翻訳システムに
接続された専用タブレットに競技情報を文字入力し、会場
内に配信した。この情報は、会場で専用アプリケーション
（おもてなしガイド）を使用すると、スマートフォンに７言語
（日本語、英語、中国語（繁体字及び簡体字）、韓国語、
スペイン語及びフランス語）で配信内容が表示されること
から、外国人や聴覚障がいのある方にも競技情報を提供
することができた。さらに、スマートフォンの音声読み上げ
機能を活用すると、音声による確認も可能になるため、視
覚障がいのある方にも有用なものとなった。
　このプログラムの実施により、様々な言語、障がいにか
かわらず、誰もが一緒に競技観戦を楽しめるよう、学生た
ちが配信者となり、専用アプリケーションを通じて、豊かな
感性で競技や会場の様子を伝えた。加えて、このプログラ
ムは、東京 2020大会を通して体験的に社会の課題を理解
し、意識の変化をもたらす貴重な機会となった。
　また、連携大学からは、各国の事前キャンプの受入れを
始め、大学の施設の練習会場としての貸出しなど、東京
2020大会の運営においても、多大な協力を得た。

大会を終えて

　東京2020大会の終了時には、連携協定の締結校は810
校となっていた。これほどの大学及び短期大学が、オリン
ピック・パラリンピックムーブメントに関わることは過去に例
がなく、また、このような形で若者の参画や協働に取り組
んだことは、オリンピック・パラリンピック競技大会初の試
みであった。東京 2020大会は、未来の社会を創る若者た
ちにとっての実践の場となり、自由な発想による思考と行動
と、それを支えた連携大学こそが、大学連携のレガシーと
なっていくことが期待される。
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9　広報活動



 

1 広報戦略

広報戦略

　オリンピック・パラリンピック競技大会を実際に競技会場
で体験できる人は一握りであり、多くの人々はメディアやそ
の他のコミュニケーションを通じて大会を経験する。組織
委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大以前より、この
ことを念頭に、東京 2020大会を都民、国民そして世界の
人々の記憶に残し、大会を成功させるために、コミュニケー
ション活動を推進してきた。その重要なミッションは、大き
く３つに定義された。①スポーツの力・価値の発信と社会
への浸透、オリンピック・ムーブメント及びパラリンピック・
ムーブメントの推進、②戦略的なコミュニケーションを通じ
た機運醸成とエンゲージメント活動、③東京 2020大会の
レピュテーションの擁護である。
　ミッション達成のために、戦略的に様々な取組を実施し
た。まず、卓越したコミュニケーションのために、東京都、
国（内閣官房、文部科学省、スポーツ庁）、JOC、JPC、JSC
などの関係団体と広報担当レベルで日常的に連携し、コ
ミュニケーションの効果を最大化するとともに、様々な事案
において適切な対応を行った。これらの関係団体と2014
年当初から定期的にミーティングを行い、意思疎通を常に
円滑に行える関係を構築した。「ALL  JAPAN広報ミーティ
ング」と題したこのネットワークは、本大会に至るまで有効
に活用された。
　また、広報案件ごとにターゲットを考慮し、メッセージの
内容、スピーカーの選定、コミュニケーション・チャンネル
の選択において最適化を行い、戦略的なコミュニケーショ
ンを行った。特に、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、イベントなどで直接人々に体験を提供できる機会が減
少したことに伴い、ソーシャルメディアを始めとしたデジタ
ルメディア（ウェブサイト、SNSなど）、ポスターや印刷物
など多様なツールの重要度が増し、それらを活用すること
で、幅広いチャンネルを経由した情報発信に努めた。
　そして、東京 2020大会の開催に向けては、チケット購
入意向やオリンピック競技、パラリンピック競技それぞれの
観戦意向、マスコットの認知度等の国民の意識を継続的に
調査し、客観的な情報を得ることで、各種施策の策定、見
直し等に生かすとともに、日々変化していく時流や世の中
の環境の変化に柔軟に対応しながら、メッセージを発信し
ていった。
　また、組織委員会からの一方的な発信だけではなく、多
くの国民との双方向コミュニケーションの機会を創出する
ことで大会に向けての機運醸成を図った。マスコットの決

定においてはオリンピアンやパラリンピアンをゲストに招き、
児童たちがオリンピック・パラリンピックの理念やマスコット
の役割を学ぶ「マスコット投票授業」を行い、メディアに
公開した。大会の意義についてオリンピアンを通じて学ぶ
ことで、参画意識の向上に寄与した。「都市鉱山からつく
る！みんなのメダルプロジェクト」や「使い捨てプラスチッ
クを再生利用した表彰台プロジェクト～みんなの表彰台
プロジェクト～」など一般の人々の参加により推進された
プロジェクトでは、メディア向けのイベントも開催し、アス
リートやアーティストなど各界の著名人を起用することで、
幅広い年代に持続可能性や SDGsへの理解促進、東京
2020大会開催の意義などの発信を行った。
　東京 2020大会は、大会の開催を通じた復興への貢献
を一つの重要なテーマとして掲げ、スポーツが人々に与え
る勇気や力をレガシーとして残し、未来につなげることを
目指して様々な取組を展開した。ワールドプレスブリーフィ
ング等で海外のメディアに対して被災地の食材をPRすると
ともに、東京都による被災地メディアツアーも実施し、聖
火リレーと併せて復興に向けて力強く歩む東北の姿を国
内外のメディアに向けて発信した。
　東京 2020大会の開催期間中は、デイリーブリーフィング
を毎日実施し、史上初めて開催が延期され、コロナ禍で
開催された大会として、関係者の新型コロナウイルスの感
染状況や陽性者への対応状況など、メディアからの質疑応
答に対し丁寧に対応した。
　東京 2020大会の開幕までは、メディアの世論調査でも
大会の開催に否定的な意見が多く、中止又は再延期を求
める声が７割程度を占めるに至ったが、大会の開幕以降
は、選手から主催者への感謝のメッセージを始めとする世
界のアスリートのポジティブな声が追い風となり、世論は６
割から７割の人々が「大会を開催して良かった」との意見

メダルプロジェクトの様子
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に変わっていった。厳しい状況にあっても、コミュニケー
ション上のミッションをしっかり果たし続けてきたことで、こ
の世論の変化を得ることができた。
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2 広報ツール

公式ウェブサイト等

公式ウェブサイト、モバイルアプリケーション

　インターネット人口は日々拡大し続けており、東京 2020
大会の機運醸成を図るためには、広報戦略として、ウェブ
サイトを通じたコミュニケーションが重要であった。また、イ
ンターネットへ接続する端末（デバイス）は、パソコンから
スマートフォンなどのモバイル端末への移行が進んでおり、
スマートフォン向けのアプリケーションの配信の重要性も
拡大している状況であった。
　組織委員会では、2014年より公式ウェブサイトを公開し
ていたが、2020年２月には、東京 2020大会の開催期間
中を見据えてウェブサイトを一新し、「GamesTimeウェブ
サイト」として改めて公開した。さらに、スマートフォン向け
アプリケーションの配信を2021年６月から開始した。どちら
も開発から運用に当たっては、組織委員会、IOC及び OCS
との協業により、言語や国、所属組織の壁を越え、それぞ
れの得意分野を生かした活動を行った。
　組織委員会は、日本人アスリートや開催都市の模様を
中心に取材し、コンテンツを制作することに加え、組織委
員会としての広報機能も利用した活動を行った。IOC及び
OCSは、世界中のアスリートへの取材と、オリンピックチャ
ンネルで培った映像コンテンツの制作ノウハウを生かして
動画コンテンツを配信した。
　このような複数組織でのコラボレーションを推進するた
め、2016年から複数回にわたりワークショップを開催し、
ウェブとアプリが持つ役割の意識合わせを始め、具体的に
行うべきことや役割分担の検討を進めた。
　2020年１月から東京 2020大会の開催の延期決定
（ 2020年３月）までと、2021年６月以降は、OCSスタッフが
組織委員会のオフィスに頻繁に来訪し、壁を越えた「ワン
チーム」としてコンテンツの計画から制作までを実施した。
　東京2020大会の開催期間中は、マドリードのOCSオフィ
スとの時差を活用し、東京が真夜中になる時間帯に、マド
リードで１日のハイライトや翌日の機運を高めるコンテンツ
を制作することで、コンテンツの充実と東京の大会スタッフ
の活動時間の適正化を同時に実現した画期的な取組と
なった。
　IOCと共同開発したGamesTimeウェブサイト及びアプリ
のソフトウェアは、東京 2020大会の公式ウェブサイトに求
められるニュース、スケジュール、競技結果等の表示を汎
用的に実装した。公式ウェブサイトの累計閲覧者数は約 1

億9,730万人となり、オリンピックの公式ウェブサイトとして
は過去最多の訪問者数となった。また、アプリのダウンロー
ド数は約550万回となった。これらは次回以降の大会にも
活用できるものとなり、大会後のデジタルレガシーとなるこ
とが期待される。

ソーシャルメディア

　デジタルメディアの利用人口は日々拡大し続けており、そ
の重要性も拡大している。特に、ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス（SNS）は、対話型及びプッシュ型のコミュ
ニケーションを特徴としており、登録者であるフォロワーと
のつながりを生むために欠かせないツールとなっている。
　組織委員会では、フォロワーとのエンゲージメントを高め
るため、現場で「今」起きていることを、写真や動画を活
用し、その場から投稿し続けてきた。
　リオ2016大会では、JOC及び JPC主催のメダリスト記者
会見の会場からのリアルタイムでの動画投稿や、Twitter上
でフォロワーから寄せられた質問にメダリストがその場で
回答する取組を行い、ファンエンゲージメントを高めた。ま
た、組織委員会は、選手帰国後に開催されたメダリストパ
レードにおいても、選手と共にバスに乗車し、ライブ中継
を行った。
　2016年以降、カウントダウンイベント等の節目において、
ライブ中継を投稿の軸に据え、現場の熱気をその場所か
ら発信し続けた。2019年のオリンピック１年前イベント期間
では、公開していたセッションスケジュールに基づき、１年
後の同日に実施予定の競技動画を活用しながら、毎日デ
ジタルで大会を表現した。好評な取組であったため、パラ
リンピック１年前イベント期間でも同様に実施した。
　また、東京 2020大会マスコット、ピクトグラム、コアグ
ラフィックスなどのビジュアルや、動画を活用したデジタル
コミュニケーションも積極的に実施した。デジタルコミュニ
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ケーションが軸となる取組（ TOKYO 2020 ID登録、チケッ
ト申込みなど）については、ウェブサイトや顧客関係管理
システム（CRM）の各チャンネルオーナーと連携して、取組
が最大化するように戦略を立てながら進めた。
　東京 2020大会で行った初の試みとして、ソーシャルメ
ディアのアカウント運用をIOCと協力して実施しており、 IOC
は日本語以外のアカウントの運用を担当した。
　プラットフォームではオリンピック・パラリンピック競技大
会史上初めてLINEを開設した。東京 2020大会の開催期
間には760万人以上のフォロワーを獲得することができ、
大会におけるユーザーとのコミュニケーション拡大に大き
く寄与した。
　このように、SNSを活用したコミュニケーションは、東京
2020大会の情報発信等に大変有効であり、アスリートに
対しても多くの称賛が寄せられた。一方で、アスリートへの
SNS等を通じた中傷についても、東京 2020大会を契機に、
報道等で大きく取り上げられた。IOCもこの問題をかつて
ないほどの重要な課題と位置づけ、選手村に相談窓口を
設置してサポートを行うなど、必要な対策を講じた。

印刷物、出版物

　東京 2020大会の機運醸成に資するパンフレットや、大
会運営に向けた様々なステークホルダーのニーズを満たす
マニュアル等の出版物は、大会のコミュニケーションに大き
く寄与するツールの一つである。組織委員会は、一貫した
デザインや用語の統一性を図ることに留意し、広範な種類
の出版物を制作した。
　組織委員会内に実質的な編集プロダクション機能を持
たないため、ページ数の多い制作物や印刷物を中心に外
部委託を実施した。一方で、納期の短いものやページ数
の少ない制作物は組織内のオペレーターを使って内製す
る形で体制を使い分けることにより、効率的に業務を遂行
した。
　まず、各 FAが必要とする出版物（以下「  FA制作物」と
いう。）をリスト化し、マスター・パブリケーション・リストと
して管理してきた。FAに対しヒアリングを行い、リストに列
挙された制作物の内容や部数、ページ数、展開言語など
について、随時、精緻化を図った。IOCが示すニューノー
ムで、出版物の印刷部数を必要最低限まで減らし、電子
出版その他の技術を最大限活用することが求められたこ
とにより、制作物ごとに紙媒体の必要性を検討することが
必須となった。制作を予定していた「選手村新聞」は、こ
の観点から制作しないこととした。このような状況を踏まえ
つつ、必要性を考慮した上で、最終的には1,139種類のFA
制作物を制作した。
　ホストシティである東京都と共同著作として制作したのが

「東京 2020大会ガイドブック」及びその縮刷版の「東京
2020大会 PRブローシャ」である。ガイドブックについては、
日本語版及び英語版を2017年７月に作成し、その後、中
国語、韓国語、フランス語、スペイン語の計６か国語で作
成し、及び展開した。競技会場計画やパラリンピック競技、
東京 2020大会の関連イベント、ボランティアなどについて
幅広く紹介しており、好評を得た。
　また、ステークホルダーの機運醸成を図るため、2016年
６月から「 2020たより」を発行し、年４回を目安に、東京
2020大会の終了まで、計14回発行した。大会の準備状況
を共有し、ビジュアルで分かりやすく伝えることに主眼を置
いた冊子は、イベントやプレゼンテーションなど様々な場面
で活用された。
　さらに、パートナーである新聞社の協力の下、大会開催
までに25回の新聞広告を展開し、大会の機運醸成を図っ
た。
　このような取組により、国民及び都民に東京 2020大会
を広く知ってもらうとともに、大会の機運醸成につなげて
いった。また、こうした制作物は、組織委員会が東京2020
大会で何をどのように準備したかを後世に伝えるツール、
そしてレガシーとして、将来のオリンピック・パラリンピック
競技大会や大規模スポーツイベントなどの準備及び運営
のために継承されていくものである。

公式ポスター

　オリンピック・パラリンピック競技大会の公式アートポス
ターは、大会のスポーツと文化のイベントとしての認知と理
解を促進するため、過去の各大会の組織委員会が継続的
に制作してきた。20世紀初頭においては、まだメディアの
普及が十分ではなかったため、大会の名称や開催期間、開
催都市を伝える役割を担っていたが、テレビやインターネッ
トの普及などによって、ポスターの役割も、さらに踏み込ん
で、大会の特色を伝えることに移行してきている。
　組織委員会においては、2018年 11月に「公式ポスター
アーティスト選定委員会」を設置し、東京 2020大会の公
式ポスターを制作するアーティストをどのように選ぶかの議
論を開始した。選定委員会は、文化・教育委員、アート
及びデザインに係る有識者、キュレーター（学芸員）など
によって構成され、東京 2020大会を伝えるアーティストと
して誰がふさわしいのか、議論を重ねた。その結果、東京
2020大会のビジョンの一つとして掲げる「多様性と調和」
を体現するため、絵画、グラフィックデザイン、写真のほか、
日本が誇る文化である漫画や書など広範なジャンルによる
アーティストを選定することで選定委員の意見が一致した。
　東京 2020オリンピックのアーティストは、浦沢直樹氏、大
竹伸朗氏、大原大次郎氏、金澤翔子氏、鴻池朋子氏、佐
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藤卓氏、野老朝雄氏、ホンマタカシ氏、クリス・オフィリ氏、
テセウス・チャン氏、ヴィヴィアン・サッセン氏、フィリップ・
ワイズベッカー氏、東京 2020パラリンピックのアーティスト
は、荒木飛呂彦氏、柿沼康二氏、GOO  CHOKI  PAR、新
木友行氏、野老朝雄氏、蜷川実花氏、森千裕氏、山口晃
氏の計 19組となり、2019年７月の理事会を経て、同年 11
月に全アーティストが正式に発表された。その後、制作期
間を経て、2020年１月６日、延期前の東京 2020オリンピッ
ク開催 200日前を記念する日に全 20作品をお披露目した。
　東京都現代美術館における2020年１月から２月までの
「東京 2020公式アートポスター展」を皮切りに、パート
ナーや自治体のスペース等の国内245か所で展示した。ま
た、公式アートポスターのデザインを基にしたライセンス商
品として、B2サイズのポスターやクリアファイル、ポストカー
ドなどが展開された。

　こうした制作及び展開により、スポーツファン層のみなら
ず、文化に関心が高い層に向けて機運醸成を図るととも
に、日本の文化の多様性や豊かさを国内外に発信し、東
京 2020大会の文化の祭典としての側面を広く理解しても
らう機会となった。
　また、東京 2020大会公式アートポスターの中から、大
会を象徴する「アイコニックポスター」がIOC及びIPC会長
により選定され、オリンピックは野老朝雄氏の作品、パラ
リンピックはGOO CHOKI PARの作品が選ばれた。
　アイコニックポスターはIOC及びIPCが将来にわたって作
品の権利を保有し、展示やライセンス商品展開等の活用を
推進していく東京2020大会のレガシーの一つである。オリ
ンピックと比較してパラリンピックの公式ポスターの歴史は
まだ浅く、パラリンピックでアイコニックポスターを選定した
のは東京 2020大会が初の試みとなった。

公式アートポスター一覧
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3 メディア対応

メディア対応

　東京 2020大会におけるコミュニケーション上のミッショ
ンを遂行する上で、メディア対応は極めて重要な役割を
担った。
　メディアにとってのベストなパートナーとしての役割を果
たすべく、記者会見運営、会議対応、イベント対応、取材
対応、インタビュー対応等において、適切なメディアサービ
スの提供に尽力した。また、的確なイシュー・マネジメント
を行い、FAごとに広報担当者を配置することで、それぞれ
日常的に緊密なコミュニケーションを図り、迅速かつ正確、
効果的な情報発信に努めた。IOC、IPCを始めとする国際
関係団体の広報、及び東京都、国などの国内関係団体の
広報とも日常的に緊密なコミュニケーションを取り、ワンボ
イスでの対応に努めた。加えて、緻密かつタイムリーな国
内外のニュースのモニタリングを行い、遅滞のない初動に
寄与した。不正確なニュースの露出に対しても、速やかに
対応した。
　東京 2020大会の開催準備期においては、事務総長を
始めとする幹部による定期的な記者ブリーフィングや局長
らによる勉強会を積極的に実施した。また、東京 2020大
会の開催直前期には、橋本会長による毎週の定例記者会
見を行い、大会に向けての最新の取組や準備状況などを
説明し、理解の促進を図った。
　東京2020大会の機運醸成を目的とした各種発表イベン

トでは、アスリートやアーティストなど各界の第一線で活躍
している著名人を起用することで幅広い年齢層の興味関
心の獲得を狙った。例えば、東京駅丸の内中央広場で実
施されたフラッグツアーファイナルイベントでは、オリンピア
ンの吉田沙保里氏や幅広い世代に支持されている人気グ
ループのTOKIOを起用し、大会の機運を高めた。また、東
京 2020パラリンピック関連については、国内のみならず海
外のパラリンピアンを招聘したイベントを開催した。
　海外メディアについては大陸別に担当を配置した。ま
た、東京 2020大会の開催時には、来日する海外メディア
に対応できるよう多言語対応の体制を整備した。
　東京2020大会の開催期間中のIOC及びIPCと合同のデ
イリーブリーフィングにおいては、各国メディアに大会の情
報を発信するとともに、新型コロナウイルス関連の各種照
会にもきめ細かく対応した。また、大会の開催期間中、延
べ約１万件に及ぶ国内外のメディアからの取材、問合せの
対応を行い、適切な情報発信に努めた。
　組織委員会設立当初より、東京 2020パラリンピックの
閉会式が行われた2021年９月５日時点までに、日本国内の
メディアに向けて約 1,700本、海外のメディアに向けて約
500本のプレスリリースを配信し、様々な情報提供を行っ
た。
　メディアを通じて国内外に広く東京 2020大会の情報を
発信していくことで、大会の機運醸成と、コロナ禍での開
催意義についての理解向上につなげた。

記者発表
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4 公式映画

公式映画

　オリンピック競技大会の公式映画は、開催都市契約に
定められている基本原則の一つであり、20世紀初めより各
大会において制作されている。公式映画では、報道や記
録とは異なる、映画監督の独創的な視点による芸術的表
現が求められている。一方、パラリンピック競技大会につ
いては、基本原則として定められてはいないものの、組織
委員会としては、東京2020大会のレガシーとしての重要性
に鑑み、東京 2020パラリンピックについても制作する方向
で検討を重ねた。
　東京 2020オリンピックの公式映画は、IOC、組織委員
会及び映画制作会社の三者でライセンス契約を締結し、最
終的にはIOCの所管するオリンピック文化遺産財団に収蔵
されることとなった。
　映画の制作に当たり、組織委員会はIOCと共同で監督
候補のリストアップや絞り込み、候補となった監督への主
旨説明や意向確認を行った上で、候補者に今回の映画に
対する考え方のヒアリングを行った。そして2018年 10月、
最終的にIOCと組織委員会の協議により選定されたのが
河瀨直美監督である。河瀨監督はカンヌ国際映画祭の新
人監督賞を受賞したほか、同じくカンヌ国際映画祭でのグ
ランプリを始め、数々の国際映画祭での受賞実績があり、
作品の芸術性やドキュメンタリー映画の制作経験、そして
今回の東京 2020オリンピック公式映画への考え方がオリ
ンピックの精神や東京 2020大会の理念に合致している点
が高く評価された。
　撮影については、東京 2020大会の競技シーンはもとよ
り、史上初めて延期となった大会開催までの道のりにおい
ても、選手や大会関係者への入念な取材が行われた。
　一方、公式映画の制作が義務付けられていないパラリ
ンピックでは、ソチ2014大会を機に地元放送局が制作し、
ロシア国内で公開された作品が、唯一の公式映画として
IPCから認められていた。
　組織委員会では、スキームについて検討を重ね、2019
年12月、IPCとNHKとの共同著作で制作を進めることで合
意した。東京 2020大会の作品は、IPCが全世界への発信
を目的に制作段階から初めて関わるものである。NHKはま
ず約 100分のドキュメンタリー番組としてまとめ、2021年度
中に放送した。さらに、番組では使用しなかった部分も含
めて映像素材をIPCに提供し、IPCが映画として仕上げて
全世界で発信していくこととなった。組織委員会は、NHK
が制作するに当たって必要となる情報の提供や、東京

2020大会の開催時に運営エリア内での撮影が実現でき
るようなコーディネート業務等を担った。
　東京 2020オリンピック公式映画は2022年６月、東京
2020パラリンピック公式映画についてはNHKによる放送
後に公開予定である。
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10　マーケティング及びチケット



 

1 マーケティングパートナー

マーケティングパートナーと連携した取組

　組織委員会は、既存のマーケティングパートナー契約に
包含されている権利や各パッケージセールス案件を超えて、
「マーケティングパートナー満足度の最大化」「、東京2020
大会の成功への貢献」及び「東京 2020大会以降のレガ
シー創出」を目指し、パートナーとの連携に取り組んだ。
　東京2020大会のマーケティングパートナーの特徴として
は、「２ 大会の推進体制」に記載のとおり、大きく次の３点
が挙げられる。１点目は、最上位となるIOCのオリンピック
パートナープログラムや国内最高水準の東京2020ゴール
ドパートナーなど、４階層からなる「東京 2020スポンサー
シップ・プログラム」の設定である。２点目は、従来のオリ
ンピック・パラリンピック競技大会で行われていた１業種１
社の慣例にとらわれない多種多様な企業の参画である。３
点目は、ほとんどのマーケティングパートナーが、東京 2020
オリンピックのみならず、東京 2020パラリンピックにも理解
を示し、その協賛を得たことである。
　マーケティングパートナーサービスFA（ MPS）では、次
のプロジェクトにおいて、こうした効果的なマーケティング
活動によって協力を得た多数のマーケティングパートナー
企業が参画する、各企業のブランド価値や製品、サービス
のイメージや認知度の向上などに資する活動（アクティ
ベーション）のプロデュースを企画した。しかし、新型コロ
ナウイルスの感染拡大の影響により、多くのプロジェクトの
実施は、縮小又は中止せざるを得ない結果となった。
　MPSが企画した主なプロジェクトは、「Tokyo  2020 
COOLINGプロジェクト」（ 24社が参画予定も実施見送
り）、「東京 2020みんなのフードプロジェクト」（５社が参
画して実施）、「東京 2020みんなのエスコートキッズプロ
ジェクト（５社」 が参画予定も実施見送り）などであった。ま
た、各マーケティングパートナーと個別に推進するプロジェ
クトも多数実施した。本項ではその一部を紹介する。

Tokyo 2020 COOLINGプロジェクト

　オリンピック・パラリンピック競技大会史上最も過酷と予
想された東京 2020大会の猛暑から身を守り、体を冷やす
ことで、観客や大会関係者が少しでも快適に過ごせる環境
を提供することを目的とした「 Tokyo 2020 COOLING プロ
ジェクト～暑さから身を守ろう～」を2019年６月に発足し
た。本プロジェクトは、暑さ対策が東京 2020大会の開催
に当たって重要な課題であったことから、組織委員会だけ

で完結させるのではなく、マーケティングパートナーや各自
治体等との連携を模索し、その賛同を得ることで、その活
動の輪を広げることができた。
　暑熱対策で特に重要とされたのが「日陰の創出」であ
り、会場内におけるインフラ整備の一翼を担うものである
が、売店設置場所との関係や、密接、密集、密閉のいわ
ゆる「３密」の回避などの新型コロナウイルス感染症対策
への配慮、会場動線の確認及び調整、場所の案内やオペ
レーションなどの運営に係る調整などの課題が山積する中
で、マーケティングパートナー連携を推進した。これまでの
オリンピック・パラリンピック競技大会ではクリーンベニュー
という厳格なルールが存在し、会場内ではマーケティング
パートナーであっても、自社のロゴを出すことはできないの
が通例であったが、本プロジェクトではこれを可能にする
新しい仕組みを構築した。これにより、マーケティングパー
トナーに対しては、会場内で自社のロゴ掲出をメリットとし
て生み出す代わりに、テントや施設の提供のほか、暑熱対
策に資する各社のアイテムの配布等を実施することで合意
を得た。一方、運営面においても「日陰の創出」のため
の予算捻出や労力負担を軽減するための各種調整を行
い、組織委員会とマーケティングパートナーの双方にメリッ
トを創出することで、マーケティングパートナーからの全面
的な協力を実現した。
　この取組を通じて、永続的かつ世界的課題である暑熱
に対する有効な対策を、オリンピック・パラリンピック競技
大会史上初となる「会場内でのブランディング」を可能に
することで実現し、魅力的なパートナーアクティベーション
として昇華させることができた。この取組は、東京2020大
会だけでなく、パリ2024大会、ロサンゼルス2028大会な
どの将来大会におけるパートナーアクティベーション開発
において、気象条件に係る課題を解決したスキームとして
の前例を創出することができた。

東京 2020みんなのフードプロジェクト

　アサヒビール株式会社、株式会社明治、味の素株式会
社、キッコーマン株式会社及び丸大食品株式会社のマー
ケティングパートナー５社との共催で、選手村のカジュアル
ダイニングで提供される一部のメニューを公募する「東京
2020みんなのフードプロジェクト　日本の『食』を選手村
アスリートへとどけよう！　あなたのメニュー募集キャン
ペーン」を実施した。
　選手に食べてほしい自慢の郷土料理や家庭の味など、

360 



  
 

東京2020みんなのフードプロジェクト

日本全国から多彩な715作品の応募を得た。応募者がオ
リンピアン及びパラリンピアンに届けるメニューを考えるこ
とで、日本の国民及び市民が自らの食文化を改めて理解
し、発信する契機にするとともに、スポーツに興味関心が
薄い層に対しても、皆に馴染み深い「料理」をテーマにし
たプロジェクトを通じて、全国から東京2020大会への参画
を得ることができた。アスリート、組織委員会、共催マー
ケティングパートナー、栄養学を専攻する連携大学の学生、
管理栄養士等による選考を経て、実際に選手村で提供し
た５作品のほか、特別賞（「学生賞」「、東北復興賞」「パ、 ー
トナー賞」の３つの賞）やノミネートメニュー 101作品を選
出し、より多くの応募者が参画の実感を得る機会を提供し
た。その結果、東京2020大会開催期間中の選手村のカ
ジュアルダイニングで提供されたメニューは連日大いに評
判となり、日本の食文化を多くの国の代表選手たちが体験
し、世界中のアスリートに対して、日本が誇る「食」の魅
力について、各選手が実感を持って発信する機会の創出を
実現した。

東京 2020みんなのエスコートキッズプロジェクト

　未来を担う子どもたちがスポーツへの興味関心を持ち、
とりわけ、既に競技に取り組んでいる子どもたちが競技へ
の意欲をより一層高められるよう、子どもたちにとっての夢
の舞台に選手と共に立てる特別な機会として、東京 2020
大会で選手入場のエスコート等を行う「東京 2020みんな
のエスコートキッズプロジェクト」を企画した。共催マーケ
ティングパートナーとして、５社の参画を得た。
　本プロジェクトでは、競技実施時の入場演出において選
手を誘導する「エスコートキッズ」を始めとして、試合で使
われる初球を選手に届ける「ボールデリバリーキッズ」、国
旗を持って入場する「フラッグベアラー」などの役割を子ど
もたちが担い、全 11競技を対象に約 3,000人に上る子ど
もたちへの参画スキームを開発した。これは、オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会史上初めてとなる複数競技を

対象にした参画スキームの開発であり、開催実績のある国
内外のスポーツ大会を含めて、過去最大規模のエスコート
キッズプロジェクトとして準備を進めた。
　本プロジェクトの参加者募集については、共催者である
パートナー企業のほか、東京 1964大会の開催決定をきっ
かけに1962年に創設されたスポーツ少年団や、競技会場
所在自治体及び東日本大震災被災３県を通じて企画され
ており、多くの主体からの参画を得ることができたものの、
新型コロナウイルス感染症対策のため、中止となった。た
だし、子どもたちのレガシーとして形に残るよう、参加を予
定していた子どもたちには、エスコートキッズ専用のオリジ
ナルユニフォーム等を提供した。
　なお、本プロジェクトはオリンピック・パラリンピック競技
大会史上初となる競技エリア（FOP）でのパートナーアク
ティベーションであった。

パートナーショーケーシング

　パートナーショーケーシングは、競技観戦とは別の形で
オリンピック・パラリンピック競技大会に触れられる場であ
り、また、マーケティングパートナーと一般来場者の接点及
びコミュニケーションの場でもある。
　東京 2020大会では、「トーキョーウォーターフロントシ
ティ」内に屋外の「 2020 FAN PARK」と屋内の「 2020 FAN 
ARENA」の2か所を設置した。OMEGA、The Procter &
Gamble Company、ＥＮＥＯＳ株式会社が実施に向け準
備を進めていたが、新型コロナウイルス感染症の影響か
ら、東京 2020大会の開催期間を通じてショーケーシング
の公開が実現できなかった。
　なお、東京 2020パラリンピック期間のみ、人流コント
ロールを行いながら、株式会社読売新聞東京本社、日本
電気株式会社、久光製薬株式会社の協力で競技体験を設
けることができた。

虫ケアステーション

　日本の夏においては、観客の安全・安心で快適な競技
観戦のため、虫よけ対策は重要であった。東京 2020大会
においては、アース製薬株式会社から、東京 2020大会の
開催期間中、組織委員会が実施する虫ケアステーション
（虫よけを行う場所）に、運営スタッフの派遣、商品等の無
償提供などの協力を受けた。 
　当初は、主に競技会場を訪れる観客の安全・安心のた
めに実施する予定であったが、多くの会場が無観客となっ
たため、サービスの対象を変更し、大会スタッフやボラン
ティア等の運営スタッフ向けに、東京 2020オリンピックの
開催期間中は、12競技会場で、東京 2020パラリンピック
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虫ケアステーション

期間中は、馬事公苑で、それぞれ虫ケアステーションを実
施した。

　マーケティングパートナー各社には、上記の各事業に加
え、次のような形で東京 2020大会への支援を受けた。

大会運営

　東京2020大会の運営に当たっては、マーケティングパー
トナー各社の様々な協力を受けた。
　大会スタッフやテクニカルオフィシャルのユニフォームに
ついては、株式会社アシックスからスタッフウェアやボラン
ティアウェアの提供を受け、株式会社 AOKIホールディング
スにはテクニカルオフィシャルユニフォームのフォーマル
ウェアの提供を受けた。
　競技運営に当たっては、パナソニック株式会社、
OMEGA、Atos SE、富士通株式会社、シスコシステムズ合
同会社から、オーディオ・ビジュアル、タイミング（計測）、
システム等の導入、運営等の協力を受け、正確で着実な
競技運営を行うことができた。
　東京 2020大会のセキュリティの確保に当たっては、日本
電気株式会社から顔認証機器の提供を受け、また、綜合
警備保障株式会社及びセコム株式会社からは、大会の警
備への人員の動員を受けたことによって、大会の安全・安
心な運営を実現した。
　東京 2020大会を支えるインフラ整備においては、ＥＮ
ＥＯＳ株式会社、東京ガス株式会社、Aggreko  Events 
Services  Japan株式会社からエネルギー供給を、大和ハウ
ス工業株式会社、清水建設株式会社、株式会社乃村工藝
社の各社から施設整備への協力を受けた。
　人材活用や人員配置の面では、株式会社リクルート及
び株式会社パソナグループから人材の派遣や紹介で、EY 
Japan株式会社及び株式会社ボストン・コンサルティング・
グループからは、人事コンサルティングで、支援を受けた。
また、コクヨ株式会社にはオフィス備品、イー・エフ・エ
デュケーション・ファースト・ジャパン株式会社、株式会社

ECCには職員等に対する英語教育でも支援を受けた。
　東京 2020大会の運営に当たっては、ほかにも、決済
サービスのVisa Inc.を始め、株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、野
村ホールディングス株式会社の金融各社、東京海上日動
火災保険株式会社、日本生命保険相互会社の保険各社か
ら、金融や保険の分野での安定した大会運営に対して協
力を受けた。また、大日本印刷株式会社及び凸版印刷株
式会社には、東京 2020大会の関係者の資格の認定や認
証を行うためのアクレディテーションカード等の印刷にお
いて協力を受けた。
　大会関係者や各国代表選手団の国内での移動や出入
国等についても、コロナ禍の厳しい状況の中、全日本空
輸株式会社、日本航空株式会社の航空2社、成田国際空
港株式会社、日本空港ビルデング株式会社の空港2社、東
日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社の鉄道 2
社、Airbnb, Inc.、ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社、株
式会社 JTB、東武トップツアーズ株式会社の旅行各社の協
力を受けた。

イノベーション

　東京都内の全公立小学校の6年生に配布した「東京
2020算数ドリル」では、トヨタ自動車株式会社、キヤノン
株式会社、ＥＮＥＯＳ株式会社、株式会社NTTドコモ、富士
通株式会社、株式会社 明治、凸版印刷株式会社の協賛
を得た。
　SNSによる大会参画プロジェクト「Tokyo  2020  “Make
The Beat!”」 で は、Intel CorporationとAlibaba Group 
Holding Limitedの貢献により無観客の会場や選手村など
でＳＮＳに投稿された応援動画を上映し、世界中からの応援
を選手に直接届けた。
　「 TOKYO 2020 5G PROJECT」では、Intel Corporation、
日本電信電話株式会社、株式会社NTTドコモの協力で、「５
G」の高速性、大容量伝送能力を活用した新しい観戦スタ
イルを江の島ヨットハーバー、東京アクアティクスセンター、
霞が関カンツリー倶楽部で披露した。
　「バリアフリーＶＲ観戦 “未来のスターの指定席 ”」では、
障がいや病気などで移動が困難な子どもたちに、VR技術
やロボット等を活用して実際の競技会場で観戦したような
体験を届けた。
　「東京 2020ロボットプロジェクト」では、トヨタ自動車
株式会社、パナソニック株式会社、セコム株式会社、綜
合警備保障株式会社等の協力により、オリンピックスタジア
ムの投てき競技での自動運転による用具回収、東京国際
フォーラムのパラパワーリフティングにおける補助員のアシ
ストスーツ着用など、オリンピック・パラリンピック競技大会
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史上初めてロボットが人々に寄り添い、役に立つ姿を発信
した。

持続可能性

　「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」で
は、ビクトリーセレモニーで贈呈するメダルを製作するに当
たり、日本電信電話株式会社、日本環境衛生センター、環
境省、東京都及び組織委員会が一体となり2017年にプロ
ジェクトを発足させた。翌年以降は、マーケティングパート
ナーへの協力を呼びかけ、個人のみならず、様々な企業や
団体からも協力を得て回収拠点を拡大し、自治体とも連
携して全国的な活動を展開し、回収量の拡大を図った結
果、目標の必要金属量確保を達成した。メダルの製造過
程ではＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社にも協力を得
た。
　また、The Procter & Gamble Companyの協力により市
民参画により回収した使用済みプラスチックと海洋廃プラ
スチックを一部活用して表彰台を製作する「使い捨てプラ
スチックを再生した表彰台プロジェクト～みんなの表彰台
プロジェクト」を実施した。
　その他、トヨタ自動車株式会社からは燃料電池自動車
等革新的なモビリティサービスの提供を受け、日本コカ・
コーラ株式会社からは聖火ランナーユニフォームに素材と
して使用した廃棄プラスチックの提供、ＥＮＥＯＳ株式会社に
は再生可能エネルギーの供給、Dow Inc.や株式会社ブリ
ヂストンにも各種支援を受けた。
　東京2020オリンピックから東京2020パラリンピックへの
移行期間には、ダイバーシティ&インクルージョン（D&I）
を備えた社会へと確かな一歩を踏み出すためのアクション
を宣言する「東京2020D&Iアクション」に、マーケティング
パートナー25社が参加し、組織委員会と共に誰もが生き
やすい社会に向けた機運を醸成した。

広報及び機運醸成

　東京2020大会での広報や情報発信においては、グーグ
ル合同会社から組織委員会公式ウェブサイトやモバイル
アプリケーションへの技術提供を受け、また、ヤフー株式
会社には組織委員会が主催するイベント等での企画や制
作で協力を受けた。加えて、株式会社モリサワからは、各
種公表資料や出版物で使用するフォントの提供を受けた。
　東京2020大会の機運醸成のために行った各種イベント
では、三井不動産株式会社にはシティドレッシングや競技
体験イベントで、東武タワースカイツリー株式会社には折々
のライトアップで、それぞれ協力を受けた。また、久光製
薬株式会社には、「東京2020公認プログラム」に認定さ

れたアートプロジェクトで協力を受けた。
　東京2020大会の公式出版物については、株式会社
KADOKAWAに多数の製作及び販売において協力を受け
た。また、株式会社朝日新聞社、株式会社読売新聞東京
本社、株式会社毎日新聞社、株式会社日本経済新聞社、
株式会社産業経済新聞社及び株式会社北海道新聞社に
は、各社発行紙面での機運醸成において協力を受けた。

選手村、IBC、MPCサポート

　選手村においては、General Electric Companyにポリク
リニックの医療機器、Samsung Electronics Co. Ltd.にアス
リートフォン、キヤノン株式会社にフォトサービス、パナソ
ニック株式会社、Samsung Electronics Co. Ltd.、日本電信
電話株式会社にインターネットラウンジ、株式会社三井住
友フィナンシャルグループに銀行、ヤマトホールディングス
株式会社に荷物輸送、日本郵政株式会社に郵便、パーク
２４株式会社にバス輸送等の支援、テクノジム ジャパン株
式会社にスポーツジム設置、Ottobock SE & Co. KGAaに
リペアセンター等々、多く支援を受けた。株式会社エア
ウィーヴの寝具や株式会社LIXIL、TOTO株式会社のトイレ
やパナソニック株式会社の電気製品、三菱電機株式会社
のエレベーター等住居棟の充実も含め、選手に絶賛され
た快適な選手村の運営に協力を受けた。食の部分では、
「みんなのフードプロジェクト」を遂行した他、日清食品
ホールディングス株式会社のカップ麺等、それぞれの食に

選手村、IBC、MPCにおけるパートナーのサポート
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携わる部分においてマーケティングパートナーの食品は、
選手たちから好評を博した。
　IBC/MPCにおいては、キヤノン株式会社の協力を受けて
プロフォトグラファー向けのフォトサービスセンターを設置
し、株式会社みずほフィナンシャルグループの協力によって
銀行を設置した。

聖火リレー及び開閉会式

　東京 2020聖火リレーにおいて、オリンピックでは日本コ
カ・コーラ株式会社、トヨタ自動車株式会社、日本電信
電話株式会社、日本生命保険相互会社、パラリンピックで
は株式会社 LIXILにプレゼンティングパートナーとして協力
を受け、その他の聖火リレーパートナーの支えもあり、コロ
ナ禍による困難な状況の中、全国に希望の火を届けること
ができた。
　聖火ランナーに好評を博した聖火リレートーチは、株式
会社 LIXILの協力で、復興に向けて進む東日本大震災被災
地の復興仮設住宅のアルミ建築廃材を再生利用して製作
し、東京 2020大会と東北とを繋ぐことができた。
　また、オリンピック聖火リレーの一部で使用された水素
を燃料とするトーチは、ＥＮＥＯＳ株式会社から水素の供給を
受けた。
　東京 2020大会の開会式及び閉会式では、パナソニック
株式会社から、プロジェクター等の機材の提供を受けた。
　また、The Coca-Cola Companyには、「プラカードベア
ラー」の募集と実施について協力を受けた。Intel
Corporationには、オリンピックスタジアム上空に東京 2020
オリンピックのロゴや地球を描いて話題となったドローン
の供給を受けた。開閉会式においては、ほかにも、それ
ぞれのマーケティングパートナーからそれぞれの分野で大
きなサポートを受けた。

　マーケティングパートナー各社に対しては、こうした活動
の結果についてのアンケート調査を行った。また、オリン
ピック・パラリンピック等経済界協議会からも意見があり、
東京 2020大会で実施された取組に対する評価や、今後の
オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた課題や改善
策など、様々な声が寄せられた。
　東京 2020大会を評価する回答として多く挙げられたの
は、「スポーツの力を示すことができた」、「安全・安心な
大会運営の実現」、「テクノロジーを活用した大会運営へ
の参画」、「アクティベーションにおける一定の成果」、「D
＆I、共生社会の推進」などであった。東京 2020大会は、
コロナ禍での開催となり多くの会場で無観客となるなど、
アクティベーションやプロジェクトが予定どおり実施できな
い中、新型コロナウイルス感染症対策の徹底や、簡素化

などによってスポーツの力が際立った点などが評価される
こととなった。また、「持続可能性に配慮した大会運営に
も貢献することができた」、「マーケティングパートナー企
業同士で協働する機会が多く、横の連携が生まれた」「東、
京2020パラリンピックとあわせての協賛により、社内でD&I
を考える機会となった」といった声も寄せられた。
　また、今後のオリンピック・パラリンピック競技大会を始
めとした大規模国際大会等の開催に向けたアドバイスとし
て、「コロナ禍の中での開催こそがレガシーであり、一過性
のブームで終わらせることなく、東京 2020大会のレガシー
を今後につなげていくための具体的な施策を実施して
いってほしい」といった、大会のレガシーに係る意見が多
く聞かれた。
　一方で、東京 2020大会での課題や、今後のオリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の開催に向けた改善点として
多く挙げられたものとしては、「対外発信・コミュニケーショ
ン」、「パートナーとの対話」、「組織委員会の意思決定」、
「アクティベーションへの制約、機会損失」などがあった。
　「対外発信・コミュニケーション」や「パートナーとの対
話」に関しては、「重要な意思決定において、事前の相
談・説明のないまま事後通達される例が多かった」、「開
催意義について納得感のある説明が国民に対しなされな
かった」、「人権やジェンダーにかかわる問題が論点化した
ことは残念だった」、「ステークホルダーとのコミュニケー
ションを事前により積極的に行い、情報共有や相談すべ
き」といった声が多くあり、大会の運営者としての組織委
員会とマーケティングパートナー各社や大会のステークホ
ルダーといった大会関係者に加え、大会を観戦し、応援す
る国民一人ひとりとの対話やコミュニケーションの難しさ
を示す結果となった。
　「組織委員会の意思決定」や「アクティベーションへの
制約、機会損失」については、観客の有無が開催直前に
決定されるなど、意思決定や判断のタイミングに関する意
見が寄せられた。特に、「観客の有無等が不透明な中で
準備をしなければならず、無駄となった準備やコストが多
く発生した」との声も聞かれ、組織委員会の意思決定に基
づく各マーケティングパートナーの負担に関する課題が示
された。これに対しては、責任や権限、オリンピック・パ
ラリンピック競技大会固有のルールなどについての明確化
や周知徹底といった改善策が挙げられた。
　ほかにも、アンブッシュ・マーケティングへの対応や、マー
ケティングパートナーの権利、大会収支の透明性などにつ
いて、様々な意見や改善策が寄せられた。
　組織委員会では、こうした声を受けて、将来のオリンピッ
ク・パラリンピック競技大会や大規模イベントなどの主催者
等に適切に引き継げるよう、東京 2020モデルとしてまとめ、
東京 2020大会のレガシーとして残していく。
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2 ライセンスグッズ

ライセンシングプログラム

　公式ライセンス商品の製造及び販売を行う東京2020大
会のライセンシングプログラムは、次の３つのミッションに
よって構築された。
①東京 2020大会のビジョンと日本の技術や文化、伝統を
反映した高い品質の商品を提供することにより、大会運営
に係る収入に貢献する。
②東京2020大会と世界中の人々をつなぐ最も身近なエン
ゲージメント・ツールとして、大会の記憶を未来につなげる。
③東京 2020大会の開催を契機として、日本の産業や文化
のショーケースとなり世界に注目されることを目指す。
　このミッションの達成に向け、東京 2020大会の開催前
の早い時期から、適正な商品化と戦略的な商品投入によ
る市場の開拓及び活性化を目的としたオリジナル・マー
チャンダイジング（OMD）事業戦略を構築した。まず、東
京2020大会の開催の４年前に公式オンラインショップを立
ち上げ、第１弾として東京 2020大会のエンブレムを中心と
した魅力ある商品を投入した。同時にJOC及び JPCの公
式ライセンス商品として、日本を代表するアニメキャラク
ターを集めた「キャラクター応援団シリーズ」の販売を開
始した。
　東京2020大会の開催時は、世界最大の「夏祭り」とな
ることをイメージし、2017年の夏からは浴衣、うちわ、扇
子、法被（はっぴ）といった夏祭りに関連する商品を毎年
販売し、日本の夏を盛り上げた。
　東京 2020大会の開催の３年前からは、開催までのカウ
ントダウンに合わせた商品や、大会のマスコット発表、ルッ
クの発表といった節目での新商品の販売を開始した。
　また、比較的小規模な事業者が多い日本の技術や伝
統、文化が凝縮された伝統工芸品を公式ライセンス商品

伝統工芸品コレクション

東京2020オフィシャルショップ

化するために、全国の伝統工芸品団体が参画しやすいス
キーム「伝統工芸品等の公式ライセンス商品化プログラ
ム」を構築し、2019年３月には「伝統工芸品コレクション　
第１弾」として、東日本大震災の被災３県の伝統工芸品で
ある、岩手県の南部鉄器を使用した「急須」、宮城県の
玉虫塗の「丸小物入れ」、福島県の大堀相馬焼の「ぐい
呑み」などを開発し、発売した。
　東京 2020大会の懸案であった暑さ対策商品も多数取
りそろえるなど、豊富で多岐にわたるラインナップを実現す
る商品開発を行いつつ、記念貨幣、宝くじ、記念切手、ナ
ンバープレートといった特別プログラムや、過去の大会で
も人気を博した商品カテゴリー（スポーツ商品、アパレル、
ピンズ、玩具及び食品）にも注力し、市場のニーズに合う
商品を展開した。
　その結果、公式ライセンス商品のデザイン、製造及び販
売をする100社を超える企業や団体とライセンス契約を締
結した。
　世界トップレベルの日本の技術や文化、伝統を反映した
商品の品質は高く、特徴的な商品の開発を行い、多くの
人の心に東京 2020大会の記憶を残す商品を届けた。

会場販売、メガストア、オフィシャルショップ

会場販売とメガストア

　東京 2020大会は、オリンピックパークがなく、各競技会
場が独立して存在するため、各競技会場にいかにしてオ
フィシャルショップを設置し、観客に公式ライセンス商品を
通じたエンゲージメントを創出することができるかが大き
な課題であった。また過去大会同様、2,000㎡以上の大規
模店舗（メガストア）を設置する義務があった。
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競技会場のオフィシャルショップ

メガストア
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　そのため、組織委員会は、全競技会場、非競技会場（選
手村及びIBC/MPC）にオフィシャルショップを設置する方針
を定めた上で、販売業務の一元管理を行うために、販売
事業者を一社に絞ることを決め、審査会を複数回実施し
た上で、リテールライセンス契約を締結した。契約締結後
は、各競技会場の販売環境の構築及び販売する商品構成
について議論を重ねた上で、各競技会場の状況に応じた
個別の販売計画及び運営マニュアルを策定し、東京 2020
大会に臨むための準備を尽くした。
　販売計画としては、メガストアでの取扱商品を2,300ア
イテムとし、競技会場での販売商品は、会場で実施される
競技に合わせて計画した。また、RFID（ Radio Frequency
Identification）と呼ばれる、電子情報を登録したタグ（RF
タグ）を商品に貼り、専用のリーダー（スキャナ）で電波を
使って情報を読み込む仕組みを導入し、接触することなく
複数の商品情報を読み取ることが可能となるなど、在庫管
理の効率化を図った。
　東京 2020大会は、オリンピックパークがない大会のた
め、メガストアをどこに設置するかが大きな課題であった
が、パートナーショーケーシングエリアと呼ばれる「 2020
FAN PARK」と「2020  FAN  ARENA」に、それぞれ店舗面
積 2,000㎡、1,200㎡のメガストアの開設が決まった。スト
アの運営に向けては、東京都及び TOPパートナーの Visa
社を始めとした様々なステークホルダーとの協議及び調整
を経て、外装デザイン、内装装飾、商品構成、物流計画、
待機列管理、販売方法、スタッフユニフォーム、ショッピン
グバッグなどを固め、準備を行った。
　その後、新型コロナウイルス感染症の影響により、東京
2020大会の多くの会場が無観客となったことを受け、会
場販売は有観客となった４会場のみ、メガストアは東京
2020パラリンピックの開催期間中の「 2020 FAN PARK」
のみの運営となり、大幅な規模縮小での展開となったが、
公式ライセンス商品の販売を通じて、大会の記憶を残すと
いう成果を得ることができた。

全国各地への出店

　公式ライセンス商品を販売するオフィシャルショップは、
東京 2020大会を誰もが身近に体感でき、エンゲージメン
トを拡散することができる重要な拠点であった。このため、
オフィシャルショップを全国各地に展開することは、オリン
ピック・パラリンピックムーブメントを日本全国に広げ、東
京 2020大会への期待感と機運を高めるために重要なプ
ロジェクトであった。
　組織委員会は、まず、リオ2016大会の開催に合わせ、
オフィシャルオンラインショップ及び銀座と渋谷に期間限定
のオフィシャルショップを開設した。このオフィシャルショッ

プでは、公式ライセンス商品第１弾（被災地の伝統工芸品）
の販売も開始したため、連日盛況となった。また、東京
2020大会の開催に先立つ早い時期にオフィシャルショッ
プを開設することによって、ライセンシング事業の推進役に
もなった。
　その後、平昌 2018大会の開催に合わせた期間限定オ
フィシャルショップの開設を経て、2018年７月には、ついに、
常設となるオフィシャルショップの１号店が新宿西口に開設
された。さらに、東京都や会場所在自治体、大阪や名古
屋などの大都市圏、主要空港などでの展開を目指し、主
要流通を中心とした出店を行った。
　東京 2020大会の開催が近づくにつれ、オフィシャル
ショップを開設したいという販売事業者の申請も増加した
が、複数の事業者間で商圏が重複しないよう調整を行った
結果、15社の販売事業者により、最大89店舗のオフィシャ
ルショップを全国各地に開設することができた。
　会場販売とメガストアについては、計画どおりのショップ
展開ができなかったことから、会場及びメガストアでの公
式ライセンス商品の売上げは、当初の予定を大きく下回っ
たが、その対策として、販売促進プロモーションを強化し
たことにより、東京 2020大会の開催期間中の市中のオフィ
シャルショップ及びオフィシャルオンラインショップでの売上
げは飛躍的に向上した。
　また、東京 2020大会の開催期間中にオフィシャルショッ
プ有楽町店を開設した東京スポーツスクエアにて、2021年
10月と同年 11月の２回にわたり期間限定のオフィシャル
ショップを開設し、連日多くの来客でにぎわった。
　本プログラムにより、公式ライセンス商品に触れる機会
が多くなり、オールジャパン体制での機運醸成はもちろん、
東京 2020大会やオフィシャルショップを訪れた人々へ、大
会後も記憶を残す絶好の機会となった。
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3 ブランド保護

ブランド保護

　東京 2020大会のブランドを保護することは、東京 2020
大会やオリンピック・パラリンピック競技大会が、マーケティ
ングパートナーから多くの協賛等を得て、未来へ継承され
ていくために不可欠である。ブランド保護は大きく２つの目
的を持っており、一つ目はオリンピック・パラリンピック競
技大会のブランド価値の維持及び向上、二つ目はマーケ
ティングプログラムの保護である。

大会のブランド価値の維持及び向上

　東京 2020大会のみならず、過去や将来のオリンピック・
パラリンピック競技大会のブランド価値の維持及び向上の
ためには、多くの人々が大会に参画し、共に大会を創り上
げていくことに加え、ブランドが大会のブランド・アイデン
ティティに沿って使用されるようにコントロールすることが
重要である。そうすることでオリンピック・パラリンピック競
技大会のブランドに統一感と特別感を演出し、大会を経験
した人々に大会のイメージがより鮮明に記憶され、大会の
ブランド価値を高めることにつながるからである。組織委
員会が東京 2020大会で行った具体的な取組としては、行
政機関による機運醸成を目的としたブランド使用の適正
化を推進するためのガイドラインの整備や、非営利団体と
の連携も含めた使用申請スキームの構築などにより、ブラ
ンドの使用をコントロールしながら、多くの主体による積極
的なブランドの使用を促進したことが挙げられる。

マーケティングプログラムの保護

　オリンピック・パラリンピック競技大会の運営のための収
入を確保するために、一部、大会ブランドの商用利用を認
めたのがマーケティングプログラムである。マーケティング
プログラムによる収入は、オリンピック・パラリンピック競
技大会の運営に不可欠であるため、マーケティングパート
ナー以外の企業や団体が、大会のブランドや大会を想起
させる表現を自由に使用できる状態になると、大会のマー
ケティングパートナーとなることを希望する企業が減少し、
ひいては大会の運営に大きな影響が出ることにつながる。
そのため、無断でオリンピック・パラリンピック競技大会の
ブランドを商用利用する「アンブッシュマーケティング」を防
ぐことが重要である。
　組織委員会は、著作権法や商標法などの従来の法整備

による規制に加え、東京 2020大会におけるアンブッシュ
マーケティングに係る独自のルールを設け、予防の観点を
重視して、インターネットやSNSなどのモニタリングを行い、
必要に応じてアンブッシュマーケティングに該当する行為
に対して厳正に対応した。また、啓発動画を作成して公式
ウェブサイト等で発信するとともに、メディア、広告業界の
ほか、マーケティングパートナーが所属する業界団体、個
別企業、行政機関等の非営利団体、国内競技団体などに
対して、幅広くブランド保護に関する説明会を実施した。加
えて、会場周辺等の観客利用が多い場所の屋外広告を適
切に管理することで、マーケティングパートナー以外の商業
PRを最小限にとどめ、東京 2020大会のブランドを保護す
る屋外広告管理を、大会の前後を通して継続して行うな
ど、アンブッシュマーケティングの予防に注力した。さらに、
東京2020大会の開催が近づくにつれて、大会に関する知
的財産を不正使用した侵害品の発生が増加することが予
想されたため、警察機関や税関、ECサイト運営事業者と
連携体制を構築し、侵害品対策を進めた。この取組も功
を奏し、国内における侵害品販売者の摘発だけでなく、海
外から輸入される侵害品への水際対策にもつながった。
　このような取組を推進し、最も懸念されていた、会場内
観客及び会場周辺の第三者によるアンブッシュマーケティ
ング行為への対策として、外部スタッフを活用し、会場内
及び会場周辺での監視業務を強化する予定であったが、
東京 2020大会では、新型コロナウイルスの感染拡大の影
響により、多くの会場が無観客となった。これに伴って、監
視業務の対応要員を見直し、外部スタッフを活用すること
なく、組織委員会の職員のみで会場内外の選手、役員等
による違反の是正や、アンブッシュマーケティングの監視及
び予防に注力し、違反行為に対しては厳正に対応した。ま
た、東京 2020大会の開催期間中に、会場でマーケティン
グパートナーを含む特定企業のロゴが露出している事案
について、IOCからマスキングなどの対応を求められた場
合には、その調整を迅速に行った。

クリーンベニュー

　上記の目的や取組を支える、ブランド保護の重要な取組
として、「クリーンベニュー」がある。クリーンベニューとは、
オリンピック憲章に定められた、いわゆる「クリーンベ
ニューポリシー」を実行するため、会場所有権者等に対し
て、広告、掲示物等に関する要件やルールの説明、会場
の広告、掲示物の調査など、オリンピック競技大会の開催
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に向けた対策を実施し、マスキング等を施す施策である。ク
リーンベニューポリシーには、オリンピック競技大会に関連
する全ての競技会場及び非競技会場において、IOCが例外
として許可したマーケティングパートナー以外の商業的、政
治的、宗教的及び人権的なメッセージが視認されないよう
徹底することが定められている。
　東京 2020大会では、大会の簡素化に当たって、IOCと
交渉し、クリーンベニューの対策範囲の見直しを行った。そ
の結果、既存施設名や地名を含む一般的名称、チームブ
ランディングの一部については、単純なクリーンベニューポ
リシーにはなじまないと判断し、対策除外と整理することと
なった。

　東京 2020大会では、上記の取組に加え、行政機関、非
営利団体に対して、ブランド保護の重要性を周知するとと
もに、エンブレム、マスコット等のブランド使用ルールを指
導したことにより、適切な管理の下、大会のブランドを活
用した行政機関等のアクティベーションが活発となった。そ
の結果、東京 2020大会の知的財産が施されたのぼりや
横断幕等の装飾物の使用が増加し、シティドレッシングに
貢献することとなった。この動きは、開催都市以外の行政
機関にも波及し、地域を越えた広がりを持った東京 2020
大会の機運醸成に結び付いた。
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4 チケッティング

チケッティングの概要

　東京 2020大会のチケットの販売、発券等（チケッティン
グ）に当たっては、「より多くの人々に、人生の財産となる
一生に一度の観戦機会を提供し、フルスタジアムを実現す
ること」を目指し、チケッティングサービスの検討や準備を
進めた。
　2018年４月に、東京 2020大会のチケッティング戦略や
価格、各種施策について、各分野の専門家が協議するこ
とを目的として設置した「チケッティング戦略に関する有識
者会議」において、東京 2020大会のチケッティングで実現
したいこと、チケット価格、企画チケット等の各種施策の検
討などを行い、次の方針が示された。
　すなわち、東京 2020大会では、チケッティングの基本的
な方向性として、①入場料収入の最大化を図ることとした。
また、②メリハリのある座席種類と価格設定により、なる
べく多くの観客、特に次世代を担う子どもや若者の来場を
促進することにも重点を置いた。加えて、③アスリートに
熱狂空間を提供するフルスタジアムを実現すること、④東
京 2020パラリンピックの価値を幅広く共有できるチケッ
ティングを目指すこととした。
　2016年７月からは、チケット販売に先立ち、チケットの購
入時に必要となるTOKYO 2020 IDのサービスをスタートさ
せた。2018年７月から2019年３月までの期間では、「チケッ
ト・サインアップ・キャンペーン」を実施し、約 200万 IDを
獲得した。IDの登録数は、その後、2019年 11月には約
800万 IDに達した。
　チケット販売においては、2019年５月から観戦チケットの
一般抽選販売を開始し、オリンピック・パラリンピックの全
ての抽選販売にて、合計約１億枚の申込があり、約 545万
枚（東京 2020オリンピック：約 448万枚／東京 2020パラ
リンピック：約 97万枚）を販売した。

抽選販売枚数

第 1次抽選販売 約 323万枚

オリンピック 第 1次抽選の追加販売 約35万枚

第 2次抽選販売 約90万枚

パラリンピック
第 1次抽選販売

第 2次抽選販売

約60万枚

約37万枚

　また、過去大会や国内イベントでのチケットの不正転売
の実情を踏まえ、東京 2020大会の観戦チケットの不正転
売の禁止等の対策を強化するため、国に働きかけ、2019
年６月に「チケット不正転売禁止法」が施行された。この

法律は、東京 2020大会の転売防止対策を促進するととも
に、国のチケット転売対策のレガシーにもなった。また、東
京 2020大会では、ほかにも、大会の観戦チケットの購入
者が何らかの理由で観戦できなくなった場合に利用でき
る、公式リセールサービスを提供することを計画した。
　2019年12月には、東京2020オリンピックの陸上競技（マ
ラソン及び競歩）の会場が、東京都から札幌市へ変更に
なったことを受け、約２万枚の払戻しを行った。
　東京 2020大会の開催の延期決定前の時点では、一般
販売に加え、関係者（チケットホルダー）、学校連携観戦
及び自治体等への販売を含めると、東京 2020オリンピッ
ク及び東京 2020パラリンピックを合わせて約 865万枚を
販売しており、公表していた予算のうち、チケット売上とし
て収入に計上されていた 900億円を超える見込みであっ
た。また、そのうち約 100万枚は海外向けに販売していた。

チケット販売枚数

  

（大会延期前の）総販売枚数 約 675万枚

オリンピック 一般販売 約 448万枚

学校連携観戦 約60万枚

（大会延期前の）総販売枚数 約 190万枚

パラリンピック 一般販売 約97万枚

学校連携観戦 約68万枚

　しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による東
京 2020大会の開催の延期や、多くの会場で無観客開催と
なったことにより、販売済みのチケットの大半を払い戻すこ
とになった。2021年３月には、海外観客の受入れを断念し、
同年７月には、東京 2020オリンピックで、宮城県、茨城県
（学校連携観戦のみ）、静岡県を除く全ての会場で無観客
での開催を決定した。また、同年８月には、東京 2020パ
ラリンピックで、学校連携観戦を除き、全ての会場で無観
客での開催の方針が示され、一般販売分の販売済みチ
ケットの払戻しは、約 541万枚（東京 2020オリンピック約
444万枚、東京2020パラリンピック約97万枚）に上った。
　最終的に、多くの会場で無観客での開催となったが、一
部の会場では、組織委員会が策定した「チケットホルダー
向け新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に従っ
た新型コロナウイルス感染症対策の周知及び徹底を図っ
た上で、有観客での開催を実現することができた。有観客
セッションでは、約５万 9,000人（東京 2020オリンピック約
４万 3,300人、東京 2020パラリンピック約１万 5,700人）が
観戦し、うち学校連携観戦においては、約２万人（東京
2020オリンピック約 4,700人、東京 2020パラリンピック約
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東京2020みんなで応援チケット

有観客セッションの様子

１万 5,700人）の子どもたちに、会場での観戦の機会を提
供することができた。

オリンピック

合計 21セッション 約 43,300人

宮城 6セッション 約 19,300人

茨城 3セッション 約 3,400人

静岡 12セッション 約 20,600人

パラリンピック

合計 64セッション 約 15,700人

東京 40セッション 約 12,100人

埼玉 4セッション 約 300人

千葉 20セッション 約 3,300人

入場者数

　東京 2020大会の終了後には、無観客になった競技や
セッションのチケットについて、当該チケットの購入者に対
し、順次チケット代金等の払戻しを実施した。

チケットの種類と価格の設定

　東京 2020大会の観戦チケットについては、組織委員会
が設置した「チケッティング戦略に関する有識者会議」に
て示された方針を踏まえ、次世代を担う子どもたちや若者
を中心に、より幅広く、多くの観客の来場を得られるよう、
「メリハリのある価格」をコンセプトに、過去大会の価格、
国内での人気、メダルの獲得期待度などを考慮した上で

価格設定を行った。
　一般チケットの価格帯は、東京 2020オリンピックでは、
開閉会式で1万 2,000円から30万円まで、競技で2,500円
から13万円までで、全体の半分以上が 8,000円以下の価
格設定とした。また、東京 2020パラリンピックでは、開閉
会式で8,000円から15万円まで、競技で900円から7,000
円までとした。
　これら一般のチケットに加え、東京 2020大会にちなん
だ2,020円で販売するチケットや、付加価値が付いた高価
格帯のチケットなど、様々な形で観戦を楽しめるよう、企画
商品や各種プログラムを展開した。
　「東京 2020みんなで応援チケット」は、子ども、シニア、
障がいのある人も含めた、家族やグループで気軽に来場
できるグループ向けの観戦チケットとした。

項目 内容

対象会場・競技 開閉会式、全競技（予選セッション中心）

対象者

12歳未満(※)の子ども、６０歳以上のシニ
アの方、障がいのある方を１名以上含む家
族やグループ
※大会延期に伴い 13歳未満に変更

価格 2,020円（税込）/枚

販売方法 公式チケット販売サイト
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東京 2020オリンピック一般チケット価格
競技 最低価格 最高価格

開会式
閉会式
水泳（競泳）
水泳（飛込）
水泳
（アーティスティックスイミング）
水泳（水球）
水泳（マラソンスイミング）
アーチェリー
陸上競技
（トラック＆フィールド）
陸上競技（マラソン）
陸上競技（競歩）
バドミントン
野球
ソフトボール
バスケットボール
（3x3）
バスケットボール
（バスケットボール）
ボクシング
カヌー（スラローム）
カヌー（スプリント）
自転車競技
（BMX フリースタイル）
自転車競技
（BMX レーシング）
自転車競技 
（マウンテンバイク）
自転車競技
（ロード）
自転車競技
（トラック）

¥12,000 ～ ¥300,000
¥12,000 ～ ¥220,000
¥5,800 ～ ¥108,000
¥3,500 ～ ¥30,500

¥4,000 ～ ¥45,000

¥3,000 ～ ¥18,000
¥3,500 ～ ¥5,500
¥3,000 ～ ¥7,000

¥3,000 ～ ¥130,000

チケット販売なし
チケット販売なし
¥4,000 
¥4,000 
¥2,500 

¥3,000 

¥3,000 

¥3,500 
¥3,000 
¥3,000 

¥2,500 

¥3,000 

¥5,000 

¥3,500 

¥4,000 

～ ¥45,000
～ ¥67,500
～ ¥25,500

～ ¥18,000

～ ¥108,000

～ ¥45,000
～ ¥10,000
～ ¥9,500

～ ¥10,000

～ ¥12,500

～ ¥5,000

～ ¥5,500

～ ¥14,500

東京 2020パラリンピック一般チケット価格
競技 最低価格 最高価格

開会式
閉会式
アーチェリー
陸上競技（トラック&フィールド）
陸上競技（マラソン）
バドミントン
ボッチャ
カヌー
自転車競技（トラック）
自転車競技（ロード）
馬術
5人制サッカー
ゴールボール

¥8,000 ～ ¥150,000 
¥8,000 ～ ¥90,000 
¥1,800 ～ ¥2,400 
¥2,000 ～ ¥6,500 
¥2,000 ～ ¥3,200 
¥1,600 ～ ¥3,200 
¥1,200 ～ ¥3,200 
¥900 ～ ¥2,000 
¥2,000 ～ ¥3,200 
¥1,400 ～ ¥2,000 
¥1,400 ～ ¥2,000 
¥1,800 ～ ¥5,000 
¥900 ～ ¥2,800 

最高価格

～ ¥16,000

～ ¥11,500
～ ¥67,500
～ ¥10,000
～ ¥72,000
～ ¥36,000
～ ¥16,000
～ ¥20,000
～ ¥10,000
～ ¥54,000
～ ¥12,800
～ ¥4,000
～ ¥9,500
～ ¥25,500
～ ¥5,500
～ ¥5,500

～ ¥11,500

～ ¥12,500
～ ¥3,000
～ ¥36,000
～ ¥9,500
～ ¥54,000
～ ¥8,000

～ ¥45,000

～ ¥54,000

～ ¥12,800

～ ¥45,000

競技 最低価格
馬術（馬場馬術、総合馬術、障害
馬術）
フェンシング
サッカー
ゴルフ
体操（体操競技）
体操（新体操）
体操（トランポリン）
ハンドボール
ホッケー
柔道
空手（形、組手）
近代五種
ボート
ラグビー
セーリング
射撃（ライフル、クレー）
スケートボード
（パーク、ストリート）
スポーツクライミング
サーフィン
卓球
テコンドー
テニス
トライアスロン
バレーボール
（ビーチバレーボール）
バレーボール
（バレーボール）
ウエイトリフティング
レスリング（フリースタイル、グレ
コローマン）

柔道
パワーリフティング
ボート
射撃
シッティングバレーボール
水泳
卓球
テコンドー
トライアスロン
車いすバスケットボール
車いすフェンシング
車いすラグビー
車いすテニス

最高価格
～ ¥5,000
～ ¥2,000
～ ¥2,400
～ ¥2,400
～ ¥3,600
～ ¥7,000
～ ¥2,800
～ ¥2,000
～ ¥3,000
～ ¥7,000
～ ¥2,400
～ ¥4,000
～ ¥6,500

競技 最低価格

¥3,000 

¥3,000 
¥2,500 
¥7,000 
¥4,000 
¥4,000 
¥5,500 
¥3,500 
¥2,500 
¥4,000 
¥3,500 
¥2,500 
¥3,000 
¥2,500 
¥3,000 
¥2,500 

¥4,000 

¥3,000 
¥3,000 
¥3,500 
¥3,000 
¥3,000 
¥4,000 

¥3,500 

¥4,000 

¥2,500 

¥4,000 

¥2,000 
¥1,400 
¥900 
¥1,800 
¥1,400 
¥2,000 
¥1,400 
¥900 
¥1,400 
¥2,400 
¥900 
¥2,400 
¥1,800 
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　「車いすユーザーチケット」は、車いすで観戦する人及
びその同伴者が一緒に観戦できるチケットとした。

車いすユーザーチケット
項目 内容

対象会場・競技 開閉会式、全競技のセッション
車いすで観戦をされる方対象者 ※同伴者のチケットも一緒に購入可能

価格 セッションによって異なる
販売方法 公式チケット販売サイト

　「東京2020公式ホスピタリティパッケージ」は、観戦チ
ケットに、会場内のラウンジでの飲食サービスなどを組み
合わせたホスピタリティパッケージとした。

東京2020公式ホスピタリティパッケージ
項目 内容

オリンピックのみ／陸上競技、テニス、水泳対象会場・競技 などの10以上の競技会場
対象者 一般観客（法人／個人）
価格 6万円～635万円

東京2020オリンピック公式ホスピタリティ販売方法 パッケージ販売用特設サイト

　「東京2020公式観戦ツアー」は、チケットと宿泊や交通
機関等をパッケージにした国内向けの観戦ツアーとした。

東京2020公式観戦ツアー
項目 内容

対象会場・競技 開催競技全般
対象者 一般観客（法人／個人）
価格 数万円～数百万円まで様々なコースを用意

東京2020オフィシャル旅行サービスパート
ナー3社

販売方法 ・ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社
・株式会社JTB
・東武トップツアーズ株式会社

　「学校連携観戦チケット」は、より多くの子どもたちに、
会場での観戦を通して、スポーツのすばらしさや世界中の
人 と々交流することの楽しさを体験し、一生の財産として、
心に残る観戦の機会を提供するためのチケットとした。

学校連携観戦チケット
項目 内容

対象会場・競技 日中に行われる予選のセッションが中心
東京都をはじめ、競技会場が所在する関係
自治体及び東日本大震災被災３県ならびに対象者 希望のあった全国各地の小学校から高校お
よび特別支援学校等の児童・生徒
オリンピック：2,020円（税込）/枚価格 パラリンピック：500円～2,020円（税込）/枚
各自治体を通じてご案内し、申込受付および販売方法 販売

　「自治体向けチケット」は、東京2020大会の運営及び
機運醸成等で連携した、開催都市東京都、関係自治体、

東日本大震災被災３県及びホストタウン登録自治体向け
のチケットとした。

学校連携観戦チケット

　学校連携観戦チケットの実現においては、学校現場及
び教育行政と密に連携し、理解を深めながら協力関係を
構築することが重要であった。東京2020大会では、開催
都市・東京都を中心に、関係機関と検討の初期段階から
協議及び調整を重ね、大会の開催期間中は、関係機関等
が一体となって運営することで、本チケットを実現すること
ができた。

学校連携観戦のタグ

　東京都を始め、競技会場が所在する関係自治体及び東
日本大震災被災３県並びに全国各地の小学校から高校及
び特別支援学校等に幅広く申込みを募り、東京2020大会
の開催の延期前には、東京2020オリンピック約60万枚、
東京2020パラリンピック約68万枚の購入申込みがあった。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの会場におい
て無観客開催となったが、最終的には、東京2020オリン
ピック約4,700人（宮城県、茨城県、静岡県）、東京2020
パラリンピック約１万5,700人（東京都、埼玉県、千葉県）
の子どもたちに観戦の機会を提供することができた。
　学校連携観戦の実施に当たっては、保護者等の意向を
踏まえて自治体や学校設置者が希望する場合には、新型
コロナウイルス感染症対策を徹底した上で実施することと
した。当初は公共交通機関での移動を中心に計画してい
たが、コロナ禍の状況下での開催となり、専用バスで来場
できるように、関係各所と調整を図り、観戦を実現するこ
とができた。また、観戦の際には、各自治体及び各学校
と連携しながら、観戦前の検温や手指消毒、マスクの着用、
動線の分離、専用エリアでの観戦、座席間のディスタンス
確保などを行った。



学校連携観戦の様子

チケット販売スケジュール

　東京 2020大会のチケットの販売に向けて、2017年 10月
からチケット販売システムの開発に着手し、次のスケジュー
ルにてチケット販売を実施した。
　まず、国内向け販売として、東京 2020オリンピックの一
般チケットについて、2019年５月から第１次抽選販売、 2019
年８月から第１次抽選の追加抽選販売、2019年 11月から第
２次抽選販売を行った。
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響により実現しな
かったが、2020年春から春期販売（公式チケット販売サイ
ト、東京 2020チケットセンター、公式リセール）を計画し

ており、公式チケット販売サイトで購入することが難しい人
向けには、窓口販売も計画していた。
　なお、東京 2020オリンピック公式チケット販売サイトは、
次の図のとおりとした。

オリンピック公式チケット販売サイト

　2019年６月からは、東京 2020オフィシャル旅行サービス
パートナー３社によって「東京2020オリンピック公式観戦ツ
アー」の販売を開始した。また、「東京 2020公式ホスピタ
リティパッケージ」は、公式販売事業者による販売を、 2019
年10月より開始した。
　東京 2020パラリンピックの一般チケットについては、
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オリンピックチケット販売スケジュール
時期

2019年５月～

販売方法

第１次抽選販売 

備考

─

2019年８月～

2019年 11月～

第１次抽選の追加抽選販売 

第２次抽選販売 

─

─

2020年４月～

春期販売
・整理券はがき抽選による先行窓口販売
・公式チケット販売サイトでのウェブ販売（先着順）
・東京 2020チケットセンターでの窓口販売（先着順）
・公式リセールサービス

大会延期に伴い実施取り止め

パラリンピックチケット販売スケジュール

2019年８月から第１次抽選販売、2020年１月から第２次抽
選販売を行った。東京2020オリンピックと同様に新型コロ
ナウイルス感染症の影響により実現しなかったが、2020年
春から春期販売（公式チケット販売サイト、東京 2020チ
ケットセンター、公式リセール）を計画していた。
　なお、東京 2020パラリンピック公式チケット販売サイト
は、次の図のとおりとした。

パラリンピック公式チケット販売サイト

　2019年 12月からは、東京 2020オフィシャル旅行サービ
スパートナー３社によって、「東京 2020パラリンピック公式
観戦ツアー」の販売を開始した。
　また東京 2020オリンピック及び東京 2020パラリンピッ
クの海外在住者向けの販売は、各国又は地域のNOC及び
NPC又は公式チケット販売事業者を通じて行った。販売開

時期

2019年８月～

販売方法

第１次抽選販売 

備考

─

2020年１月～ 第２次抽選販売 ─

2020年 5月～

春期販売
・整理券はがき抽選による先行窓口販売
・公式チケット販売サイトでのウェブ販売（先着順）
・東京 2020チケットセンターでの窓口販売（先着順）
・公式リセールサービス

大会延期に伴い実施取り止め

始時期や販売方法については、国又は地域によって異なっ
ていた。

チケットプロモーションと TOKYO 2020 ID

　組織委員会では、「フルスタジアムの実現」と「入場料
収入の最大化」を達成するために、チケットプロモーション
及び顧客関係管理（ Customer Relationship Management、
CRM。購買者等と良好な関係を築き、状況に応じて購買
者に対して適切に働きかけを行う管理手法のこと。）の施
策として、TOKYO 2020 IDサインアップキャンペーンなどの
各種施策を実施した。

チケットプロモーション

　2018年７月の東京 2020オリンピック２年前イベント時に、
TOKYO  2020 IDサインアップキャンペーンを開始し、「奇跡
をつくる、１人になろう。」のキャッチコピーの下、動画やグ
ラフィックを制作し、広報部門と連携してメディアへの露出
を最大化した。
　2019年１月には、オリンピアンの吉田沙保里氏をゲスト
に迎え、観戦チケット概要の発表に係る記者会見を実施し
て機運醸成を図り、同年３月末にはTOKYO  2020  IDの登
録数が200万IDを突破した。
　東京 2020オリンピックの第 1次抽選販売の概要を発表
した同年４月には、記者会見にオリンピアンの北島康介氏
を迎えてトークイベントを実施し、会見の当日から同年５月
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の申込み開始時までアスリート及び著名人でつなぐSNS企
画や全国紙での新聞広告を展開した。
　第１次抽選販売の申込みを開始した同年５月には、
TOKYO 2020 IDの登録数が375万IDを突破し、販売開始
時点でのIDの登録数では、過去のオリンピック・パラリン
ピック競技大会と比較して、最高を記録した。申込開始当
日には、タレントの渡辺直美氏、自転車競技（BMXフリー
スタイル）の中村輪夢選手をゲストにトークショーを実施し
た。申込み終了時点のID数は 753万を超え、観戦チケット
の申込み数最大化につながった。
　2019年８月のパラリンピックチケットの第１次抽選販売の
申込開始時には、くりぃむしちゅーの上田晋也氏、パラリ

2019年4月オリンピック第1次抽選販売の
概要発表イベントの様子

ンピアンのマルクス・レーム選手、重本沙絵（執筆時点で
は辻沙絵）選手、木村敬一選手をゲストにトークイベントを
実施し、多くのメディアに取り上げられた。

TOKYO 2020 IDのCRM施策

　組織委員会は、2016年７月からCRM施策として、TO KYO 
2020 IDの登録サービスをスタートした。氏名や住所、メー
ルアドレスなどの基本的な情報を登録すると、東京 2020
大会の関連情報やチケット情報、メールマガジン等のサー
ビスを無償で受けられるものであった。2019年１月には、
CRMサイト「My  Tokyo  2020」のサービスが始まり、併せ
てID登録者へのメールサービスを開始した。加えて、組織
委員会、パートナー、NF主催イベントなどに参加する際、
画面を提示すると、様々な特典が得られるサービスである
「 TOKYO  2020  PASS」企画による競技体験促進の取組、
メールでのおすすめチケット情報や大会の機運醸成に関す
る情報なども配信した。

　東京 2020大会の開催前から、戦略的にチケットプロ
モーションや CRMを推進することで、フルスタジアムを実現
すべく準備を進めたが、大会の開催延期が決定された後
は、「安全・安心な大会を実現するためのツール」に役割

チケットプロモーションのグラフィック
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2019年8月パラリンピック第1次抽選
申込開始イベントの様子

を変え、ID登録者800万人以上に対して、My Tokyo 2020
や、IOCと連携したメールマガジンで情報を発信した。
　東京2020大会の開催期間中には、競技の見どころや
競技結果に加えて、台風、暑さ等の気象に関する注意喚
起や、沿道観戦自粛などの新型コロナウイルス感染症対
策についての情報を発信し、安全・安心な大会運営の実
現に貢献した。
　一方で、不正なIDの取得や利用、不正転売等に対する

対策として、チケット不正転売禁止法の適用や公式リセー
ルサイトの準備に加え、ID登録者の個人を特定する認証
手法として、利用者がTOKYO 2020 IDに登録した電話番
号から認証用の050で始まる電話番号にダイヤルすること
で、電話番号が登録された情報と一致するかを判定するシ
ステムを導入した。

TOKYO 2020 ID数の推移

2019年11月オリンピック第２次抽選開始
イベントの様子

2019年5月オリンピック第1次抽選販売
申込開始イベントの様子

2019年8月パラリンピック第1次抽選
販売発表イベントの様子



チケットタイプとデザイン

チケットタイプ

　観戦チケットのタイプは①紙で印刷された「紙チケッ
ト」、②購入者（来場者）が自宅やオフィス等のプリンター
を使用して自分自身で印刷する「ホームプリントチケット」、
③購入者（来場者）の携帯電話又はスマートフォン等の画
面上にQRコードを表示する「モバイルチケット」の３種類
を設定し、チケット購入の際に購入者自身で選択できるよ
うにした。一般販売における選択比率は紙チケット約
40％、ホームプリントチケット約 30％、モバイルチケット約
30％であった。
　観客数上限の決定が東京 2020大会の開催直前になり、
チケットを配送する時間的な余裕が確保できなかったため、
有観客セッションの一般購入者はホームプリントチケットで
の入場とし、紙チケットについては、大会終了後に紙チケッ
トを配送した。また、多くの会場で無観客での開催となっ
たため、東京 2020大会の終了後に購入者に対して、無観
客会場も含めたホームプリントチケット（PDF形式）を記念
にダウンロードできるサービスを実施した。その結果、約
141万枚（東京 2020オリンピック約 115万枚、東京 2020
パラリンピック約 26万枚）のチケットがダウンロードされた。

チケットのデザイン等

　チケットは、東京 2020大会を象徴するデザイン性と、入
場確認時の視認性等の機能性の双方を兼ね備えたもの
でなければならず、また、偽造防止の観点から複数の偽造
防止技術を紙面に盛り込む必要があった。
　組織委員会は、デザイン性、機能性、偽造防止の３つ
の観点で、チケットを企画し、設計した。
　デザインはコアグラフィックスをベースとし、スポーツピク
トグラムを配置した。カラーはコアグラフィックスで設定され

たもののうち、紅、藍、藤、松葉の４色を採用し、各競技
会場のカラーと合わせた色調とした。競技と会場の組合せ
により、それぞれの開閉会式を除き、東京 2020オリンピッ
クで59種類、東京 2020パラリンピックで25種類のデザイ
ンバリエーションを準備した。
　また偽造防止の観点では、チケット券面の表面にはホロ
グラム、裏面には蛍光インキ、マイクロ文字を施した。ホ
ログラムは「 TOKYO2020」のワードマークを採用し、高度
な印刷技術を盛り込んで高輝度かつ3Dでの表現を実現し
た。

紙チケット ホームプリントチケット モバイルチケット
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紙チケットの展示の様子

オリンピック紙チケットデザイン パラリンピック紙チケットデザイン
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11　パラリンピック



1 概要

パラリンピック開催の意義

　パラリンピック競技大会は、障がいのあるトップアスリー
トが出場できる世界最高峰の国際競技大会であり、4年に
一度、オリンピック競技大会の終了後に同じ場所で開催さ
れている。
　オリンピック競技大会は世界的なスポーツの祭典であり、
「スポーツを通した人間育成と世界平和」を目的としてい
るのに対して、パラリンピック競技大会は、障がいのあるア
スリートが参加できる世界最高峰の舞台であり、「パラス
ポーツを通じたインクルーシブな社会創出」が大会開催
の意義（IPCのビジョン）である。すなわち、パラリンピック
競技大会は、「誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合
い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型
の社会」である共生社会に向けて、社会に変革をもたらす
ことを究極の目的としている大会である。また、パラリン
ピックの父と呼ばれるルードウィッヒ・グットマン卿が残した
「失ったものを数えるな。残されたものを最大限に生か
せ。」という言葉で象徴されるように、それぞれの特性や強
みを生かすために創意工夫し、限界に挑むパラリンピアン
の姿は、社会の中にある障壁（バリア）をなくすことや、発
想の転換が必要であると気付かせてくれる。
　東京2020大会は、夏季大会として史上初めて同一都市
における2度目のパラリンピック競技大会となることから、
これを契機として、世界の人々に気付きを与え、より良い
社会をつくるための社会変革を起こそうとする「パラリン
ピック・ムーブメント」の更なる発展に貢献するため、東京
2020パラリンピックの成功が強く期待された。
　その一方で、東京 2020大会の開催が決定した当時の日
本国内では、「パラリンピック」の名称こそ広く認知されて
はいたものの、2015年に実施された東京都の調査で「障
がい者スポーツに関心がある」と回答した人が 2016年の
調査より13ポイント低いなど、競技や障がいに対する一般
の認知や関心はさほど高くはなかった。東京 2020パラリ
ンピックの開催に当たっては、パラリンピック・ムーブメント
の醸成に加えて、競技会場や輸送におけるアクセシビリ
ティの確保、障がい及び障がい者に対する理解の推進な
ど、社会全体に大会ビジョンの一つである「多様性と調
和」の理念を広げていくことが大きな課題であった。
　人は性別や年齢、国籍、人種、民族、宗教、社会的地
位、障がいの有無、性的指向、性自認、価値観、働き方
等によりそれぞれ異なっている。こうした多様な違いを共
に認め合い、違いが生かされる社会を創ることで、真の豊

かさが生まれる。現実には、ハード及びソフト両面の様々
な障壁（バリア）が障がい者の可能性を妨げているが、次
のような取組により、障がいのある人とない人が共に支え
合い、多様な人々の能力が発揮されている活力ある社会
への道筋となることが、東京 2020パラリンピック開催の最
大の意義として期待される。

1 　 スポーツ施設や都市全体のインクルーシブ（包括的）
な社会基盤整備

　2017年には、「 Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライ
ン」が策定され、競技会場はガイドラインを踏まえて整備
されることとなった。また、国の取組として、2017年に「ユ
ニバーサルデザイン2020行動計画」が策定され、全国に
おいて、ユニバーサルデザインの街づくりと「心のバリアフ
リー」の両面から様々な取組が行われることとなった。例
として、ホテルや旅館の車いす使用者用客室の設置基準
の改正や、新幹線の車いすスペースの増設、交通事業者
向け接遇ガイドラインの作成などが挙げられる。また、201 8
年11月には、バリアフリー法が改正され、障がい当事者
の政策立案への主体的な参加が進んだ。これらの取組に
より、社会基盤整備において、東京都のアクセシビリティ
は大きく向上した。

2　障がい者スポーツの発展
　パラリンピック競技大会や障がい者スポーツの普及の
面では、東京都の「NO  LIMITS CHALLENGE」事業及び
「TEAM  BEYOND」事業が進められ、競技体験やゲストア
スリートの活用により、パラリンピック競技大会や障がい者
スポーツの認知度向上と理解促進が図られた。東京2020
パラリンピックの開催やこうした取組を契機として、学校、
企業等でボッチャが行われるなど、障がい者スポーツが広

東京 2020パラリンピック開会式の模様
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東京 2020パラリンピック閉会式の模様

く親しまれるようになった。また、東京 2020大会の開催時
にはNHKが 500時間を超える東京 2020パラリンピックの
放送を行い、これまで障がい者スポーツを見たことがない
幅広い年齢層の人々がパラリンピック競技大会に触れ、
様々な障がい者スポーツで多くのファンが育つきっかけと
なった。
　競技スポーツでは、東京都により、パラリンピック競技
大会等の国際大会で活躍するアスリートを継続的に輩出
するため、東京ゆかりのアスリートを発掘するプログラムが
行われている。また、国際大会等への出場が期待される
アスリートの強化及びコーチやガイドランナー等の「パラ
スポーツスタッフ」の競技支援活動の環境整備が図られ
た。競技環境の整備においても、オリンピック競技のアス
リートのみが利用対象だった国立スポーツ科学センター
（JISS）及びナショナルトレーニングセンター（NTC）におい
て、パラアスリートの利用が開始されるとともに、2019年
にはユニバーサルデザインを採用したNTCの新棟が完成
した。日本財団の支援により2015年に設立された日本財
団パラリンピックサポートセンターでは、障がい者スポーツ
競技団体への共同オフィスの提供、団体運営基盤強化の
ための助成事業、障がい者スポーツ専用体育館である「日
本財団パラアリーナ」の建設等、競技団体を支援する多
様な取組が行われた。

3　社会における個々人の意識改革
　2017年の内閣府による「障害者に関する世論調査」に
よれば、障がいのある人に対して、障がいを理由とする差
別や偏見が世の中に「あると思う」又は「ある程度はある
と思う」と回答した人の割合は合計で83.9％であった。こ
れを受けて、国、東京都、企業、団体等において、「心の
バリアフリー」に関する様々な取組が進められた。
　その結果、従前はほとんどなかった障がい者やパラアス
リートの企業広告への登場機会が、東京 2020大会の開催
が近づくにつれて大幅に増え、パラアスリートを起用するこ
とで企業のブランド価値を高めるものと評価されているこ
とを示した。
　また、IPCは、東京 2020パラリンピックの開催直前に、
障がい者を取り巻く環境を変えていくことを目指した人権
ムーブメントである「WeThe15」キャンペーンを公表した。
世界の人口の15％程度（約1 2億人）に何らかの障がいが
あるとして、身近にいる多くの障がい者に目を向け、差別
のない社会の実現を目指すこの取組は、国連人権理事会
やThe  Valuable  500等数多くの団体が支援するムーブメン
トであり、選手からもSNS等で積極的な発信がなされるな
ど、共生社会を目指す大会の意義を世界に伝えることと
なった。

4　教育及び啓発
　組織委員会では、職員を対象に障がい者に対するサ
ポートが自然にできる人材の育成を目的とした研修を継
続的に行い、また、職員やボランティア向けに、アクセシ
ビリティ・サポートに係るeラーニング研修を実施した。
　障がい及び障がい者の理解において、まだ固定観念を
持つに至っていない子どもへの教育は非常に重要であり、
2020年の学習指導要領には、パラリンピック競技大会を
盛り込むことが決定された。また、日本財団パラリンピッ
クサポートセンターでは、IPC公認教材「I’mPOSSIBLE」を
全国の学校に提供し、パラリンピック教育を推進した。こ
うした取組により、パラリンピック教育の環境整備や障が
い者スポーツへの理解などが進み、さらに、子どもから親
へパラリンピックの価値を教える、リバースエデュケーショ
ン（逆向きの教育）が起きることも期待される。

パラリンピックへの取組姿勢

　パラリンピック競技大会は、その独自の価値により、開
催都市及び開催国にまたとない機会をもたらすイベントで
あり、その成功のためには、パラリンピック競技大会がオ
リンピック競技大会とは異なる特有のニーズを持つことを
関係者全員が十分に理解し、パラリンピック競技大会の運
営に反映する必要がある。
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　そこで、組織委員会では、東京 2020パラリンピックに重
要な次の「4つの視点」を、幅広い関係者と共有し、戦略
的な取組を展開していった。

1 　パラリンピックを意識した組織運営
　組織委員会の主要なポストにパラリンピック関係者を
参画させるなど、パラリンピック競技大会の計画、準備か
ら運営に至るまで、あらゆる面においてパラリンピック競技
大会が強く意識されるよう、組織作りを進める。また、ア
スリートの特性の違いやアクセシビリティへの配慮などを
計画段階から組織横断的に検討することにより、パラリン
ピック競技大会の準備をオリンピック競技大会と並行して、
効率的かつ効果的に実施する。

2　ハード及びソフト両面のアクセシビリティの実現
　競技会場や公共交通機関等が取り組むアクセシブルな
環境整備が、段階的に周辺施設等に波及し、及び拡大す
ることを目指すとともに、障がいの有無や年齢に関わりな
く、誰もが身近な地域で一生涯スポーツを楽しめる環境の
整備拡充、技術開発や「心のバリアフリー」の深化を図る。

3　パラリンピック大会に向けたエンゲージメント
　パラリンピック競技大会に関するエンゲージメントを高
めることで、パラリンピック競技及び障がい者スポーツの
認知度向上に取り組んでいくとともに、大会の運営のあら
ゆる面において、パラリンピック競技大会の観客の特性や
ニーズを踏まえたサービスを提供し、観客と選手が一体と
なった熱気あふれる大会の実現につなげる。

4　パラリンピックのブランド価値向上
　パラリンピック競技大会の成功は、アスリートや観客、大
会関係者を始め、世界中の人々が競技やセレモニーの瞬
間を共有することを通じて、パラリンピックのブランド価値
の更なる向上に資するものである。加えて、準備段階から
パラリンピックの意義や競技の魅力を計画的に紹介するこ
とで、パラリンピック競技大会への理解の深化につなげ、東
京 2020パラリンピックのブランド価値をより一層高めてい
く。

　組織委員会は、上記を踏まえ、東京 1964大会やその後
積み重ねた実績と経験を最大限生かすとともに、観客を
含めた幅広い東京2020大会の関係者と連携し、大会に
向けた取組を通じ、パラリンピック・ムーブメントの更なる
発展を実現し、その効果を世界各地に波及させて、誰も
が身近な地域で一生涯スポーツを楽しめる活力ある共生
社会の実現に貢献することを目指した。
　なお、この取組姿勢の下、組織委員会は多岐にわたる

開催都市・東京都や競技会場所在自治体、会場所有者
等のデリバリーパートナーと連携し、パラリンピックへの移
行期間の活動を計画し展開した。東京 2020パラリンピッ
クに必要な準備を、可能な限り東京 2020オリンピックの
開始前に完了すること、それにより東京 2020オリンピック
から東京 2020パラリンピックへの移行作業を持続可能性
に配慮し最適化されたものとすること、パラリンピック競技
大会に特有のアクセシビリティ対応を準備すること、東京
2020オリンピック開催の盛り上がりを東京 2020パラリン
ピック開始への期待と一体感へ転換する発信等により、円
滑な大会運営の実現を図った。
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 2 アクセシビリティ

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン

　組織委員会は、アクセシビリティを重視した競技施設や
選手村、駅から会場までの経路等の整備により、障がいの
有無にかかわらず、全ての人々にとってアクセシブルでイン
クルーシブな大会を実現するため、国の関係行政機関、東
京都、関係地方公共団体、障がい者団体等の様々な関係
者の参画を得て、2017年 3月に「 Tokyo2020アクセシビリ
ティ・ガイドライン」を公表した。本ガイドラインにより、東
京 2020大会の開催に関わる関係団体、行政、事業者等
の全ての団体が、大会に係るアクセシビリティの必要性を
理解し、大会の開催準備の初期段階から、アクセシブルな
環境整備を考慮し、それぞれの主体による取組に反映する
ことが可能になった。また、東京 2020パラリンピックの開
催を契機として、本ガイドラインを踏まえたハード及びソフ
ト両面の国際的な水準でのアクセシブルな環境整備が促
進された。

Paralympic Flag Lands in Tokyo

会場におけるアクセシビリティ

ガイドラインを踏まえた会場整備

　東京 2020大会の開催準備に当たり、Tokyo2020アクセ
シビリティ・ガイドラインを踏まえた競技会場の新規建設や
大規模な改修工事が行われた。東京都が整備又は改修す
る競技会場においては障がい者団体や学識経験者等の
意見を直接聴取する「アクセシビリティ・ワークショップ」
を設け、聴取した意見などを反映させ、設計を行った。具
体的には、車いす使用者も様々な場所から観戦できるよう
に、車いす使用者席を水平方向や垂直方向に分散して配
置したり、トイレを車いす使用者対応、乳幼児連れ対応と

いった利用形態に応じて分散して配置したりするなど、こ
れまでよりレベルの高いアクセシビリティの水準を確保し、
障害のある人のみならず、誰もが使いやすい施設となるよ
う整備された。
　東京2020大会の開会式及び閉会式並びに陸上競技が
実施されたオリンピックスタジアムは、設計段階から施工ま
で、高齢者、障がい者団体、子育てグループ等が参画した
「ユニバーサルデザイン・ワークショップ」の意見を踏まえ
た整備が行われた。具体的には、当該ワークショップの意
見を踏まえ、外部階段横のエレベーターやスロープの増
設、補助犬トイレの増設等の改善を実施した。また、車い
す使用者用観客席としては、IPCが定める「IPCアクセシビ
リティガイド」やユニバーサルデザイン・ワークショップの
意見を踏まえ、スタンドの全層、全階に車いす席が分散し
て配置された。トイレについても、オストメイト（人工肛門
又は人工膀胱（ストーマ）の保有者）に配慮したトイレや
LGBTQ等に配慮した男女共用トイレなど、対象者ごとに設
備を充実させたトイレが設置された。
　上記以外の既存施設については、施設所有者等におい
て、可能な限りアクセシブルなトイレ、スロープ、車いす席、
車いす用エレベーター等の増設又は改修を行った。また、
通常の恒久施設利用を超える範囲については、仮設オー
バーレイにより東京 2020大会用に必要なアクセシブルな
トイレ、スロープ、車いす席等の増設を行った。
　加えて、東京 2020大会の開催期間中の使用のため、設
計段階及び工事段階において、それぞれ IPCと共に定期
的な現地調査やテクニカルレビューを行い、必要なアクセ
シブル対応を行った。
　こうした取組により、障がいの有無や程度、年齢、性別、
国籍にかかわらず、全ての人が安心して、快適に利用でき
る環境が整備された。

ガイドラインを踏まえた会場整備
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観客（学校連携観戦及び大会関係者含む）向けの情報
保障

　東京 2020大会では、観客等の多くの来場者が予想さ
れ、障がいのある来場者への配慮として、情報保障に係る
様々な取組を実施した。
　東京 2020オリンピックの開催期間中には、スマートフォ
ンで使用するアプリ「おもてなしガイド」（起動させておく
ことで会場内アナウンスの内容が、スマートフォン上に文字
表示され、また、設定により、文字表示された内容の読み
上げができるアプリ）を用いた情報提供を準備し、馬事公
苑（馬術）、武蔵野の森総合スポーツプラザ（バドミントン、
近代五種）、東京体育館（卓球）、夢の島公園アーチェリー
場（アーチェリー）の4会場で実施した。実施に当たっては、
運営マニュアルの作成のほか、配信者である連携大学の
大学生に対する研修を行ったが、新型コロナウイルス感染
症対策として多くの会場で無観客での開催が決定したこと
から、当該研修は、大学生への教育プログラムの一環とし
た。
　また、東京2020オリンピック及び東京2020パラリンピッ
クの開会式及び閉会式に加え、日本武道館（柔道）、幕張
メッセ（ゴールボール等）、オリンピックスタジアム（陸上競
技）の3会場では、東京 2020パラリンピックの開催時にも
インターネット又はFMラジオを利用した音声解説の提供を
行った。この取組についても、無観客開催の影響から、提
供する対象者を学校連携観戦の児童・生徒及び一部の関
係者に限定して提供した。

競技会場でのボランティアの活動

　既存の競技会場において、当該会場の施設及び設備の
構造上の障壁を取り除くことができない場合には、案内誘
導や移動サポートといった東京 2020大会の運営を支える
ボランティアのきめ細かな対応及び活動により、多くの観
戦者に対し、適切なサポートが提供されるよう準備した。ま
た、ボランティア本人の希望や担当する役割への適性を踏
まえながら、競技会場でのボランティア活動に障がい者が
参加する体制も整備した。大会では多くの競技が無観客で
の実施となったが、こうしたボランティアの活動により、東
京 2020大会において、選手、競技役員、メディアなど全
ての人へのアクセシビリティの確保が推進された。

大会スタッフの育成

アクセシビリティ・サポート研修

　組織委員会職員を対象に、職場を始め日常において、ス

ムーズな移動がしにくい人や視覚による情報が得にくい人
等、障がいのある人々へのサポートが自然にできる人材の
育成を目的としたアクセシビリティ・サポートに係る研修を
継続的に実施した。自らも視覚や聴覚などに障がいのあ
る職員が講師を務め、障がい者自身が感じるバリアや接
遇、サポートなどにおける基本姿勢や方法を、体験を通じ
て分かりやすく講義することで、職員一人ひとりの理解を促
進した。
　また、組織委員会職員やボランティア向けに「 eラーニ
ング研修」を展開し、受講者は、各障がい特性に応じた
具体的なアクセシビリティ・サポートの方法等を学習した。

ボランティア研修

「アクセシビリティ　サポートガイド基礎編」

　組織委員会では、大会スタッフやボランティアなどによる
アクセシビリティ・サポートの基礎的な内容について、障
がい者団体を含む幅広い関係者の参画の下、「アクセシビ
リティ　サポートガイド基礎編」（以下「サポートガイド」と
いう。）を作成した。サポートガイドは、アクセシビリティに
配慮が必要な人に対するサポート方法を示しており、大会
スタッフ及びボランティア向けの学習ツールとして活用した。
また、東京 2020大会の公式ウェブサイトに公開し、「心の
バリアフリー」の拡充に向け、幅広い業界において、指針
としての自主的な活用を呼び掛けた。

心のバリアフリーの浸透
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3 エンゲージメント

エンゲージメントの向上

　オリンピック競技大会と比べパラリンピック競技大会や
障がい者スポーツの認知度は高いとは言えず、パラリン
ピック競技大会のエンゲージメントは、大会の成功を目指
す組織委員会にとって重要な取組であった。東京2020大
会では東京2020オリンピック及び東京2020パラリンピッ
クの一体としての成功を目指し、「パラリンピックの成功な
くして東京 2020大会の成功なし」の方針の下、国、東京
都、開催自治体、マーケティングパートナーなどの幅広い
関係者がパラリンピックの機運醸成に取り組むと同時に、
障がいに関する理解やサポート方法を学ぶ多くの機会が
創出された。その結果、多様な人々が分け隔てなく生活
することのできる「共生社会」実現の意義が広く共有され
た。

オリンピック・パラリンピック一体となった大会マーケ
ティング活動

　東京 2020大会のスポンサーシップ・プログラムについ
ては、国内ではオリンピック競技大会及びパラリンピック競
技大会を一体で募集した初めてのオリンピック・パラリン
ピック競技大会となった。マーケティングパートナーを中心
に、パラアスリートのメディア露出が増加したことにより、
パラリンピック競技大会や障がい者スポーツの認知度が
向上した。企業は、パラアスリートを積極的に雇用し、パ
ラアスリートを起用した企業広告を多数制作し、障がい者
スポーツ観戦会や体験会などの障がい者スポーツに触れ
る機会の創出といった取組が活発に行われた。従前は、社
会面に小さな記事が載る程度だったパラリンピック競技
大会関係の報道も、スポーツ面に数多く取り上げられるよ

オリンピック・パラリンピック一体となったマーケティング活動

オリンピックとパラリンピックで歩調を合わせたデザイン

うになり、障がい者スポーツのスポーツとしての認知度向
上の強力な後押しとなった。
　また、エンブレムやトーチ、チケットなどで、東京 2020
オリンピックと東京 2020パラリンピックとで歩調を合わせ
たデザインを企画し、採用した。さらに、大会スタッフや
技術役員（テクニカルオフィシャル）のユニフォームにおい
て、東京2020オリンピックと東京 2020パラリンピックのエ
ンブレムを並べたデュアルエンブレムが採用されたのは今
大会が初めてである。

東京都の取組

　障がい者スポーツの認知度向上と理解促進を図るため、
開催都市である東京都において、都民を始めとする国民と
パラリンピック競技大会を結びつけるための様々な取組
が、過去大会に例を見ないほど大きな規模でかつ長期に
わたって展開された。

1　NO LIMITS CHALLENGE
　パラリンピック競技大会及びパラリンピック競技の認知
度向上と理解促進を目的として、2015年度から、都内区
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NO LIMITS CHALLENGEの取組

市町村、都庁内各局の事業と連携し、各事業会場内で競技
体験や競技紹介パネル、用具等の展示などを行う「東京都
パラリンピック体験プログラム『 NO LIMITS CHALLENGE』」
を実施し、2019年度末までに、都内全区市町村で開催し
た。
　また、「 NO LIMITS CHALLENGE」の特別版として、東
京2020パラリンピック全22競技を一度に体験及び体感
できるイベント「 NO LIMITS SPECIAL」が、2016年度から
2019年度まで、毎年度開催された。
　両取組に延べ20万人以上が参加し、パラリンピック競
技や大会の魅力を伝えた。

2　TEAM BEYOND
　「TEAM  BEYOND」は、障がい者スポーツを応援する人
を増やすプロジェクトであり、スポーツをする人も、見る人
も、支える人も、あらゆるメンバーが一つのチームとなっ
て障がい者スポーツを盛り上げるため、様々な視点から魅
力を発信した。障がい者スポーツの面白さや選手の活躍
をメディアで積極的に伝えるとともに、パラリンピアンの協
力を得て、様々な場面で障がい者スポーツのPRを行い、
東京 2020大会の機運及びパラリンピック・ムーブメントの
醸成が図られた。TEAM BEYONDのメンバー登録者は、個
人だけではなく企業、団体による取組が行われた結果、

TEAM BEYONDのロゴマーク

2022年 1月末時点で140万人以上に達した。

政府の取組

　東京2020大会に参加する国及び地域を自治体が受け
入れるホストタウン事業でのパラリンピアンの受入れを契
機に、各地で共生社会の実現に向けた取組を加速し、東
京2020大会の終了後につなげていく共生社会ホストタウ
ン事業を実施した。住民の意識を変えていくこと、ユニ
バーサルデザインの街づくり及び「心のバリアフリー」に
向けた、各自治体ならではの特色ある総合的な取組が、共
生社会ホストタウン事業を活用して実施された。
　また、共生社会ホストタウンの中でも、ユニバーサルデ
ザインの街づくり及び「心のバリアフリー」の取組が特に
先導的かつ先進的と認められ、重点的に支援されたもの
が「先導的共生社会ホストタウン」である。例えば、神奈
川県川崎市では、パラリンピック競技大会に重点を置き、
誰もが自分らしく生活し、自己実現を目指せる地域づくり
を目指す運動「かわさきパラムーブメント」を推進した。バ
リアフリー対応可能な店舗を「かわさきパラムーブメント
実践店」として登録し、ステッカーを掲示し、対外的に情
報発信するだけでなく、発達障がい児向けサッカー観戦イ
ベントを開催し、競技場周辺のバリアフリーマップを作成
するなど、多様な取組が行われた。
　2021年 7月の段階で、105件の共生社会ホストタウン、
15件の先導的共生社会ホストタウンが認定された。これ
らの自治体ではユニバーサルデザインの街づくり及び「心
のバリアフリー」に向けた自治体ならではの特色ある、
ハード及びソフト一体となった総合的な取組が広がる一
方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、
多くの自治体では、事前キャンプの中止などにより、現地
での受入国のパラアスリートや関係者との交流を断念せ
ざるを得なかった。しかしながら、共生社会ホストタウン
の住民が、受入れの準備や障がい者スポーツの普及啓
発、オンラインでの交流、競技の応援などを通じて、障が
いのある選手と接し、様々な取組に関与することで、共生
社会実現に向けた気付きを得て、意識を変えていった。こ
れらの活動が、東京 2020大会の終了後もレガシーとして
発展的な取組につながっていくことが期待される。

東京 2020パラリンピックの盛り上がり

　東京 2020パラリンピックのチケット販売では、1次抽選
販売でロンドン2012大会の3倍超となる申込みがあった
が、残念ながら最終的には無観客となった。ただし、東
京都、埼玉県及び千葉県では学校連携観戦が行われ、1
万 5,000人以上の子どもたちが競技を観戦した。
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　東京 2020パラリンピックの参加国数は、コロナ禍の影
響で参加を見合わせた国が出た結果、難民選手団を含む
162の国と地域になり、リオ2016大会の159は超えたもの
の、ロンドン2012大会の164には及ばなかった。
　IPCが提供するライブ映像競技の数はパラリンピック競
技大会史上最多となり、全22競技のうち19競技と開閉会
式を生中継した。会場単位としてもリオ2016大会の13会
場から20会場に増加した。中でも、5つの屋外競技（マ
ラソン、自転車競技（ロード）、トライアスロン、ボート、カ
ヌー）が初めて生中継されることとなり、障がいのある選
手が厳しい自然環境の中で競い合う迫力や感動を幅広く
発信することができた。
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4 パラリンピック教育

パラリンピック教育の取組

　パラリンピック開催による重要なレガシーの一つに、「パ
ラリンピック教育」がある。
　パラリンピック教育の目的は、①「パラリンピックそのも
のについての学び」と②「パラリンピックというものを通じ
た学び」にある。①ではパラリンピック競技大会の意義や
特性、どのような種目があるか、②ではパラリンピック競技
大会や障がい者スポーツがその人自身や社会に及ぼす
影響、共生社会実現に向けて変革を促す気付き等につい
て、教育を通じて開催国への定着を促すものとなっている。
　東京 2020大会を通じて、国内の各組織がパラリンピッ
ク教育に関して様々な取組を進めてきた。
　まず、国では、障がいのあるなしにかかわらず、全ての
人が助け合い、共に生きていく共生社会を実現するため、
障がい者理解の学習及び体験からなる「心のバリアフ
リー」の指導を、2020年度からの学習指導要領に盛り込
んだ。
　次に、日本財団パラスポーツサポートセンターにより、子
どもにとって貴重な学びの機会を提供する体験型授業「あ
すチャレ！School」が 2016年から全国の小中高等学校等
で実施された。パラアスリートと共にスポーツを体験するこ
とは、子どもたちが人間の多様性を認め合い、人間の持
つ強さ等を実感することとなり、新たな学びにつながった。
　さらに、IPCの関係機関であるアギトス財団が開発した
教育プログラム「 I’mPOSSIBLE」は、世界中の子どもたち
にパラリンピックの魅力や価値を伝え、パラリンピック・ムー
ブメントを推進することを目的に、37か国で導入されてい
る。教材名「 I’mPOSSIBLE」には、「不可能（ Impossible）
だと思えたことも、少し考えて工夫さえすれば何でもできる
ようになる（ I’m possible）」という、パラリンピックの選手
たちが体現するメッセージが込められている。日本版は
2017年度から全国の小学校や中学校、高等学校、特別支
援学校約 3万 6,000校（国公私立）に無償配布され、201 9
年度は義務教育学校、中等教育学校、高等専門学校及
び専修学校高等課程にも配布された。延べ1万人以上の
教員が同プログラムの研修を受け、パラリンピックの価値、
障がい者スポーツの中にちりばめられた様々な工夫及び
インクルーシブ（包括的）な考え方を学んだことは、障が
いのある人に対する思い込みや先入観にとらわれない考
え方について、子どもたちの理解につながった。
　東京 2020パラリンピックの開催時には、新型コロナウ
イルスの影響により当初の想定から規模を縮小せざるを

得なかったものの、観戦を希望した子どもたちが学校連携
観戦によって実際に競技会場で選手を応援し、生の試合
の迫力に触れることで、障がい者スポーツの面白さやパラ
リンピアンの不屈の精神を体感した。
　こうした取組を通じて、実際の生活においてパラリンピッ
クの価値を考えることで、ものの見方が変わり、多様な人
が共に生き生きと暮らす社会をつくるために何ができるの
かを、子どもたちが考える力を養い行動を起こすことを目
指した。また、学校で学んだことを周りの大人に伝えるリ
バースエデュケーション（逆向きの教育）と呼ばれる状況
が生まれることにより、家庭や地域での共生社会に対する
理解の促進にも好影響を与えたと考えられる。
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5 障がい者スポーツの普及及び発展

障がい者スポーツに関する国の動き

　従来は、スポーツ行政の所管は文部科学省である一
方、障がい者スポーツの所管は厚生労働省であり、障が
い者スポーツに関する施策は、厚生労働省が所管する障
がい者の社会参加推進の一環として位置づけられていた。
　一方で、パラリンピック競技大会を始めとした近年の障
がい者スポーツにおける競技者の増加や国際的な競技
力の向上によって、障がい者スポーツ施策を、福祉の観点
に加え、スポーツ振興の観点からも一層推進していく必要
性が高まっていた。
　そのような状況を踏まえ、2011年に施行された「スポー
ツ基本法」では、「障がい者の自主的かつ積極的なスポー
ツを推進する」との理念が掲げられた。さらに、2014年
度には、全国障害者スポーツ大会や、パラリンピック競技
大会等の世界大会への選手派遣支援といったスポーツ振
興の観点が強い障がい者スポーツの所管事業が、厚生労
働省から文部科学省に移管され、スポーツ政策と一体的
に推進されることとなった。
　その後、「第  2期スポーツ基本計画」（2017年4月から
2022年 3月まで）では、スポーツを「する」、「みる」、「さ
さえる」といった多様な形での「スポーツ参画人口」を拡
大することで、人々がスポーツの力によって人生を楽しく健
康で生き生きとしたものにできるとし、活力ある社会と絆
の強い世界を創るという「一億総スポーツ社会」の実現
を目指すこととした。また、本計画では、スポーツによる
共生社会の実現等が掲げられ、障がい者スポーツの振興
等が明確に示された。
　2021年 3月には、日本障がい者スポーツ協会（JPSA）
により、「障がい者スポーツ」の表記が「パラスポーツ」
に改められ、同年 10月には、「日本障がい者スポーツ協

会」を「日本パラスポーツ協会」に名称変更した。

障がい者スポーツの強化活動

パラアスリートへの支援

　東京 2020パラリンピックで、JPCは20個の金メダル獲
得を目標としていた。結果として目標には届かなかったも
のの、リオ2016大会（金  0個）を大きく上回る、13個の
金メダルを獲得した。この活躍に日本中が熱狂し、障が
い者スポーツの選手及び競技の認知度が大きく押し上げ
られた。特に、メダルを獲得した選手は、マスメディアへ
の出演など社会への露出が大幅に増加した。
　パラリンピック競技大会のメダル報奨金は、近年では大
会ごとに増額され、金メダルでは差があるものの、銀と銅
は、平昌 2018大会からオリンピックの報奨金と同額となり、
障がい者スポーツの強化につながった。
　東京 2020大会までのプロセスを振り返っても、JOCが
実施しているトップアスリートの就職支援ナビゲーションシ
ステム「アスナビ」に代表されるように、民間企業でのア
スリート雇用が増加した。「アスナビ」では、2014年から
2021年までの約 7年間で39名の雇用が成立した。また、
民間企業における障がい者の法定雇用率も2018年に
2.2%、2021年 3月には2.3％に引き上げられた。パラア
スリートが民間企業に雇用されることで、用具や遠征費等
の強化費用を選手が自費で負担していた経済的な課題
が少しずつ改善の方向へ進むなど、障がい者スポーツや
アスリートの強化のための環境が整ってきた。また、選手
への応援を通して多様性への気付きや理解がパラアス
リートの所属企業の社員に広まり、スロープの設置や段差
解消など、社内のアクセシビリティが改善されることもあ

陸上女子マラソンT12で金メダルを獲得した道下美里選手 車いすバスケットボール男子で銀メダルを獲得した日本代表チーム
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東京都によるパラスポーツ選手発掘の取組

り、共生社会の実現に向けた大きな取組の一つとなった。
　また、パラアスリートの強化や発掘も進んだ。東京都で
は、国際大会等で活躍するパラアスリートを継続的に輩出
するため、東京ゆかりのアスリートを発掘するプログラム
も実施した。さらに、国際大会等への出場が期待される
選手を、「東京アスリート認定選手」として認定し、競技
活動費の補助など競技活動を集中的に支援した。

競技環境の整備、競技力の向上

　パラリンピック選手の競技環境の整備も進んだ。2014
年には、オリンピック競技のアスリートのみが利用対象と
なっていた国立スポーツ科学センター（JISS）及びナショナ
ルトレーニングセンター（NTC）において、パラリンピック
競技のアスリートの利用が開始された。2019年には、パ
ラリンピック競技のアスリートの利用を想定して、バリアフ
リー法や東京都福祉のまちづくり条例とともに、NTCに
Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインも踏まえた様々
なユニバーサルデザインを採用した東棟が整備された。
このセンターは段差をほとんどなくしたバリアフリー設計
が特長で、トレーニング施設と同じ建物の中に宿泊施設や
食堂を併設し、多くのパラアスリートが利用するなど、東
京 2020大会での躍進につながった。
　また、障がい者スポーツ強化のため、各競技の国際大
会が国内で開催されるようになった。東京都では、東京に
おけるパラアスリートや障がい者スポーツ競技団体の試
合の機会を増加させ、競技力やスポーツ大会の運営能力
の向上を図るとともに、都民のパラリンピック競技の観戦
機会を増やすため、障がい者スポーツの国際大会の開催
を支援した。東京2020大会で初めて正式競技となったパ

ラバドミントンの国際大会や、2万人以上が来場した車い
すバスケットボールの国際大会などを共催して支援すると
ともに、区市町村や学校、民間企業などと連携して観戦
促進にも積極的に取り組んだ。これらの大会の開催によ
り、競技団体が障がい者スポーツ大会の開催及び運営の
ノウハウを習得するだけでなく、一般の人々が大会の運営
にボランティアとして参加する機会も増え、選手と身近に
接することなどにより、障がいに対する理解が進み、障が
い者スポーツに対する認知と理解が高まった。

障がい者スポーツの普及活動

　東京 2020パラリンピックの開催を通して、障がいの有
無にかかわらず、いつでも、どこでも、誰とでもスポーツ
ができる環境整備が各地で進んだ。
　東京都では、障がい者がスポーツを楽しむための環境
整備として、老朽化していた「東京都障害者総合スポーツ
センター」及び「東京都多摩障害者スポーツセンター」を
2019年に改修し、機能や利便性の向上を図った。また、
障がいのある人や障がい者スポーツの競技団体等が、身
近な地域でスポーツができるよう、都立特別支援学校の体
育施設を活用し、利用を促進した。さらに、同学校を障
がい者スポーツの拠点の一つとして位置づけ、児童や生
徒、地域住民などが参加できる体験教室を開催した。
　他の自治体においても、自治体内にある様々なスポー
ツ資源を活用して、東京 2020パラリンピックの全競技に
ついて試合やトレーニングができる環境を整備したケース
などが見られた。
　また、スポーツをする機会の拡充の例として、リオ2016
大会でメダルを獲得したことにより急激に認知度が高
まった「ボッチャ」は、広い競技スペースを必要とせず会
社の会議室などで気軽にできること、道具が簡易（最も簡
易な場合では、的になる白の「ジャックボール」のほか、赤
6個、青6個の合計  12個のボールのみでゲームが可能）で
あることから、活動が盛んになった。全国の特別支援学

体験イベント

392 



 
 

   

校等が日本一を争う「全国ボッチャ選抜甲子園」が  2016
年から5回にわたり開催されたことに加え、民間企業でも
手軽な障がい者スポーツとして取り組み、オリンピック・
パラリンピック等経済界協議会が主導となり各地でボッ
チャ大会が開催され、参加企業は500社を超えるなど盛
り上がりを見せた。
　こうした取組により、子どもから高齢者まで多くの人が
障がい者スポーツを気軽に体験できるようになり、障がい
者への理解も深まった。
　また、パラアスリートが活躍する場面を、テレビやイン
ターネット等のメディアで目にする機会が増えたことにより、
一般の人々にも障がい者スポーツが身近なものとなり、普
及の基礎ができた。さらに、障がい者スポーツの指導者
についても、これまでは「障がい者スポーツ指導員」の
資格を取得しても、活用する機会が少ないという課題が
あったが、障がいのある選手のスポーツ意欲の高まりを受
けて、今後は活動機会が増えることが見込まれることもあ
り、指導者数は増加傾向にある。
　このように、東京 2020パラリンピック開催を契機に、障
がい者スポーツを行うことができる環境が整備されて
いった。こうした環境整備は、障がいのある人たちが、障
がいの種類や程度、ライフステージに応じて、身近な地域
で日常的にスポーツを楽しめる、「生涯スポーツ社会」の
実現に寄与することが期待される。

パラリンピック競技に関わる人材育成プログラム「 Road 
to Tokyo 2020」

　組織委員会は、アギトス財団及びJPCと共に、東京2020
パラリンピックを契機としたパラリンピック・ムーブメントの
更なる発展に向け、パラリンピック競技に関わる人材育成
プログラム「 Road to Tokyo 2020」を実施した。
　開催した2回の講習会には、合計で22の各国 NPCから
78名の参加があり、7つの競技（柔道、テコンドー、アー
チェリー、パワーリフティング、バドミントン、水泳、卓球）
を対象として、最新のアスリート指導手法などについて、ア
ジアを中心とした各国 NPCと共有した。
　さらに、国が推進する、スポーツ先進国としてのノウハ
ウを活用した「 Sport for Tomorrow」によるスポーツ国際
貢献事業とも連携し、「 Road to Tokyo 2020」を機能的
及び地域的に補完しながら、リオ2016パラリンピックにお
いてもアギトス財団が実施してきた「Road to  the  Games」
プログラムと同様の活動をレガシーとして引き継いだ。

日本財団パラスポーツサポートセンター

　2015年 5月、日本財団の支援により、パラリンピック競
技団体の体制整備、パラスポーツの普及啓発事業、イン
クルーシブ社会の実現へ向けた事業を行う「日本財団パ
ラリンピックサポートセンター」が設立された。
　パラリンピック競技団体支援として、競技団体の共同オ
フィスを運営し、29競技団体にワーキングスペースを提供
した。また、団体運営基盤強化のための競技団体向け助
成事業及び各種サポートを提供している。東京2020パラ
リンピックに向け、パラアスリートの練習環境整備、障が
い者スポーツ普及啓発イベント実施を目的に、障がい者
スポーツ専用体育館「日本財団パラアリーナ」を建設した。
　加えて、教育活動として、小中高等学校等向けのパラア
スリートから学ぶ障がい者スポーツ体験型出前授業「あ
すチャレ！School」を全国で開催する一方、IPC公認教材
「 I’mPOSSIBLE」日本版を開発し、全国の学校に配布した。
　また、インクルーシブなイベントとして、障がいの有無に
かかわらず様々な人が一緒にチームを作りタスキをつなぐ
駅伝イベントである「パラ駅伝」、パラアスリートとトップ
ミュージシャンが共演する「 ParaFes」等を開催した。
　大会後の2022年 1月には、「日本財団パラスポーツサ
ポートセンター」と名称を変更し、パラリンピック競技団体
の基盤強化やパラスポーツを題材にした教育プログラム、
研修プログラムの提供を通じて共生社会の実現に向けて
取り組んでいる。
　このように、東京 2020パラリンピックの開催を契機とし
て、障がい者スポーツの普及と強化に取り組む活動が全
国的に増大し、競技団体や大会運営を支える人材が育
ち、ノウハウが蓄積された。
　また、障がい者スポーツの国内外の大会への関心が高
まり、メディアで報道される機会も増えたことから、競技
ルールを理解し、スポーツとして競技を楽しむ文化が全国
に浸透しつつあり、レガシーとして引き継がれていくことが
期待される。
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6 共生社会の実現に向けて

共生社会の実現に向けて

　東京 2020パラリンピックを契機とした様々な取組は、国
民を始め、自治体、マーケティングパートナー、メディア、
ホテル、イベント運営事業者、鉄道事業者、バス会社など
の多様な関係者に大きな影響を与え、共生社会を目指す
共通理解が各方面に広がった。また、東京 2020大会に
向けた都市のバリアフリー化や心のバリアフリーの浸透な
ど、ハード及びソフト両面での取組により、障がいの有無
にかかわらず誰もが暮らしやすい環境の整備が進んだ。
　これらの取組が、東京 2020大会の終了後の都市や国
民及び市民の生活に根付き、引き継がれていくことが期待
される。

アクセシブルな公共空間の実現

　国内の動向としては、2013年に「障害者差別解消法」
が成立し、2018年には、東京 2020大会に向けて、バリア
フリー法が改正された。東京都においては、「建築物バリ
アフリー条例」が改正されるとともに、Tokyo2020アクセ
シビリティ・ガイドラインの考え方が福祉のまちづくり条例
の整備基準に反映された。
　また、「バリアフリー法」の施行令等が改正され、ホテ
ル又は旅館の客室総数が 50以上の場合、車いす使用者
が円滑に利用できる客室を客室総数の100分の1以上設
置することとされた（改正前は客室総数が 50以上の場合、
1以上の設置）。さらに、劇場や競技場等の客席又は観覧
席を有する施設においては、車いす使用者用の客席又は
観覧席の確保や席の位置、高低差を考慮したサイトライン
を取り入れた環境整備が進むとともに、車いす使用者用
及びオストメイト用設備を有するトイレ、乳幼児用設備につ

共生社会の実現に向けた具体的な取組例

いて、機能分散が図られた。従来は、多機能トイレに多く
の機能（設備）が設置されていたため、1か所の多機能ト
イレに利用者が集中する問題が生じていたが、一般トイレ
との機能分散が図られた結果、車いす使用者、高齢者、子
ども連れなどがそれぞれの状況に合ったトイレを利用しや
すくなった。
　こうした状況の中、鉄道事業者やデベロッパー等の各
業界において、バリアフリー対策が進んだ。Tokyo2020ア
クセシビリティ・ガイドラインを活用した鉄道駅や空港等施
設内の段差解消や、視覚障がい者誘導用ブロックの設置
等が各地で実施された。
　新幹線のバリアフリー対策は、「真の共生社会」の実現
に向け、その象徴となるべきものであった。2019年 12月
に鉄道事業者や障がい者団体による検討会が設置され、
世界最高水準のバリアフリー環境を有する高速鉄道の実
現を目指すことが決定された。具体的には「車いす用フ
リースペース」が一般客室に設けられ、これにより、隣の
座席への移乗の有無や介助者などの有無、ストレッチャー
式車いす使用者など、多様な障がいの状態等に対応し、車
いす使用者がグループで快適に旅行を楽しめるようになっ
た。また、車いす対応座席はそれまで電話や窓口での申
込みが必須であったが、ウェブサイトからでも申込みが可
能となったほか、これまで乗車当日まで予約がなかった場
合は一般向けにも販売されていた車いす対応座席も、一
般席として販売せずに当日の車いす使用者のために確保
されることとなった。
　国土交通省では、さらに、学識経験者、障がい者団体、
鉄道事業者等からなる「鉄道駅におけるプラットホームと
車両乗降口の段差・ 間に関する検討会」を立ち上げ、検
討会における実証試験等を通じて、車いす使用者の単独
乗降と列車の安全確保を両立する段差や 間について検
討を行い、これを踏まえて「バリアフリー整備ガイドライン
（旅客施設編・車両等編・役務編）」の旅客施設編及び車
両等編を改訂した。
　日本の玄関口として多くの人が訪れる成田国際空港で
は、ハード、ソフト両面からの世界トップレベルのユニバー
サルデザイン（UD）を実現するため、障がい者や有識者、
空港関係者、行政機関などで構成される「成田空港UD
推進委員会」が設立された。本委員会では、取組を推進
するための指針となる「成田空港 UD基本計画」を策定し、
これに基づき、安全・安心で快適に利用できる空港整備
が実施された。この取組により、発達障がい者への対応
（気持ちを落ち着かせるために利用する「クールダウン・
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カームダウンスペース」の設置）、トイレのUD化（多機能ト
イレの機能分散、異性介助等のニーズへの対応など）と
いった設備面や、障がい理解及び接遇に係る研修といっ
た人的支援面での更なる充実が図られた。

ユニバーサルデザイン2020の取組

　東京 2020大会を契機として、公共施設及び交通インフ
ラを世界水準のUDに整備することや「心、 のバリアフリー」
を大会終了後のレガシーとして残していくための施策実行
を目的に、2017年、「ユニバーサルデザイン2020関係閣
僚会議」において、「ユニバーサルデザイン2020行動計
画」が策定された。本行動計画は、策定までの過程にお
いて様々な障がい当事者団体の参画を得ており、その意見
を施策に反映させたことに特長がある。また、構成員の過
半数を障がい者又はその支援団体とする「ユニバーサル
デザイン2020評価会議」を毎年開催し、継続的に施策の
実効性を担保することとした。
　この取組に基づく具体的な施策としては、バリアフリー
法の2回の改正（ 2018年及び 2020年）、「ホテル又は旅
館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した
建築設計標準」の改正（2019年）が挙げられる。また、
「心のバリアフリー」については、2018年に、国土交通省
により接遇を行う観光関係者に向けた全国共通の接遇マ
ニュアルである「高齢の方・障害のある方などをお迎えす
るための接遇マニュアル」（宿泊施設編、旅行業編及び観
光地域編）が作成されるとともに、2020年度からの学習
指導要領に「心のバリアフリー」の指導が盛り込まれた。
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12　財務



 1 東京2020大会の財務

大会経費の適正化

基本的な考え方

　東京 2020大会の開催準備を進めていく過程において
は、二度にわたる会場見直しや新国立競技場（オリンピッ
クスタジアム）の建設計画見直し、さらには、IOCによるマ
ラソン・競歩会場の変更などが大きな話題を集め、その
たびに大会開催に係る経費も国民及び都民の注目を集
めることとなった。
　特に、近年のオリンピック競技大会に共通の課題であ
る、大会の規模拡大とそれに伴う大会経費の高騰に関し
て、東京 2020大会についても、報道等での厳しい意見も
あり、いかに経費の抑制を図るかが大きな課題となった。
　組織委員会は、東京 2020大会が成功したと評価される
ためには、大会運営の成功とともに、財務の健全性を確
保し、国民や都民の信頼を得ることが必要との考えの下、
大会経費の抑制と強固な財務基盤の確立に注力した。す
なわち、世界最大規模で、最高のスポーツイベントである
オリンピック・パラリンピック競技大会を成功させるため
に、組織委員会として最大限の増収努力を図り、公費によ
る支出の抑制を図るとともに、真に東京 2020大会に必要
な経費を見極めつつ、可能な限りのコスト最適化を追求
し、五次にわたり生涯予算の編成を行った。生涯予算の
公表に当たっては、組織委員会の予算だけでなく、役割分
担に基づき、東京都及び国が負担する経費も併せて示す
ことで、大会経費の全体像を表した。
　なお、組織委員会は、東京 2020大会の準備及び運営
に関する事業を目的とする法人であるため、単年度予算と
は別に、組織委員会の設立から大会の開催を経て解散す
るまでの一連の活動を示す「生涯予算」を活用している。
　また、予算の執行に当たっても、必要最小限の経費で
大会を実現するために、公平性、公正性、透明性を担保
しながら、それぞれの時点で最善の努力を払い、効率的
及び効果的な執行に努めた。
　なお、「大会経費」の範囲については、過去大会も含
めた統一的な定義は存在しておらず、それぞれの大会ごと
の組織委員会が公表する経費の対象範囲は必ずしも同一
ではないと考えられるが、東京 2020大会としては、大会
に関わる経費のうち、大会開催のために組織委員会が実
施する仮設施設の整備や大会運営の経費、東京都や国が
負担する新規恒久施設の整備など、大会に直接必要とな
る経費を「大会経費」と定義して取りまとめた。また、そ

の中には、東京 2020大会のためだけに利用されるのでは
なく、大会開催前の利用も含め、今後数十年にわたって広
く国民及び都民に利用される未来への投資に当たる恒久
施設の建設費も広く含めることとした。

大会経費の編成経緯

　東京 2020大会における大会経費の編成は、おおむね、
立候補ファイルにおける収支計画提出、舛添都知事による
会場計画再検討、それと連携した組織委員会による仮設
施設の見直し、これらの見直しにおける考え方を反映した
IOCによるアジェンダ2020の公表、小池都知事及びオリン
ピック・パラリンピック調査チームの提案による恒久施設の
再検討、東京都、組織委員会、国、IOCの四者によるテク
ニカルワーキンググループ及び四者協議を経た生涯予算
バージョン1（ V1）の策定、東京都、組織委員会、国及び
関係自治体の役割（経費）分担の大枠合意、生涯予算 V2
の策定、IOCによるニューノームの公表、生涯予算 V3、V4
の策定という変遷をたどった。
　その後、2020年 3月、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の影響により、東京 2020大会の開催の1年延期が
決定された。この延期により追加経費の確保が必要となっ
たため、更なる経費の削減及び増収努力に加え、IOCとの
協働による大会の簡素化の取組や、東京都、組織委員会
及び国の代表による三者会談での追加経費負担の合意を
経た上で、同年 12月に最後の生涯予算 V5を策定した。
　東京 2020大会の開催年である2021年に入ると、新た
な変異株の出現など国内外の新型コロナウイルスの感染
状況を踏まえた対応が求められ、原則無観客開催の方針
が決定された。こうした状況を踏まえ、組織委員会では簡
素化を始めとする更なる支出削減に努めるとともに、無観
客化に伴う契約の見直しなど、予算執行段階においても
不断の経費抑制に取り組み大会を迎えた。
　東京 2020大会の終了後も競技会場の原状回復工事等
における経費抑制に努め、2021年 12月に大会経費全体
の見通しを公表した。

立候補ファイルにおける予算計画と計画の見直し

　招致委員会が2013年1月にIOCに提出した立候補ファイ
ルは、IOCが定める様式に従って、その時点における概算
の予算計画を示したものであった。
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立候補ファイルにおける予算計画 （単位：億円）

3,500 4,500 8,000
組織委員会 そ　の　他 大会経費　計

支　出 
※１米ドル＝100円（2020年ベース）

　これは、立候補都市間の招致計画の比較を可能にする
ため、IOCの基準及び質問事項に基づき作成され、予算
計画は次のような性格を有していた。
　具体的には、次の4点が特徴となっている。
　第一に、立候補都市間比較を可能とするため、基礎的
かつ共通部分だけを抜き出した積算となっている点であ
る。例えば、仮設建設工事では、設計、測量や撤去工事
などを捨象し本体工事費のみを計上している。
　第二に、立候補時点では大会運営の細部が固まってい
ないことから、その時点で想定し得る項目の概算だけを盛
り込んでいる点である。例えば、電源や通信ルートの二重
化については、既設会場の分は捨象し新規施設の分のみ
を計上している。
　第三に、招致が決定する以前の大会 7年前（結果的に
は大会 8年前）に概算で作成して提出したものであり、開
催都市決定後、東京 2020大会を取り巻く環境の大きな
変化に対応するものではない点である。例えば、立候補当
時では想定し得なかった大規模な国際テロの脅威や我が
国の情報資産に対するサイバー攻撃の増加などに対応す
る経費や、追加となった野球・ソフトボール、空手、スケー
トボード、スポーツクライミング及びサーフィンの5競技の
運営に要する経費については計上していない。（また、
2012年ベースは1米ドル＝88円、2020年ベースは1米ドル
＝100円を予算の前提としている。）
　第四に、開催都市や開催国等の経費については、その
大半が恒設施設を始めとするインフラ関係の整備費であ
り、行政等が担うとされていた領域の経費に関し、極めて
限定的な金額しか計上されていない点である。すなわち、
行政的経費及び運営経費は、東京2020大会の開催のた
めの特別な経費ではなく、行政が一般的に行うべき施策
とされており、都民の日々の経済活動や生活に支障を及ぼ
さないため、警備対策や公共交通対策、輸送対策などの
経費は計上されていなかった点である。
　このように立候補ファイルで示した経費は東京 2020大
会の開催に必要な経費全体を示しているものではなかっ
たため、組織委員会発足後、立候補ファイル時の計画の
見直しに着手することとした。見直しに当たっては、まず工
事に着手するのは恒設施設であることから、組織委員会と
東京都で、2014年 6月から、既存施設の活用という方向
で見直しを始めた。その結果、恒設施設の新設を既存施
設の活用に振り替えることで、東京都等が建設する恒設施
設の整備費が大幅に減少する一方、既存施設の借上げの

ための賃借料及び営業補償の経費や既存施設のオリン
ピック様式への変更のための（特に地方会場における）仮
設オーバーレイが増加した。
　2015年には、おおむね恒設施設の見直しが一段落した
ことから、仮設オーバーレイの見直しに着手した。立候補
ファイルでは、仮設オーバーレイの負担は組織委員会とさ
れていたが、東京 2020大会の要件に合わせるためには、
競技面、観客席、建物内諸室の改修など基盤的なものも
多く、ロンドン2012大会やリオ2016大会を参考に、開催
都市との協力体制を検討することとした。
　2016年 3月には都知事、オリパラ担当大臣及び組織委
員会会長で三者会談を行い、開催都市である東京都、ホ
スト国である国と東京2020大会の運営の実務を担う組織
委員会の三者が一体となって安全・安心で確実な大会の
準備及び運営を行うために、大会を取り巻く環境の変化
を踏まえ、大会準備の役割分担の在り方について見直して
いく方向で合意した。

国内関係者間の役割分担（大枠の合意）
及び事業執行体制の構築

合意に至る経緯

　2016年 3月の都知事、オリパラ担当大臣及び組織委員
会会長の合意を踏まえ、都副知事、官房副長官補及び組
織委員会事務総長の事務的協議とその下での作業グルー
プでの検討を進めた。作業グループでは、組織委員会が
大会経費として検討している業務内容を説明し、東京都、
国と意見交換を行った。
　東京都においても、小池都知事就任後の2016年 9月1
日に都政改革本部が設置され、東京 2020大会の予算や
準備体制、工程表の妥当性等についての調査及び評価、
並びに、課題の整理及び改善策の検討を行うための「オ
リンピック・パラリンピック調査チーム」による調査が開始
され、ボート、カヌー（スプリント）、水泳競技（競泳、飛
込、アーティスティックスイミング）、バレーボール競技（バ
レーボール）及び車いすバスケットボールの各競技が行わ
れる3競技会場の見直しの検討と経費削減についての提
言を行い、IOC等と協議を行うこととした。
　それまでもIOCと組織委員会の間では、経費の精査を
続けていたが、東京都から提案のあった競技会場の変更
やサービスレベルの見直しなどの経費縮減策を検討する
ため、2016年 11月から12月にかけて、組織委員会、東京
都、国及びIOCとの四者協議とテクニカルワーキンググルー
プが開催された。その中で、競技会場の見直しや経費削
減策の検討を行い、恒設施設建設費の削減等を確認し、
その結果を反映して初めての生涯予算 V1を策定した。
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　この生涯予算 V1は、組織委員会が初めて示した経費の
全体像であるが、過去大会やIOCの要件等を基に一定の
仮定を置いて積算した全体経費を1兆 6,000億円ないし1
兆 8,000億円（予備費 1,000億円ないし3,000億円を含
む）と見込み、そのうち、組織委員会が担う5,000億円を
組織委員会のV1予算として公表し、残りは「その他」とし
た。一方で、この生涯予算V1の中には行政的要素も多く
なっており、負担者については引き続き協議するとした。こ
の生涯予算V1発表までに、事務的協議は3回、作業グルー
プは 19回にわたり議論が行われた。
　その後も関係者間の調整が進められ、改めて2017年 4
月から5回にわたって役割分担に集中した事務的協議が
行われ、同年 5月に「大枠の合意」が関係自治体等連絡
協議会で合意された。

大枠の合意における関係者の役割

　大枠の合意の主な内容は次のとおりである。
　東京都は、大会の開催都市としての責任を果たす。具体
的には、大会経費のうち、会場関係については、都及び
都外自治体所有施設における仮設等、エネルギー及びテ
クノロジーのインフラ並びに賃借料等に係る経費を負担し、
大会関係については、大会時の都市活動や都民生活に与
える影響を最小化するよう、都内会場周辺に関わる輸送及
びセキュリティ対策に係る経費を負担する。
　また、必要な新規恒久施設の整備や都が所有する既存
施設の改修を進める。
　組織委員会は、大会運営の主体としての役割を担う。具
体的には、大会経費のうち、会場関係については、オー
バーレイ並びに民間及び国（JSCを含む。）所有施設にお
ける仮設等、エネルギー及びテクノロジーのインフラ並び
に賃借料等に係る経費を負担し、大会関係については、輸
送、セキュリティ及びオペレーション等に係る必要な経費を
負担し、業務全般の役割を担う。
　また、できる限りの増収努力を行い、所要の収入確保
を目指すとともに、経費の縮減・効率化を図りながら、経
費全体の精査・把握に努める。
　国は、大会の円滑な準備及び運営の実現に向けて、基
本方針（平成27年  11月閣議決定）等に基づき、関連施策
を実施する。具体的には、新国立競技場について、既定
の方針に基づき、整備を進める。また、大会経費以外に、
国として担うべきセキュリティ対策、ドーピング対策などに
ついて着実に実施する。
　関係自治体は、大会開催に向け、円滑な準備及び運営
に協力する。具体的には、大会時の都市活動や市民生活
に与える影響を最小化するよう、輸送、セキュリティ対策な
ど、大会が開催される自治体として担う業務を実施する。ま

た、関係自治体が所有する会場施設の必要な恒久的改修
を進めるとともに、大会後も地域や住民に使用される設備
等は、施設改修の一環として整備する。

　こうした役割分担に加え、大会準備における進行管理
の強化のため、業務内容の精査、進行管理の徹底、コス
ト管理及び執行統制の強化、区分経理の実施について合
意した。
　なお、合意に当たって、大会準備の円滑な実施のため、
更に経費の縮減及び効率化を図りながら、必要な財源確
保に努める必要があり、増収努力と経費削減が求められ
た組織委員会は、収入を5,000億円から6,000億円に増
額する一方、全体の経費（予備費を除く）も1兆 5,000億
円から1兆 3,850億円に削減することになった。

パラリンピック経費

　東京 2020大会の大会経費は、過去大会と同様に、オ
リンピック経費のみならず、パラリンピック経費も含んでお
り、オリンピック・パラリンピック競技大会を通して一体的
な予算編成を行っている。
　これを踏まえつつ、大会経費の役割分担を決める中で、
東京 2020大会におけるパラリンピック経費の負担につい
ても、組織委員会 2：東京都 1：国 1の割合とすることで合
意した。立候補ファイルでは、このパラリンピック経費に関
して2分の1を公費負担とすることになっていたが、東京都
と国の分担は決まっておらず、今回の合意で東京都と国で
それぞれ 4分の1ずつ負担することになった。
　その際、東京 2020大会はオリンピックとパラリンピック
の垣根をできるだけ無くす取組を進めており、その観点か
ら、パラリンピック経費に係る調整を行った。具体的には、
過去大会では、パラリンピック競技大会の開催によって増
額した経費のみをパラリンピック経費としていたが、東京
2020大会では、オリンピック、パラリンピック共通で使用
するもの（仮設、インフラ等）やサービス（警備計画策定、
倉庫等の利用等）について、按分を取り入れることでパラ
リンピック経費の対象とした。その結果、過去大会では500
億円程度のところ、大枠の合意では1,200億円をパラリン
ピック経費として見込み、その後の延期経費の追加を経て、
大会経費の見通しは1,516億円となった。
　一方で、公費対象の事業は、公費負担にふさわしいも
のに限定することとなり、次の条件が付された。
① 経費の内容がパラリンピック競技・選手に深く関わるも
のであること。
② オリンピックとパラリンピックの双方の競技・選手に関わ
る経費については、経費の内容等を踏まえ適切に按分
されたものであること。
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③ 経費の内容等が公費負担の対象として適切なものであ
ること。

共同実施事業管理委員会の設置

　大会経費の負担とは別に、オーバーレイ、仮設等、エネ
ルギー、テクノロジーのインフラ整備の実施及びパラリン
ピック経費の執行は一元的に組織委員会が担うこととさ
れたため、これら東京都、国が負担する資金を使用して実
施する事業を「共同実施事業」と定義し、共同実施事業
のコスト縮減や執行統制の強化のために共同実施事業管
理委員会を設立することとした。
　また、合意に際し、関係自治体との役割分担の詳細に
ついては引き続き協議することになったが、その後の協議
の中で、関係自治体は行政施策としては自ら実施するもの
の、大会経費としては負担しないこととなった。一方で、宝
くじ財源の活用が検討され、総額 340億円のうち、40億
円を聖火リレーの経費として全国に配分し、残り300億円
のうち155億円を関係自治体へ配分、145億円は、都外で
実施される大会関係の整備費に充てることとし、東京都が
収入した上で、共同実施事業負担金として組織委員会に
交付することとなった。
　東京 2020大会の大会経費は、最後の策定となった生
涯予算 V5に至るまで、この合意に沿った役割分担に基づ
いており、関係者間の負担の考え方の基準となった。共同
実施事業の経費の精査に当たっては、東京都、国及び組
織委員会によって設置された共同実施事業管理委員会に
より、計画の段階、各年度予算の段階、執行の段階の各
段階で経費を確認し、公費負担の適正性を担保した。

大会経費縮減の取組

経費圧縮の具体的取組

1　第 1期（2014年6月から11月）の見直し
　2014年 2月に新たな都知事に就任した舛添都知事は、
2014年 6月の東京都議会定例会において、自らの視点で
東京2020大会の会場計画を再検討する旨を表明した。具
体的には、「東京にどのようなレガシーを残せるか」、「都
民生活への影響」及び「整備費高騰懸念への対応」の3
つの視点の下、「近隣県までを含めた既存施設の活用」、
「環境などに配慮した会場設計」、「整備工法の見直しに
よる整備費の圧縮」などを検討事項として示した。
　これに対し、組織委員会も、会場計画を改めて検討し、
見直しが必要であることで意見が一致し、既存施設の活用
という方向で見直しを開始した。
　当初、IFからは招致時の約束を守るよう強く反対をされ

たが、IOCの協力を得ながら粘り強く交渉を続けるととも
に、東京都と連携して精力的に検討を進めた結果、11競
技12会場の会場見直しを実現した。立候補ファイルでは
「85％の競技会場を選手村から半径8㎞圏内に配置」と
いう計画であったが、新規恒久施設や仮設会場の整備に
ついて、可能な限り、既存施設の活用への切り替えを進め
た。結果として、夢の島ユース・プラザ・アリーナや若洲
オリンピックマリーナ等の恒久施設に加え、ウォーターポロ
アリーナや有明ベロドローム等の仮設単体会場の見直し
により、1,800億円の会場整備費の削減を達成することと
なった。
　こうした取組に対して、IOCも、過去のオリンピック競技
大会において、ここまで多くの会場見直しを行った例はな
いと、組織委員会と東京都のコスト削減に向けた取組を高
く評価した。
　IOCのバッハ会長は、将来のオリンピック競技大会の候
補地選定プロセスを変更し、持続可能な発展を重要な優
先事項として、2014年 12月のIOC理事総会において、オ
リンピック・ムーブメントの改革の方針である40の提言、
「アジェンダ2020」を提案、採択された。
　「アジェンダ2020」には今後の大会招致の可能性を広
げるため、大会施設整備に係るコスト削減の観点から「既
存施設や仮設会場の活用推進」や「開催都市以外での競
技開催」などが盛り込まれた。これらは東京 2020大会に
おける会場見直しの取組を踏まえたものであり、東京
2020大会の取組が IOCの改革を後押ししたものと考える。

2　第2期（2016年9月から12月）の見直し
　2016年 8月に都知事に就任した小池都知事は、9月に
都政改革本部を設置した。東京 2020大会についても調
査チームを組織し、関連予算や準備体制、工程表の妥当
性などについて調査及び評価、並びに、課題の整理及び
改善策の検討を行うことを表明した。
　さらに同月、調査チームは、当時の現行計画では開催
費用が 3兆円を超える可能性があるとの試算や海の森水
上競技場、東京アクアティクスセンター（当時は「オリンピッ
クアクアティクスセンター」と呼称）、有明アリーナの新規恒
久3施設の見直しを求める報告書を公表した。
　当初は同年 10月中に見直しに関する結論を出すとして
いたが、10月18日にIOCのバッハ会長と小池都知事との
会談において、小池都知事より3施設の見直しを含めた開
催費用の検証について説明がなされ、バッハ会長から東
京都、IOC、組織委員会及び国による四者協議での検討
を提案された。経費削減すべきという意見は一致したもの
の、この3施設で実施される競技の会場計画については
2015年2月及び同年 6月のIOC理事会で承認を受けてい
たため、ステークホルダー間で実行可能性を検討する場が
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必要であった。
　協議は、IOCの専門家も交え、四者の実務者レベルで
の協議を行うテクニカルワーキンググループで検討し、そ
の結果を都知事、オリパラ担当大臣、組織委員会会長、
IOC調整委員会（CoCom）委員長が出席する公開の四者
協議に報告する形で実施された。
　2016年 11月以降の複数回のテクニカルワーキンググ
ループでの検討を踏まえ、段階的に四者会談での合意を
得ることとなった。上記の検討経緯の具体的な内容につい
ては、次のとおりである。
　見直しの発端となった調査チームの当初の報告結果で
は、恒久施設の多くは既に設計もしくは着工済みである
が、特に海の森水上競技場、東京アクアティクスセンター
（当時は「オリンピックアクアティクスセンター」と呼称）、有
明アリーナの3施設について、関係機関（IOC、IF、NF、事
業者等）との協議を経て、他県への立地や、既存施設の
改修による対応等への変更の可能性を探るべき、とされた。
　その後、調査チームが更に調査を進め取りまとめた11月
の報告書を踏まえた、3施設に関する具体的な検討案につ
いては、11月以降のテクニカルワーキンググループで実現
可能性等の検討を行い、2回の四者協議を経て、それぞ
れ最終的に施設規模の縮小等を行う形で、当初の計画地
において整備するなどの合意を得ることとなった。
　整備費についても、この会場見直し検討の中で、東京
都において縮減に取り組み、合計で約 400億円の削減見
込みを示した。
　具体的には、海の森水上競技場については、193億円
を削減、東京アクアティクスセンター（当時は「オリンピック
アクアティクスセンター」と呼称）については、154億円な
いし169億円を削減、有明アリーナについては、65億円を
削減することとなり、3競技会場の合計で、約 400億円の
削減を検討していくこととなった。また、その後、環境性
能の向上などの将来への投資となる事項についても、併せ
て実施していくこととした。

3　不断の見直し
　大会経費については、経済合理性と資源の効率的な活
用を見極めながら、全体経費が膨張することがないよう、
経費の縮減及び効率化に努めた。その中で、大会経費の
削減に最も大きく寄与したのは、上記の会場の見直しであ
るが、東京 2020大会においてはそれにとどまらず、IOC、
IPCなどの協力の下、更に踏み込んだコスト縮減努力を重
ねた。結果として、これらの取組が大会経費の大幅削減に
大きく貢献することになった。

（1）　会場整備コストの最適化
　2017年以降も、IOCから推薦を受けた、過去大会の知

見を持った外部コンサルタントのサポートも受けながら、
会場整備コストの最適化を追求した。
ア　主要オーバーレイ資材の単価の精査
　約2倍ないし3倍のバラつきが見られた主要オーバーレ
イ資材（テントや仮設観客席など）の単価について、過去
大会の実績とも比較検討の上、国内外サプライヤーの見
積りの最低水準の単価を採用することで、資材単価を約 2
割ないし4割削減した。
イ　CVE （コンディション＆バリューエンジニアリング）の取
組

　整備条件を満たしつつ過剰な仕様を見直し、効率的な
整備についての技術提案を行う通常のバリューエンジニ
アリング（VE）に加え、整備の前提となる条件（ Condition）
にまで踏み込んだ聖域なき見直しの取組（CVE）を外部コ
ンサルタントを活用しながら、全会場において実施し、コ
ストを縮減した。
ウ　会場整備 に係る提供サービスレベルの見直し（SVSD
（ Strategic Venue Service Decision））

　会場整備費用を予算内に収めるため、2度にわたり、
オーバーレイ整備の設計、施工、費用に影響を与える、会
場で提供されるサービスレベルに関する見直し方針を策
定した。
　この方針を踏まえ、IOCや IF、OBS等と協議した結果、
SVSDの第 1弾として、スタッフ用キッチンの廃止等により、
コストを削減した。
　なお、SVSDの第 2弾は、会場整備業務の入札後に実
施し、コスト最適化を図った。

（2）　その他の取組
ア　会場の賃借期間の短縮化
　競技会場の賃借期間をIOC要件の11か月から6か月相
当へ短縮化した。
イ　照明設備のOBS要件の見直し
　テレビ中継及び写真撮影に適した最高品質の確保のた
め、開催都市契約大会運営要件に、放送照明に関する規
定が定められている。組織委員会は、OBSと協議した結
果、一部の会場において競技エリア（FOP）の既存照明の
活用や、全ての会場におけるウォームアップエリアやBOH
（管理事務所や倉庫等の関係者エリア）の照度要件の緩
和など、整備費の低減を実現した。
ウ　通信インフラの地中化の見直し
　OBSからは、IBCと各競技会場を結ぶ放送用映像回線
の信頼性確保のため、東京 2020大会の運営要件として、
地中化された2ルートの回線を設置するよう求められてい
た。組織委員会は、OBSと協議した結果、土木工事費が
多額となる一部の会場において、2回線のうち1回線を架
空線とするなど、整備費の低減を実現した。
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）

エ　電力設備の二重化の見直し
　各競技会場に異なる2か所の変電所からの2系統の電
力供給という東京2020大会の運営要件についてIOCと協
議した結果、いくつかの競技会場において、1系統を変電
所から供給し、2系統目は仮設発電機を設置するなどの代
替手段により、インフラ整備に関するコストを縮減した。
オ　テストイベントの適正化
　組織委員会主催のテストイベントを最小限とし、IF主催
等の既存大会を積極的に活用した。
カ　選手村サービスの見直し
　入村式の簡略化や軽食のテイクアウトの促進等により、
アスリートファーストの視点に立ったサービス見直しを実施
した。
キ　デュアルブランディング
　ユニフォームや会場装飾等を東京 2020オリンピック及
び東京 2020パラリンピックで共通化した。

ニューノーム

　IOCは2018年2月に今後のオリンピック競技大会の運営
に係る新たな指針である「ニューノーム」を発表した。ア
ジェンダ2020に基づく会場計画の見直しを始め、将来に
わたって持続可能なオリンピック・パラリンピック競技大会
の実現を目指し、IOC及び IPCと組織委員会、東京都及び
国が一体となって大会経費の縮減に取り組んできた成果
がこのニューノームに反映された。
　アジェンダ2020及びニューノームによる東京 2020大会
の財政的効果は、約 4,500億円（約  43億ドル、うち会場
関係 2,200億円余（22億ドル）、オペレーション等 2,200
億円余（21億ドル ）に上った。
　関係機関間の困難な調整及び前例にとらわれない創
意工夫の下で大きな成果を挙げた東京2020大会のコスト
削減の取組は、将来のオリンピック・パラリンピック開催都
市の大会運営に対して、大いに示唆を与えるものと考える。

大会の1年延期を踏まえた簡素化の取組

　史上初となるオリンピック・パラリンピック競技大会の 1
年延期は、財務面においても、前例のない厳しい対応を
迫ることとなった。2020年3月に東京2020大会の開催延
期の方針が合意された直後から、組織委員会は直ちに
「新たな出発　東京2020大会実施本部」を発足させ、延
期に伴う課題を洗い出し、その対応を検討していくこととし
た。
　競技会場や練習会場だけでなく、選手村、IBC/MPC、倉
庫等が確保できるのか、準備してきたオーバーレイ、エネ
ルギー、テクノロジー等の施設や設備をどうしていくのか、

組織委員会職員、ボランティア、コントラクターの人員は再
び手当てできるのか、そして、会場運営、競技運営、輸送、
宿泊、警備等の運営面の再構築、既に販売されているチ
ケットや予定されていたテストイベントの取扱いなど、課題
は多岐にわたり、なおかつ、それらのほとんどが契約上の
対応を伴い、追加支出に直結する可能性をはらんでいた。
このため、既に契約中の案件については、事業者と協議
の上、履行を控えるなど大会延期に伴う必要な対応を取る
とともに、延期に伴う事業計画の見直しを行った上で、契
約変更等を行うこととし、新たな調達案件については、当
面は必要最小限度のものにとどめるという方針を定め、コ
ストの最適化を図っていくこととした。その後、2,000件以
上の変更が必要な契約を洗い出し、契約変更手続に遅れ
や課題が生じないよう進捗管理を進めた。
　2020年 4月、組織委員会とIOCは今後の東京 2020大
会の準備の枠組みとして、課題の共有や解決に向けた調
整、意思決定等を共同で行う「ジョイント・ステアリング・
コミッティー」を立ち上げた。この中で、同年 5月にIOC、
IPC、全てのオリンピック・パラリンピックムーブメント関係
者と組織委員会を含む日本側が共同で、サービスレベル
の水準を最適化し、及び合理化する施策を検討するととも
に、延期によるコスト削減を図るものとした。また、IOCと
組織委員会を含む日本側は共同で、延期のもたらす影響
について、引き続き評価と議論を行うことを合意した。
　このジョイント・ステアリング・コミッティーにおける協議
を踏まえ、組織委員会は同年 6月10日に開催されたIOC
理事会において、延期となった東京 2020大会の「位置づ
け」、「原則」、「ロードマップ」を報告した。「位置づけ」
においては、選手、観客、関係者、ボランティア、大会ス
タッフにとって、安全・安心な環境を提供することを最優先
課題とすること、延期に伴う費用を最小化し、都民・国民
から理解・共感を得られるものにすること、安全かつ持続
可能な大会とするため、大会を簡素（シンプル）なものと
すること、の3つを2021年の大会開催に向けた基本方針
とした。また、「原則」として、世界における経済、社会、
医療の新たな状況に即し、延期に伴う費用と負担を最小
化し、国民・都民から理解を得るべく、競技と選手に重点
を置きつつ、サービス水準の見直しを含んだ効率化・合
理化を進め、簡素（シンプル）な大会とすることを示した
上で、簡素化にはIF、NOC、NPC、OBS等の放送関係者
など全ての東京 2020大会の関係者とパートナーが一体と
なって取り組んでいくことをうたった。
　東京 2020大会の簡素化方針が決定された後、組織委
員会はIOC、IPC、IF、NOC、NPCの関係者等と約 3か月
にわたり、精力的に協議を進めた。簡素化の目的を単な
る追加コストの抑制にとどまらず、人々が新しい日常で生活
する中で、今後の世界規模のイベントにおけるロールモデ
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ルを示し、東京大会をオリンピック・パラリンピックを始め、
今後のレガシーとなるよう、聖域を設けないで徹底的な見
直しを目指した結果、IOCと組織委員会で出し合った検討
項目は200を超えることとなった。そのうち、52の簡素化
項目・内容が同年 9月24日から同月25日にかけて開催さ
れたIOC調整委員会において合意された。そして同年 10
月7日のIOC理事会において、簡素化による削減・抑制額
の概算値が約 300億円（約 2億 8,000万ドル）になること
が報告された。

＜簡素化による主な見直し内容＞
・会場における仮設オーバーレイの仕様の見直し及び
サービスレベルの引下げ
・競技会場、選手村等のルックの削減
・聖火リレーの実施方法の簡素化
・大会関係者の人数の調整
・組織委員会スタッフの要員計画の最適化

大会の延期と無観客開催による影響

新型コロナウイルス感染症対策の経費を含めた大会延
期に伴う追加経費の負担の合意

　前述した2020年 12月2日に取りまとめられたコロナ対
策調整会議の中間整理を踏まえ、新型コロナウイルス感
染症対策関連の経費（以下「コロナ対策経費」という。）
の試算がまとまったことから、東京 2020大会開催の1年延
期に伴う追加的な経費と合わせた「追加経費」の負担に
関し、それぞれの役割に基づき、どのように責任を果たし
ていくかを決めるべく、2020年 12月4日、組織委員会、東
京都、国の代表による三者会談が実施され、次のとおり
合意に至った。
　まず大会の追加経費のうち、1年延期開催に伴い必要と
なる純粋な追加経費、すなわちコロナ対策経費以外の経
費については、組織委員会が引き続き最小限となるよう抑
制・削減に取り組むとともに、大枠の合意に基づき、それ
ぞれの主体が費用を負担することとした。ただし、組織委
員会の負担のうち、その増収努力によっても賄いきれない
費用については、東京都が負担することとされた。これに

追加経費の負担額

よる組織委員会の負担は760億円程度、東京都は800億
円程度、国は150億円程度となった（下表（1））。
　また、追加経費のうち、コロナ対策経費については、東
京都及び国が、それぞれ二分の一相当額を負担すること
を基本としつつ、アスリート等に係る検査体制の整備や組
織委員会が設置する感染症対策センターなどに要する経費
（160億円程度）に関しては、国が実施する水際対策と同
様、大会の感染症対策の中心的機能を果たすことから、国
が全額を負担することとされた。これによる東京都の負担
は400億円程度、国は560億円程度となった（下表（2））。
　本合意において、東京 2020大会の追加経費は、コロ
ナ対策経費以外の経費が1,710億円程度、コロナ対策経
費が 960億円程度で、合計 2,670億円程度の見込みであ
るとした。これを主体別に見ると、組織委員会が 760億円
程度、東京都が 1,200億円程度、国が 710億円程度の負
担となるが、組織委員会について、生涯予算 V4に計上し
ている予備費 270億円を加えれば、負担総額は1,030億
円程度の見込みとなった。
　同年 12月22日、本合意に基づく追加経費2,670億円を
反映した、大会経費全体で1兆 6,440億円となる生涯予算
V5を公表した。

無観客開催及びその対応

　新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた一部の地方
会場や、多くの会場での学校連携観戦を除いた無観客方
針の決定により、収入面では、生涯予算 V5で900億円を
計上していたチケット売上について、そのほとんどが見込め
ないこととなった。
　他方、当該無観客方針の決定により、観客向けに予定
していた事業が不要になったり、縮小することが可能に
なったりするなど、歳出面で抑制できる事項も生じた。し
かし、観客の受入れ方針については、感染状況を直前ま
で見極めて対応する必要があり、最終的な無観客方針の
決定が大会直前となったために、方針決定以前に多くの
準備を進めざるを得なかった。
　そのような厳しい状況ではあったが、組織委員会では、
他のイベント開催における観客上限数の状況などを勘案
し、最終的な観客の受入れ方針の決定の前の段階から、必

区分 組織委員会 東京都

800億円程度

国

150億円程度（1）大会の追加経費のうち（2）の経費を除くもの 760億円程度（ ※）

（2）大会の追加経費のうち新型コロナウイルス感染症対
策関連の経費

－ 400億円程度 560億円程度

※組織委員会の生涯予算（V4）に計上している予備費 270億円を合わせると、組織委員会の負担額の総額は1,030億円程度
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ずしもフルスタジアムを前提とした準備を進めるのではな
く、可能な範囲での事業の縮小や方針決定後に柔軟な対
応が可能となるよう、契約変更の余地を残すなどの工夫を
図った。
　具体的には、観客の取扱いに関する各種合意の都度、
全FAが東京2020大会の運営計画の変更に迅速に対応す
るとともに、財務面からも、進行中の各種事業について中
止、縮小等必要な見直しやリソースの他分野への有効活
用、契約解除、契約変更及び費用負担の協議を正確かつ
確実に行うこと等により、無駄な費用を発生させないこと
を徹底した。
　こうした取組の積み重ねにより、東京2020大会のセキュ
リティや輸送、会場運営分野を始めとした各分野における
観客向け事業の経費の抑制を図ることができた。

収入の確保

　東京 2020大会の万全な開催に向けた強固な財務基盤
を確立するため、組織委員会はコスト削減の取組と併せ、
IOC負担金や TOPスポンサーからの収入に加え、より多く
の国内スポンサーの確保を始め、様々な増収努力に取り
組んだ。
　後述するとおり、新型コロナウイルスの感染拡大の影響
により東京 2020大会の開催が 1年延期された上に、多く
の会場において無観客での開催となったことから、当初に
見込んでいたチケット売上は得られなかった。しかしなが
ら、特にスポンサーシップ、ライセンシングなどのマーケティ
ング収入については、戦略的なマーケティングプログラム
の展開によって、東京 2020大会の財務運営に大きな貢献
を果たす結果となった。
　また、一個人から日本を代表する大企業まで、幅広い層
から寄附という形で東京2020大会への多大な支援を得た
ことは、安定的な財務運営だけでなく、大会への参画意
識の醸成にもつながった。

国内パートナー確保

　東京 2020マーケティングプログラムは、過去大会と違
い、1業種  1社にとらわれず、複数業種でカテゴリーを成立
させるなど、新たな取組を積極的に進め、最終的に68社
の国内スポンサーの確保を達成し、過去大会と比較しても
非常に大きな約 3,500億円の収入を確保することができ
た。
　また、東京 2020大会の開催の1年延期に伴い、東京
2020スポンサーシップ契約の延長が必要となったが、国
内スポンサー全社について、大会に対する継続的な支援に
理解を得て、約 250億円の追加協賛金の拠出等とともに、

延長契約の締結に至った。
　東京2020大会の開催延期に伴う国内パートナーからの
追加協賛金については、延期による大会の厳しい財政状
況を踏まえ、IOCとしても財務的観点から延期した大会の
成功に貢献するため、IOCが受け取る権利を有するロイヤ
ルティの行使を放棄した。
　東京 2020大会の国内スポンサー収入は、追加協賛金
も含め、オリンピック・パラリンピック競技大会史上最大規
模となる約 3,750億円（ 2021年 12月時点の見通し）となり、
大会の財務基盤の確立に最も重要な役割を果たすことと
なった。

ライセンシンググッズ販売

　東京 2020大会のライセンシングプログラムは、大会マス
コットキャラクターの「ミライトワ」、「ソメイティ」やエンブ
レムなどを活用して、過去の大会でも人気を博した商品カ
テゴリーに注力して市場のニーズに合う商品を販売するだ
けでなく、日本の技術、伝統及び文化が凝縮された日本
全国47都道府県の伝統工芸品の公式ライセンス商品化に
も取り組んだ。
　また、国民の東京 2020大会の開催への機運の高まりを
反映して、大会の開催期間中は、開催前に比べ、公式ラ
イセンス商品の売上が最大4倍に跳ね上がる結果となった。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの会場に
おいて無観客での開催となった結果、東京 2020大会のオ
フィシャルショップやメガストアの設置数は当初予定を下回
ることになったが、公式ライセンス商品は約 8,000種類、ラ
イセンシー数は100社を超えて過去最大規模となるなど、
最終的にライセンシング収入は144億円（ 2021年 12月時
点の見通し）を確保することに成功した。

チケット販売

　東京2020大会の開催前から戦略的にチケット販促プロ
モーション及び CRM（顧客関係管理）を推進し、大会の
開催延期の決定前の時点においては、一般販売に加え、
関係者（チケットホルダー）、学校連携観戦及び自治体等
への販売を含め、東京2020オリンピック及び東京2020パ
ラリンピックを合わせて約 865万枚を販売しており、生涯
予算V5に計上された900億円を超える収入見込みであっ
た。
　しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、東京
2020大会の開催が延期されたことに加え、多くの会場に
おいて無観客での開催となったため、販売済みであったチ
ケットはその大半が払い戻されることになった。
　結果として、チケット売上は、生涯予算 V5の900億円
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に対し、4億円（ 2021年 12月時点の見通し）の収入にとど
まった。

オフィシャルコントリビューター

　東京 2020大会では、IOCとの協議により東京 2020スポ
ンサーシッププログラムとは別に、大会の開催のために貢
献する非営利団体を対象とした（一部特例を含む）プログ
ラム「東京 2020オフィシャルコントリビューター」制度を新
たに構築した。
　オフィシャルコントリビューターが東京 2020大会への貢
献内容（資金やサービスの提供）に基づいた呼称等の権
利を国内において行使することを可能とすることで、大会
に対する幅広い支援の受入れにつながり、大会における
画期的な取組の一つとなった。

国民の参画による支援

　組織委員会は、積極的なマーケティング活動の実施とと
もに、単なる増収努力だけでなくオールジャパンでの東京
2020大会の機運醸成の観点から、国民はもとより広く経
済界からも支援を受け、総額 119億円程度（2021年  12月
時点の見通し）の寄附を集め、大会の準備及び運営に活
用することができた。

1　一般寄附
　「あなたのエールが東京 2020大会の力になります」の
メッセージの下、2017年 7月からホームページを中心に個
人、団体に寄附を呼び掛けた。その結果、延べ約 400人
の個人、延べ約 80の団体から総額約 12億円の支援が得
られた。
　日本全国から寄附が集まっただけでなく、学校や職場等
のグループによる寄附も目立つなど、個人及び地域レベル
からの東京 2020大会の機運醸成にも大きな役割を果た
した。

2　経済界の協力
　東京 2020大会の強固な財務基盤の確立を図るととも
に、日本経済を支える多くの企業が大会に参画することを
目的に、組織委員会は主要経済 3団体（一般社団法人日
本経済団体連合会（以下「経団連」という。）、日本商工
会議所及び東京商工会議所、公益社団法人経済同友会）
に大会への寄附の協力を要請した。
　一般財団法人スポーツ振興資金財団の協力も受け、経
団連加盟の業界団体、企業を中心に、多くの賛同を頂け
たことから、総額約 100億円という、過去に日本で開催さ
れたスポーツイベントで類を見ない多額の寄附金を得て、

東京 2020大会の準備及び運営のための財源確保に大き
く貢献する結果となった。

3　都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト
　組織委員会は、国（環境省）、東京都と連携したオール
ジャパンの取組として、アスリートに授与される金、銀及び
銅の各メダルを、使用済み携帯電話等の小型家電等から
回収したリサイクル金属でつくる「都市鉱山からつくる！み
んなのメダルプロジェクト」を展開し、全国 1,621自治体と
数多くの企業の協力を得た結果、メダル作成に必要な金
属量の100％回収を達成した。
　財務の観点からも、本プロジェクトの事業協力者から、こ
れら精錬後のメダル原材料が無償で供給されたことに
よって、東京 2020大会の経費の縮減につながった。

延期に伴う興行中止保険の受取

　組織委員会は、主に大規模台風などの自然災害等に基
づく競技の中止により発生するチケットの払戻しの費用を
補う目的で興行中止保険に加入していた。
　当該保険は、東京 2020大会が中止となった場合の払
戻しだけでなく、中止を回避するために必要な追加費用も
補償する内容となっており、また、感染症を原因とする保
険事故も補償する内容としていたため、「新型コロナウイ
ルス感染症の影響による大会の中止を回避するために1年
間延期したことにより発生する追加費用」も補償の対象と
なり、結果的に支払限度額満額である500億円の保険金
を受け取ることができた。
　これは生涯予算 V5における、東京2020大会の開催延
期に伴い必要となる追加経費を賄うための増収見込 760
億円の大部分を占めることとなり、大会の開催延期後の財
務基盤の強化に非常に大きな役割を果たした。

生涯予算の編成

　組織委員会は、前述の大会経費縮減の取組を進めると
ともに、収入の確保に取り組みながら、大会経費に関して、
次のとおり、5次にわたり、組織委員会の収支予算と都及
び国が負担する経費を合わせた全体像を策定し、公表し
てきた。

V1（ 2016年 12月公表）
・IOC、組織委員会、東京都、政府による四者協議を経て
公表
・立候補ファイルに盛り込まれていなかった経費も含めて
算出し、初めて全体像を明らかにした。
・ 有明アリーナ、海の森水上競技場、東京アクアティクス
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センター（当時は「オリンピックアクアティクスセンター」
と呼称）の3施設の整備費を約  400億円削減

生涯予算V1 （単位：億円）

組織委員会 そ　の　他 大会経費　計
支　出 5,000 11,000～13 ,000 16,000～18, 000
収　入 5,000
※支出の中に予備費1,000～ 3,000億円がある。

V2（ 2017年 12月公表）
・ 2017年 5月の東京都、組織委員会、国、競技会場が所
在する自治体の役割（経費）分担に関する大枠合意等
に基づき、V1を精査
・資材単価の見直しやCVEの取組等を通じた競技会場の
仮設整備費の削減、放送用映像回線の地中化の見直し
などにより、大会経費総額をV1（予備費を除く）から
1,500億円削減

生涯予算V2 （単位：億円） 

1,500
（ 300）

※ このほかに予備費1,000～ 3,000億円がある。
（　）は、うちパラリンピック経費分

V3（ 2018年 12月公表）
・ 東京 2020大会の開催が近づくにつれ、支出すべき内容
が明確になったものへの対応や検討の進展に伴い新た
に生じた需要への対応を行う一方、経費の最適化に取
り組んだ結果、大会経費総額は1兆 3,500億円でV2と
同額を維持

生涯予算V3 （単位：億円）

6,000 6,000 1,500
（600） （300） （300）

※ このほかに予備費1,000～ 3,000億円がある。
（　）は、うちパラリンピック経費分

V4（ 2019年 12月公表）
・マラソン・競歩会場の東京から札幌への変更に伴い、仮
設等の経費30億円を東京都から組み替え、組織委員会
支出は6,030億円。組織委員会収入は国内スポンサー
収入やチケット売上の増加により、V3から300億円増の
6,300億円。この結果、収入と支出の差 270億円を予
備費として計上
・大会経費総額は 1兆 3,500億円でV3と同額

大会経費　計 

13,500
（ 1,200）

組織委員会 東京都 国

支　出 6,000
（ 600）

6,000
（ 300） 

収　入 6,000

大会経費　計 

13,500
（ 1,200）

組織委員会 東京都 国

支　出

収　入 6,000 

生涯予算V4 （単位：億円）

組織委員会 東京都 国 大会経費　計

支　出 6,030
（ 600） 

5,970
（ 300） 

1,500
（ 300） 

13,500
（ 1,200）

予備費 270
収　入 6,300
※（　）は、うちパラリンピック経費分

V5（ 2020年 12月公表）
・ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響による東京 2020
大会の開催延期の決定を踏まえ、大会の簡素化による
経費の削減を反映するとともに、2020年 12月の組織委
員会、東京都、国による追加経費の負担の合意に基づ
きV4を更新
・ 組織委員会収入は、追加経費を賄うための増収見込を
760億円計上したほか、東京都が負担する収支調整額
を150億円計上し、V4から910億円増の7,210億円。組
織委員会支出も延期に伴う経費の増によりV4から910
億円増
・ 東京都及び国は、新たにコロナ対策経費 400億円、560 

億円をそれぞれ計上し、その他の経費はV4から1,760
億円増
・ 大会経費総額は、V4で公表した1兆 3,500億円と予備
費 270億円に、追加で必要となる2,670億円（うちパラ
リンピック経費 600億円）を合わせた1兆 6,440億円

生涯予算V5 （単位：億円） 

7,210 7,020 2,210 16,440
組織委員会 東京都 国 大会経費　計

支　出

収　入 7,210
（900） （450） （450） （1,800）

※（　）は、うちパラリンピック経費分

東京 2020 大会の財務のまとめ

　東京 2020大会は、新型コロナウイルスの感染拡大によ
るオリンピック・パラリンピック競技大会史上初となる開催
延期に加え、多くの会場で無観客開催となるなど、財務面
でも前例のない厳しい状況下での開催となった。
　組織委員会は、発足以来、東京都や国、IOC、IPC等の
関係機関と連携して、既存施設の活用等の会場の見直し
を始め、一貫して大会経費の抑制と強固な財務基盤の確
立に努めてきたが、延期決定後は、更なるサービス水準
の見直しによる簡素化など、一層の経費削減に取り組んで
きた。
　大会経費の削減及び抑制額の総額については、予算策
定後の執行段階における予算削減のみならず、生涯予算
V1の策定前に実施した会場の見直しによる抑制や、大会
延期に伴い増加する経費を抑制した分などもあり、単純に
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足し合わせることは困難である。しかしながら、例えば、ア
ジェンダ2020やニューノームによる削減として、会場関係
で2,200億円余り、オペレーション等で2,200億円余りの
合計約 4,500億円の削減を図り、延期後の簡素化により
約300億円の削減及び抑制を図ることができた。これらに
加え、生涯予算 V5策定以降も不断の取組として進めた簡
素化や無観客化及び大会関係者数減による事業の見直
し等により生涯予算V5から約 1,910億円削減することがで
き、最終的に大会経費の見通しとしては、1兆 4,530億円
となった（ 2021年 12月時点の見通し）。
　このうち、組織委員会決算の見通しは、チケット売上の
減収等により、収入は生涯予算V5から867億円減の6,343
億円となる一方、上記取組による239億円の支出抑制や
東京都が支出する共同実施事業負担金（安全対策）628
億円により、支出は収入と同額の6,343億円となり、収支
は均衡する見通しとなった。
　なお、これに伴い、生涯予算 V5で計上していた収支調
整額 150億円は不要となった。
　また、組織委員会の収入減を含めた後発事象に対応し
た上でなお、生涯予算 V5と比べ、国の負担分は271億円、
都の負担分は772億円それぞれ下回る見通しとなった。
　東京2020大会における大会経費全体の見通しの総額
は1兆 4,530億円となったが、これは、招致決定後、2016
年12月に初めて大会経費の総額を見積もった生涯予算V1
の1兆 5,000億円（予備費除く）を470億円下回るものと
なった。
　東京 2020大会の経費に対して様々な意見はあるが、大
会経費の中には、国立競技場や新設の都立スポーツ施設
の建設費も含まれており、大会の開催に当たって整備され
たこれらの施設が、国民及び都民に今後も数十年にわ
たって活発に利用され、レガシーとなっていくとともに、既
存施設の活用や簡素化など、大会における経費抑制に向
けた取組自体が、今後のオリンピック・パラリンピック競技
大会を始めとする各種スポーツ大会等の開催に当たって
の参考となることを期待する。
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2 財務オペレーション

予算執行統制

　アスリートが最高のパフォーマンスを発揮し、東京 2020
大会が人々の心に残る史上最高の大会となるよう、各 FA
がそれぞれの分野で精力的に準備を進めていく中、大会
の開催が迫るにつれて、関係者からの要望が具体化し、支
出すべき内容が明確になったものや検討の進展に伴い新
たに生じた需要への対応が必要となった。これらの支出増
要因に対して、限られた予算の範囲内に収める上で、必要
最小限の経費で大会を実施するために、予算執行統制は
非常に重要な役割を果たした。

1 　計画立案フェーズ～実践準備フェーズ
（1）予算マネージャーの配置
　組織委員会では、各 FAによる予算の執行について、財
政FA（F IN）が統括し集中的に管理を行った。財務面の
ガバナンスを強化するため、FIN内に各 FAを担当する予算
マネージャーを配置し（最大時1 4名、1名が複数のFAを
担当）、効率的及び効果的な予算執行を担保することで、
必要最小限の予算執行とする役割を担った（その後、ベ
ニュー体制移行に伴い、各予算マネージャーはそれぞれ各
競技会場についても担当することになった。）。

（2）事務総長をトップとする経営会議による審議
　予定価格が 3,000万円以上となる契約に関しては、事
務総長による決裁案件とし、事務総長をトップとする経営
層によって構成された経営会議に付議し、必要性と有効性
を確認して予算執行の承認を行った。2019年 6月以降に
おいては、更なる意思決定の迅速化を図るため、総長決
裁基準を請負及び委託契約については、1件当たり2億円
以上、物件の買入等については、1件当たり6,000万円以
上に変更した。

（3）入札による価格競争力の追求
　東京 2020大会の開催に必要となる設備、機器、備品、
サービス等の調達に当たっては、「ビジネスチャンス・ナビ
2020」を活用した競争入札に積極的に取り組むことで、よ
り良いものをより廉価に調達することを推進し、質の確保
とともにコストの縮減を図った。
　さらに、入札後の更なる減額交渉や、一部の部材を切
り離してより安い別発注とするなど公契約でないメリットを
最大限に生かすための取組を行い、経費削減に努めた。

（4）財務会計システムによる管理
　2017年 4月から財務会計システムを導入したことによっ
て、予算執行状況及び調達の進捗状況を即時に把握する
ことが可能となり、FAごとの精緻な予算管理に資すること
となった。

2　実践準備フェーズ～大会運営フェーズ
　東京 2020大会の開催を1年後に控える段階において
は、引き続き経費支出の適正化が求められるとともに、迅
速な予算執行の必要性も高まってきた。その後、大会開
催を直前に控えた時点からは、最終収支を見据えたより
精緻な予算執行管理にも取り組んだ。
（1）柔軟かつ迅速な予算執行プロセスの工夫
　VNIでは会場等の整備内容に関する相当数の変更に対
し、設計及び工事を止めず、迅速かつ公正に意思決定を
行う仕組みとして、コストマネジメントを実施する「会場整
備局変更管理委員会」を設置し、大会経費の縮減につな
げた。また、SPTは、IF承認済競技用備品のうち、執行予
定額が2億円（当初は1,000万円）未満等の案件について
は、精査手続の簡略化を導入した。
　さらにTECでは、東日本電信電話株式会社（NTT東日
本）及び西日本電信電話株式会社（NTT西日本）との契
約を包括契約とすることで執行の柔軟性を高める一方で、
定期的にNTT各社、TEC、FIN、調達 FA（ PRC）などで構
成されるステアリング・コミッティーを設置し、コストマネジ
メントに取り組んだ。

（2）各局長に対する予算執行情報の提供
　所管するFAの事業を司る各局の局長に対して、月次で
FAごとの予算執行状況を知らせることで主体的な予算管
理を支援した。併せて、全局長が出席する経営会議にお
いて、PRCが局別の調達案件の進捗状況を定期的に報告
し、契約締結が遅れている案件等を「見える化」すること
により、計画的な予算執行を促した。
　
（3）予算執行状況の公表
　東京 2020大会の開催が近づくにつれ、最終的な大会
の決算が赤字となることがないよう、大会経費の枠組みを
しっかり管理するべきという要請が高まってきた。それまで
は、東京都や国の公費により実施される共同実施事業に
ついて、共同実施事業管理委員会等により的確に管理し
てきたが、大会経費全体の収支が赤字とならないようにす
るためには、組織委員会の収支についても、東京都が厳

409 



密に確認を行うことが求められた。
　このため、2020年 4月から、大会経費全体の執行状況
について、東京都と月次での共有及び確認を開始し、さら
に公式ウェブサイトにおいて公表するなど、国民及び都民
に対する情報公開にも積極的に取り組むことで、財務の面
からも東京 2020大会の透明性の確保に注力した。

3　大会運営フェーズ
　バンプイン以降、東京 2020大会の開催期間中において
は、会場における緊急の予算執行需要に対する、迅速か
つ柔軟な予算執行承認プロセスを準備するとともに、大会
終了後の組織の解散フェーズにおける債権債務の確定に
支障を来さないように、会場における契約変更手続の遵
守の徹底に注力した。
（ 1）VGMへの予算執行権限の移譲
　競技会場等のロックダウン期間中、会場運営を司る
VGMに対し、競技日数等に応じて100万円ないし500万
円の緊急対応費の予算執行権限を移譲するとともに、あら
かじめ使途を指定しない10万円ないし50万円の小口現金
を付与することによって、東京 2020大会の期間中の会場
における突発的な支出需要に対する機動的な対応を可能
とした。併せて、会場における予算執行状況について、 FIN
への日次報告を義務付けることで、FINにおける全体予算
執行管理にも万全を期した。

（ 2）FAにおける迅速な予算執行
　東京2020大会の開催期間中において、各FAが緊急的
な契約変更を要する場合においては、テストイベントの経
験に基づき構築した緊急稟議承認プロセスを活用し、迅
速な予算承認を行うことで安定的な大会運営を確保した。
　上記の緊急的な予算執行を可能とする仕組み（緊急対
応費、小口現金、緊急稟議承認プロセス）の活用により、
各ベニューにおいて東京 2020大会の開催前に予見が困
難であった400件を超える事態への対応を的確に実現し、
円滑な大会運営を財務面から下支えすることができた。

調達における対応

調達プロセス構築

　組織委員会の財務運営は収支相償を原則とし、収入の
範囲で効率的かつ効果的に支出を行うことが求められる
とともに、公益財団法人であり、また、共同実施事業等に
よる公金支出も含まれていることから、併せて公平性、公
正性及び透明性も求められた。このため、物品、サービ
ス等の調達に当たっては、こうした要請に応えられるプロ
セスを構築した。

1 　自 治体の調達手続と民間の調達手法を合わせた仕
組づくり

　組織委員会の調達手続及び仕組みづくりにおいては、
公平性、公正性の担保に加え、東京 2020大会の開催と
いう期限がある中で、多数の物品やサービスを遅滞なく、
できるだけ廉価に調達する必要があった。このため、東京
都の契約制度をベースとしつつも、迅速かつ廉価な調達の
ための様々な変更を加えた。
　具体的には、競争入札において、コスト削減案の提案
を求めたり、予定価格超過に対して、入札不調・再入札と
したりせず、最低価格提示者との価格交渉により契約金額
を決定したり、また、最低制限価格制度を設けず、最低価
格入札者に対し履行体制を確認したりすることにより履
行の確実性を担保するなど様々な工夫を行った。
　一方で、供給権を有するパートナーに対しては、最適な
価格（ベストプライス）での供給を義務付けるとともに、市
場価格調査により相場を把握することで、適切な価格での
契約締結に努めた。

2　持続可能性に配慮した調達の実施
　本章「 4 大会運営」の「18 持続可能性」に記載の「持
続可能性に配慮した調達コード」の作成に当たっては、調
達部門として、日本国内の先進企業の対応状況を調査し、
中長期的な視野で、経済合理性と持続可能性のバランス
の取れた、事業者にとって対応可能なコードとなるよう持
続可能性の担当部門と協議を重ねた。
　さらに、多くの事業者が持続可能性の重要性を認知で
きるよう、同コードを、公式ウェブサイト上で公表するとと
もに、個別案件においては、仕様書及び契約書に持続可
能性への配慮について記載するなど遵守の徹底を図った。
また、事業者に対して「調達コードチェックシート」を提供
することによって、事業者自らが同コード遵守状況を項目
ごとにチェックし、同コードに関する各項目への理解を促す
とともに、各事業者での持続可能性に向けた取組の促進
に貢献した。

3　オープンな参入機会の提供
　東京 2020大会等を契機とする官民の入札及び調達情
報を一元的に集約した受発注取引のマッチングサイトであ
る「ビジネスチャンス・ナビ2020」（「中小企業世界発信
プロジェクト推進協議会」が運営）に組織委員会の調達案
件を掲載することで、案件周知を広く行い、電子入札を可
能とした。
　組織委員会が、2016年 12月に「ビジネスチャンス・ナビ
2020」への案件掲載を開始したことは、ビジネスマッチン
グサイトである同サイトの普及にも寄与しており、同サイト
のID登録数は2021年9月現在で約3万8,000件まで増加
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した（2016年12月時点における登録数は、約9,000件で
あった。）。
　大型案件は、東京 2020大会の公式ウェブサイトにおい
ても公表することで、国籍や企業規模等を問わず、国内外
の多くの事業者に対し、入札参加機会を提供した。
　特に、海外事業者からの関心が高かった仮設オーバーレ
イ工事については、海外事業者を対象に工事の概要や日
本国内の法令規則等の説明会を行い、入札参加を促した。

4　調達管理委員会の設置
　経済合理性を踏まえた最適調達の実現と公平性、公正
性及び透明性を担保するため、外部有識者を含めた「東
京 2020組織委員会調達管理委員会」を設置した。同委
員会においては、弁護士や公認会計士といった外部委員
を加え、調達方法の適正さや入札結果に不審な点がない
かなど、その適正性に関し、約 140回、延べ約 1,200件、
契約総額約 5,600億円について審議し、適切な調達を実
現した。

5　事前調整による予算低減への取組
　各事業を執行する部署及び財務部門と早い段階から連
携し、仕様を作成する段階から過剰な部分を削るなど事業
を見直し、また、積算労務単価等において過剰な予定価
格となっていないか妥当性の確認を徹底することで、予算
低減に貢献した。

計画的な調達の実施

　過去に例のない規模で、競技会場における客席や照
明、仮設テント等の仮設オーバーレイの整備を始めとした、
膨大な数量の設備、備品及び役務を調達する必要があっ
たことから、長期の調達計画を作成し、設置から運営、撤
去までを含めた計画的な調達を実施した。

1 　早期連携による調達計画策定
　各競技会場における「仮設オーバーレイ」等について
は、設計から施工、撤去までが長期に及び、また、複数
会場で同時並行的に準備を進める必要があったことから、
調達として会場整備部門と早期から連携し、早い段階で事
業者向けの説明会を実施し情報提供を行うなど、より多く
のサプライヤーに入札参加してもらえるようにし、競争性の
確保に努めた。
　また、パートナーを含む専門性の高い事業者からは、仕
様検討段階から協力を得て、そのノウハウを活用した効果
的な仕様の提案を受けるなどして、コスト低減を進めた。

2　案件進捗管理表による調達案件の進捗管理

　約8,000件と想定された調達案件を適切かつ迅速に処
理するため、FINなどの各部署との調整により案件を早期
に把握することに努めた。2018年4月から運用を開始した
「案件進捗管理表」により、必要な調達案件を「見える化」
し、毎週関係部署間で共有するとともに、月に1回程度、経
営層に説明を行うなど、組織としての管理に努めた。準備
状況の確認及び処理を促すなどにより、調達案件の確実
な進捗管理を行うことができた。
　なお、2021年 9月30日までで、組織委員会では、国内
外約 1,600社との間で、約 7,500件、総額約 6,740億円の
契約を締結した。

3　大会後を考慮した調達の実現
　物品調達に際しては、組織委員会が東京 2020大会の
終了後に解散する組織であるという性質上、最終的に調達
した各物品の処分が必須となることから、経済合理性を考
慮するとともに、持続可能性の確保を図るため、リース、レ
ンタル、買戻し特約付き購入などの調達方式を多く活用し
た。
　例えば、パートナーより買い入れた物品をリース会社に
よる残価を設定したリースに切り替えることにより、後利用
の促進と費用削減を実現した。また、より高い残価設定と
なるように調達仕様検討段階でリース会社と協議し、後利
用しやすい製品を選択するなどの取組も行った。

4　大会延期に係る対応
　東京 2020大会の開催の延期により、既に契約を締結し
ていた契約について、履行期間、業務内容等を変更する
必要が生じた際には、速やかにGD室、FIN等の関係部署
と協議し、今後の対応方針を固め、関係部署へ展開する
など、協力して対応した。
　また、関係部署での契約行為を進めるため、対象案件
（約1 ,200件）のリストアップを行った上で、延期対応に関
する案件進捗管理表を作成し、契約変更が必要な案件を
「見える化」するとともに、いつまでに契約変更をしなけれ
ばいけないのかを明確にした。この内容を毎週関係部署
間で共有するとともに、月に 1回程度、経営会議で報告を
行うなど、組織委員会全体として管理に努めた。

5　新型コロナウイルス感染症対策関連調達
　コロナ禍で東京 2020大会を開催するに当たって必要と
なる新型コロナウイルス感染症対策関連の業務や備品の
調達については、各FAで共通する物品が多かったことか
ら、GD室、FIN、PRC等の関係部署で連携し、組織委員
会が共通して一括で調達するもの、既存案件の契約変更
で対応するもの、各FAが個別に調達するものと分類し、効
率的な調達を行った。
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　また、早急に対応する必要があったPCR検査等の手配
対応についても、公正性等を阻害しないように注意しなが
ら、迅速かつ確実な調達を行った。

6　無観客化への対応
　東京 2020大会の開催直前に多くの会場で無観客にす
ることが決まった際には、GD室、FIN等の関係部署と協力
し、迅速に各会場の担当者へ、無観客化の影響を受ける
契約案件の洗い出し及び事業者への履行範囲縮小の指
示を行うよう促し、不要な支出が増えないように努めると
ともに、法務 FA（ LGL）等と調整の上、速やかに必要な
契約変更手続を実施した。

レートカード

　レートカードとは、オリンピック・パラリンピック競技大会
のステークホルダー（放送権者（RHB）、プレス、NOC、NPC、
マーケティングパートナー、IF等）に対して、大会の開催期
間中の活動環境を支援するため、テクノロジーアイテムや
什器、車両等の商品やサービスをカタログ（レートカード）
化して有償で提供し、収支相償で運営する事業である。東
京2020大会においては、過去大会で生じた課題を改善し
た使いやすいレートカードを提供するために、まず、過去の
オリンピック・パラリンピック競技大会資料の分析及び東
京 2020大会への適用を行った。また、過去大会の経験者
からの情報収集に取り組み、利用者目線で過去大会から
継続して課題とされてきた事項を把握し、その改善を最優
先事項とした。課題の具体的な内容としては、第一に、利
用者からの注文内容に対し、アイテムや数量、設置場所が
誤っている、使用開始日までに設置されていないなど、注
文が確実に履行されていない場合があること、そして第二
に、アイテム価格が高いことが挙げられた。
　こうした課題を踏まえつつ、一方で、利用者の注文期間
を十分に確保するために、カタログ展開の遅延は許されな
いことから、IOCが示したマイルストーンに基づく期日から
の逆算に基づいた計画を策定の上、関係部署と連携して
カタログ作成及びシステム開発に取り組んだ。
　カタログ作成の過程においては、段階ごとに完成状況
の実物を関係者に共有しフィードバックを得る形式を採用
し、軌道修正を逐次行い、成果物の精度を高めていった。
計画的な進行管理を行ったことで、IOC計画より早期にカ
タログ草案を完成させることができ、これにより価格設定
についてIOCと協議する時間を十分に確保することができ
た。アイテム仕様と価格のバランスを考慮して収支相償を
維持しながら、過去大会以下の価格設定を実現できるよ
う、IOCとの調整を重ねた。その結果、東京 2020大会の
価格設定について利用者から指摘等の不満の声はなく、

適正に実施された。
　システム開発の過程においては、レートカードFA（ RTC）
の担当者自らが要件定義及び動作テストに携わる開発体
制を取った。開発段階ごとに、TEC、LOG等の供給者及
び管理者側のFA担当者並びにNCS、PRS等の利用者側
のFA担当者と連携してユーザーテストを実施する工程を
入れて、供給者及び管理者側並びに利用者側双方の視点
から利便性を高めるために改善点を洗い出す作業を行っ
た。最終段階では、RHB、NOC、NPC等の中から主要な
利用者に協力を仰ぎ、実際にレートカード注文を行う利用
者の声を収集し課題の共有や設計改善に活用した。その
結果、利用者からは、「これまでで最も使いやすいシステ
ム」との評価を受けた。
　また、東京 2020大会での特記事項として、車両提供方
法が挙げられ、過去のオリンピック・パラリンピック競技大
会では組織委員会が自ら車両を購入し、利用者に直接貸
与する形式であったところ、東京 2020大会においては、こ
の手法を改めた。具体的には、過去大会のような購入手
法を用いると、提供価格が高騰するため、レンタカーを活
用し、組織委員会が利用者からの注文受付、利用代金の
回収及び支払などの仲介役を担った上で、レンタカー会社
が利用者に直接貸与する形式とした。その結果、利用者
への適正価格での車両の提供に加え、貸出、返却業務の
改善が図れた。

大会延期決定後の動き

　2020年 3月の東京 2020大会の開催の延期決定後、ア
イテム提供に係る調達物品価格への影響について、関係
FAと連携の上、早々に調査を開始した。次いで、コロナ禍
という特殊な要因に対し、組織委員会及び利用者の双方
が折り合える費用負担の方針及びキャンセル料の取扱い
方針を策定し、2020年 7月に利用者に展開した。
　また、利用者にとってはコロナ禍により財務状況悪化だ
けでなく、感染症対策の観点からの参加人数制限という課
題があったため、注文意向が変動することが想定された。
そこで、全利用者に電子メールでのヒアリングを行い、
2020年内はキャンセル料を無料とした上で、全注文の
2021年への注文継続の意思を正確に把握した。その結
果、適切に注文管理を行うことができた。

大会期間中の取組及び実績

　東京 2020大会の開催期間中、RTCは、IBC、MPC、選
手村、2か所の分村の計 5拠点においてレートカードデスク
を運営し、利用者からの新規注文受付及び問合せへの対
応、並びに、チェックイン及びチェックアウトの業務を行った。
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　東京2020大会の開催期間中の人員計画策定に当たっ
ては、平昌2018大会での支援における現場経験や過去大
会の報告書を基に、会場別及び時間別の繁忙期を的確に
予測し、繁閑を踏まえた柔軟な人員配置を行った。
　加えて、東京2020大会の開催期間に入る直前の準備
期間に、ハンドオーバー（アイテムの数量、場所及び動作
状況をRTCが確認する工程）を入念に行っていたため、注
文アイテムが確実に提供され、数多くのカスタマーから高
い評価を受けた。

財産管理及び処分

財産管理について

　東京2020大会では55の競技を開催するため、競技用
備品や什器、テクノロジー機器を始めとした多種多様な物
品の調達を行った。また、競技会場の借上げ期間を短縮
するため、物品の使用の直前に搬入や配備を行う必要が
あり、大会後も極めて短期間のうちに物品の搬出作業を
行わなければならなかった。
　そのため、組織委員会では、物品の性質や重要性を踏
まえた管理を行いながら、物品の納品確認、在庫及び輸
送管理、処分に至るまで一元的に把握できる仕組みを導
入した。

1 　財産管理の基本的な方針
　組織委員会では、財産の管理及び処分にかかる業務を
適切に実施するため、各局長等が、その局等において使
用する財産の管理及び処分を常に最善の注意を払い効
率的に行うこととし、当該業務を推進するための担当者
（財産取扱主任及び財産取扱者）を設置することで、適切
な財産管理及び処分に向けて責任の所在を明確にした。
　さらに、財産の管理及び処分に当たって必要な手続や
帳票類を定めたほか、円滑な大会運営に向けて担当者に
対する説明会を定期的に開催して適切な財産管理の重要

性を周知徹底した。

2　アセットトラッキングシステムの活用
　調達した物品の実際の管理に当たっては、アセットトラッ
キングシステム（以下、本項目において「ATS」という。）を
導入することで、物品の納品確認、在庫及び輸送管理、処
分に至る一連の情報を記録し、管理状況を逐次把握でき
るようにした。ATSの情報は、東京2020大会の運営用倉
庫における倉庫管理システムとも連携させ、当該倉庫と各
競技会場間の物品の輸送管理においても活用を図れるよ
うにした。
　一方、多岐にわたる調達物品のうち、物品の特性に応
じて個別に管理を行うことで効率化できるものについては、
各局等で個別台帳を作成し、ATSと併せて管理を行った。

3　棚卸しの実施
　所有財産が適正に管理されていることを確認するため、
ATSや個別台帳への財産登録を徹底した上で、決算調整
などの時期に合わせて棚卸調査を実施した。

　こうした取組により、各局等の業務の一つに財産の適切
な管理を明確に位置づけ、責任の所在を明らかにするとと
もに、ATSの導入により情報を一元管理することで、東京
2020大会の開催に当たっての円滑な準備や運営と併せ、
大会終了後の速やかな財産の処分を実現できた。

財産処分について

　組織委員会では、東京2020大会の終了後に業務を迅
速かつ的確に完了させるため、各競技会場から撤去した
物品を、速やかに処分先に引き渡せるよう、大会前の早い
段階から処分方法を決定するなど、処分手続を着実に進
めた。
　また、「持続可能性に配慮した運営計画」に基づき、持
続可能な資源管理の観点から、3R（リデュース、リユース、
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リサイクル）の徹底に努めるとともに、公益財団法人として
公益性や財政運営を考慮した上で財産処分に取り組んだ。
　財産の処分を円滑に進めるため、まずは計画的に進め
るためのルールを作り、適切かつ公正に処分が進むよう
チェックする仕組みを整備した。具体的な取組は次のとお
りである。

1 　財産処分の基本的な方針
　東京 2020大会の開催に必要な資材や物品は、リース
又はレンタルでの調達を優先するとした上で、やむを得ず
購入したものについては、大会後、速やかな処分ができる
よう、調達の検討段階から使用後の取扱いも考慮するとと
もに、調達先決定後、直ちに具体的な後利用先を選定す
ることとした。
　具体的な後利用先の選定に当たっては、適正な対価に
よる譲渡を原則とし、有償譲渡が困難な場合は無償譲渡、
無償譲渡も困難な場合に委託などにより再生利用（一部、
廃棄を含む。）を行った。

2　財産管理処分委員会の設置
　財産処分に当たっては、より公正な手続を確保するた
め、外部有識者を含めた「東京 2020組織委員会財産管
理処分委員会」を設置した。同委員会においては、弁護
士や公認会計士、公益認定制度に精通した専門家を外部
委員として加え、処分方法や処分先の選定方法などの適
正性を審議し、適切な処分を実現した。

3　計画的な進行管理
　財産処分を円滑に進めるため、2019年 8月、調達予定
財産は調達から原則2か月以内に処分先を決定することと
し、2019年 9月までに調達した財産は、2019年度内に処
分先を決定するという基本方針を定めた。
　各局等では、ATSの登録情報に基づき計画を立てて財
産処分に取り組み、同時に、財産管理部門では進捗状況
を月次で経営層に報告及び共有することにより、組織を挙
げて計画的な財産処分を推進した。
　また、大会の延期に伴い、引渡し時期など財産処分に
係る諸条件の変更が生じたが、譲渡先と丁寧に調整を行
い、大会後速やかに処分が必要な財産については大会前
までに処分先を決定することができた。

4　効率的な財産処分の推進
　ATSの登録情報を基に調達物品を分類し、物品の種類
ごとや配備先ごとに物品をまとめて処分するなど、効率的
な処分を図った。
　また、調達時における買戻特約付売買契約の締結のほ
か、ノートPCや携帯電話といったテクノロジー機器などを

一括して効率的に売却する仕組みを作って、事前の処分先
決定を加速化させた。

5　東京都等での後利用
　公費の支出を受けた物品や有償での売却が困難な物
品の譲渡を円滑に進めるため、開催都市・東京都や都内
自治体等と連携を図り、譲渡方法などの条件をあらかじめ
明確化した上で、物品リストを提示し、早い段階から後利
用のニーズを広く把握した。その結果、各競技会場等で使
用されたセキュリティカメラ等について、東京都や都内自
治体での有効活用が進んだ。

6　無観客方針等に伴う余剰消耗品の有効活用
　安全・安心な大会運営に向け、大会前からアルコール
消毒液や除菌ペーパーを始めとしたコロナ対策物品等を
調達していたが、2021年 7月に多くの会場で無観客による
開催とする方針が決定されたことにより、当初予定より必
要数量が減少したため、急きょ、納品事業者に対して発注
の取りやめや返品交渉に取り組んだ。それでも発生した
余剰消耗品については、会場内及び周辺会場間での融通
による活用や、大会後も、競技会場となった施設が安心し
てスポーツに親しまれる場となるよう、会場所有者、管理
者等への譲渡による有効活用を図った。
　なお、オリンピック終了後、会場の引渡しスケジュールや
保管場所の制約もあり、医療用資器材の一部について廃
棄が行われることがあった。そこで、このような事態が起
きないよう、一時保管場所を確保の上、東京都とも連携し
て自治体や医療施設等への譲渡を進めることで有効活用
の徹底を図った。

7　物品の有効活用状況
　購入した物品は、大会中に破損又は費消した物品や、
アーカイブとして保管又は管理する物品を除き、大会前ま
でに決定した処分先に対して、大会後、計画的かつ速や
かに引渡しを行った。
　2021年 12月末時点では、購入した物品のうち、什器や
テクノロジー機器等約 75万点については、入札等によって
事業者へ売却し、公費支出を受けた監視カメラ等の物品
約 1万 2,000点については、東京都等の自治体等約 50団
体へ譲渡するなど、有効活用を図った。
　また、東京 2020大会で使用された競技用の備品や消
耗品約 9,500点については、自治体や国内競技団体等約
140団体へ譲渡を行い、大会の終了後のレガシーとして地
域スポーツの振興に貢献した。
　こうした様々な取組が、社会での3R（リデュース、リユー
ス、リサイクル）の推進につながり、将来の持続可能な社
会の実現に貢献することが期待される。
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大会年表

1　2016 年大会招致の段階

2005年（平成 17年）
　8 月 5日 石原慎太郎都知事が記者会見で 2016年オリンピック大会の東京への招致を表明
　9月 20日 石原都知事が第 3回東京都議会定例会所信表明でオリンピック招致を表明
　10 月 1日 東京都知事本局内に東京オリンピック招致準備担当設置

2006年（平成 18年）
　3月8日 東京都議会においてオリンピック開催招致を求める決議可決
　4月1日 東京都において局相当の組織として、東京オリンピック招致本部設置
　4月1日 東京都において東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金を設置
　4月28日 東京都がJOCに対し立候補意思表明書を提出
　5月12日 東京都が「2016年東京オリンピック基本方針」公表
　6月21日 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称「バリアフリー法」）公布
　6月26日 東京都が開催概要計画書の提出に先立ち、36の競技会場と85の練習会場公表
　6月30日 東京都がJOCに対し、第31回オリンピック競技大会開催概要計画書を提出
　8月30日 第31回オリンピック競技大会国内立候補都市選定委員会開催
　11月22日 東京都が東京オリンピック招致委員会を任意団体として設立

2007年（平成19年）
　2月18日 第1回東京マラソン開催
　2月27日 招致委員会がNPO法人に認証
　3月5日 第1回招致委員会理事会開催
　4月1日 招致委員会事務局が活動開始
　5月16日 IOCが立候補受付手順書公表
　7月10日 招致委員会が招致シンボルとなる「結び」のロゴ公表
　9月11日 2016年大会招致の閣議了解
　9月13日 2016年大会の立候補受付期限。東京を含む7都市が立候補
　11月19日 招致委員会が2016年東京オリンピック・パラリンピック開催基本計画公表

2008年（平成 20年）
　1月10日 招致委員会がIOCへ申請ファイルを提出
　1月18日 東京都が招致に関する経費の計画（招致活動経費55億円、ムーブメント推進経費95億円の合計150

億円）を公表
　6月4日 東京、マドリード、シカゴ、リオデジャネイロがIOC理事会による一次選考通過
　8月8日～ 24日 北京2008オリンピック開催
　9月6日～ 17日 北京2008パラリンピック開催

2009年（平成 21年）
　2月12日 招致委員会がIOCへ立候補ファイルを提出
　3月17日 衆議院において招致を求める決議可決
　3月18日 参議院において招致を求める決議可決
　4月16日～ 19日 IOCの現地調査委員（評価委員会）が公式訪問
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　6月 17日 全 IOC委員が参加するテクニカル・プレゼンテーション実施
　9 月 23日 開催都市決定支援大パレードを原宿・表参道で実施
　10 月 2日 2016年大会の開催都市を決める IOC総会がデンマーク・コペンハーゲンで開催。ブラジル・リオデ

ジャネイロが南米で初となるオリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市に決定

2010年（平成 22年）
　2月12日～ 28日 バンクーバー 2010オリンピック開催
　2月24日 2016年大会の招致委員会が招致活動報告書公表
　3月12日～ 21日 バンクーバー2010パラリンピック開催
　7月16日 東京都がスポーツ振興局設置

2　2020 年大会招致の段階

2011年（平成 23年）
　3月11日 東日本大震災が発災
　4月10日 東京都知事選挙で石原都知事が4選
　5月23日 IOCが立候補受付手順書公表
　6月17日 石原都知事が第2回東京都議会定例会所信表明でオリンピック・パラリンピック招致について言及
　6月23日  JOCを始めとするスポーツ団体とオリンピアン、パラリンピアンらが都庁を訪れ、都知事及び都議会

に対して2020年大会招致を要請。都知事宛て要望書提出
　6月24日 スポーツ振興法が改正され、スポーツ基本法が公布。8月24日施行
　6月25日 竹田恆和JOC会長、水野正人同副会長が、宮城県・三浦秀一副知事を訪問
　6月28日 竹田恆和JOC会長が、福島県・佐藤雄平知事を訪問
　6月29日 宮城県・村井嘉浩知事が2020年大会の開催に係る要望書提出
　6月30日 岩手県・達増拓也知事がJOC会長宛て賛同文書提出
　7月12日 経済同友会代表幹事が2020年大会の開催に係る要望書提出
　7月14日 東京商工会議所が2020年大会の開催に係る要望書提出
　7月16日  石原都知事が日本体育協会・日本オリンピック委員会（JOC）の100周年祝賀式典の際、2020年大

会立候補を表明
　8月1日 東京都スポーツ振興局において招致推進部設置
　8月4日 竹田恆和JOC会長が、岩手県知事を訪問
　8月29日 JOCが東京を申請都市（Applicant  City）としてIOCに通知
　9月1日 2020 年夏季オリンピック開催都市の立候補申請期限。アゼルバイジャン・バクー、カタール・ドーハ、

トルコ・イスタンブール、スペイン・マドリード、イタリア・ローマ、東京の6都市が申請
　9月15日 東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会が設立、第1回理事会開催
　10月18日 東京都議会において2020年大会の東京招致を求める決議可決
　11月30日 公募により、桜をモチーフとした招致エンブレム決定。作者は島峰藍氏
　12月6日 衆議院において2020年大会の招致を求める決議可決
　12月7日 参議院において2020年大会の招致を求める決議可決
　12月13日 2020 年大会招致の閣議了解
　12月26日 東京都が、宮城・岩手・福島の東北3県と共に今後の支援策を検討する復興専門委員会の初会合

を開催

2012年（平成 24年）
　1月11日 招致委員会の理事会において、メインスタジアムなどを定めた基本計画了承
　2月13日  招致委員会がIOCへ申請ファイルを提出。招致推進活動経費は2016年大会招致時の半分の75億円。

都費 37億円、民間資金 38億円の計画
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　2月15日 開催計画の概要を示した申請ファイルについて、IOCへの提出期限。イタリア・ローマを除く5都市
が提出

　3月 6日 日本スポーツ振興センター（JS C）において、国立競技場の将来構想・改修を協議する有識者会議の
初会合開催

　5月 24日 カナダ・ケベックシティでの IOC理事会にて、I OCワーキンググループの一次選考結果が承認。トルコ・
イスタンブール、東京、スペイン・マドリードの 3都市が正式立候補都市（Ca ndidate  City）に選出

　6 月 7日 招致委員会が経済波及効果を発表
　7月 14日～ 22日  招致委員会による第 1回支持率調査。賛成 58%、どちらでもない 26%、反対 16%
　7月 19日 招致委員会が招致のスローガン「 Discover  Tomorrow（未来（あした）をつかもう）」を発表
　7月 20日 新国立競技場のデザイン案の公募開始
　7月 27日～ 8月 12日 ロンドン 2012オリンピック開催
　 8月 18日～ 30日 招致委員会による第 2回支持率調査。賛成 66%、どちらでもない 20%、反対 14%
　8月 20日  銀座中央通りにおいて、ロンドン 2012オリンピックのメダリストにより、史上初めてとなるメダリストパ

レード実施
　8月 29日～ 9月 9日 ロンドン 2012パラリンピック開催
　 9月 29日  招致委員会がロンドン 2012大会を受け「この感動を次は、ニッポンで！」をテーマにした連作ポス

ターを作成・公表
　10 月 10日～ 22日 招致委員会による第 3回支持率調査。賛成 67%、どちらでもない 21%、反対 13%
　10 月 25日 石原都知事が辞意を表明。 同月 31日辞職
　1 1月 15日 新国立競技場について、4 6点の作品の中からザハ・ハディド氏のデザインが最優秀賞に決定
　12 月 6日  東京都、被災した東北 3県等で構成する復興専門委員会が、被災地復興に資する事業案を提言（被

災地の子どもの観戦など）
　1 2月 16日 第 46回衆議院議員総選挙。同月 26日、安倍晋三内閣総理大臣が就任
　1 2月 16日 東京都知事選挙。同日、猪瀬直樹都知事が就任
　12 月 27日 東京都が東京招致都民決起大会開催

2013年（平成 25年）
　1 月 7日 招致委員会が IOCへ立候補ファイル（詳細な大会開催計画）を提出
　1 月 8日 招致委員会が IPCへ立候補ファイルを提出
　3月 4日～ 7日 IOC評価委員会が公式訪問
　5月 30日 国際招致活動の幕開けとなるスポーツアコードにおいて東京を含む 3都市がプレゼンテーション
　5 月 30日 東京商工会議所と招致委員会が、開催都市決定 100日前記念イベント開催
　6月 15日 国内オリンピック委員会連合（AN OC）総会において 3都市がプレゼンテーション
　6 月 25日 IOCが 3都市の計画に関する評価報告書公表
　7月 3日  スイス・ローザンヌでのテクニカル・ブリーフィングにおいて、 IOC委員全員に対し 3都市がプレゼン

テーション
　9月 7日  アルゼンチン・ブエノスアイレスで開催された第 125次 IOC総会にて、東京が 2020年のオリンピック・

パラリンピック競技大会の開催都市に決定
　9月 7日 IOC・東京都・J OCが開催都市契約を締結
　9 月 10日 IOC総会において、退任するジャック・ロゲ会長の後任として、トーマス・バッハ会長が就任
　9月 13日  国務大臣に東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会担当大臣（オリパラ担当大臣）を設

置。初代担当大臣は下村博文文部科学大臣
　 10月 1日 東京都スポーツ振興局にオリンピック・パラリンピック大会準備部設置
　1 0月 11日 東京都議会がオリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会設置
　 11月 14日・1 5日 東京で IOC/Tokyo2020オリエンテーションセミナー開催
　1 1月 19日・2 0日 バッハ IOC会長初来日
　1 1月 25日 IPC総会の理事会選挙で山脇康 JPC副委員長が理事に当選
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　12月19日 猪瀬都知事が辞意を表明。同月24日辞職

3　大会準備段階

2014年（平成 26年）
　 1月 1日 東京都がスポーツ振興局をオリンピック・パラリンピック準備局に改組
　 1月 19日・ 20日 東京で IPCオリエンテーションセミナー開催
　1 月 24日 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が設立
　1月 24日 都知事、オリパラ担当大臣（兼文部科学大臣）、J OC会長、J PC会長、組織委員会会長からなる 

東京オリンピック・パラリンピック調整会議（以下「調整会議」という。）の第 1回会議開催
　2月 7日～ 23日 ソチ 2014オリンピック開催
　2 月 9日 東京都知事選挙。同日、舛添要一東京都知事が就任
　2月 27日 第 2回調整会議開催
　3月 7日～ 16日 ソチ 2014パラリンピック開催
　 3月 17日 第 2回評議員会開催。理事の上限を 35名に決定
　4月 2日～ 4日 第 1回 IOCプロジェクトレビュー開催
　4月 23日 第 3回調整会議開催
　5 月 31日 国立競技場閉場
　6月 5日 第 3回理事会において、顧問会議、専門委員会（アスリート委員会、メディア委員会）、参与の設置

を決定
　6 月 10日 舛添都知事が第 2回東京都議会定例会所信表明において、競技会場の計画に関し、建設コストの

高騰などを理由に競技施設の整備計画を全体として見直すことを発表
　6月 12日 第 4回調整会議開催。会場計画について議論
　6月 24日 第 5回調整会議開催。前回に引き続き、会場計画について議論
　 6月 24日 室伏広治理事をスポーツ・ディレクターに任命
　6月 25日～ 27日 第 1回 IOC調整委員会（Co Com）会議において、組織委員会が競技会場の再検討を行う旨説明
　7月 15日 大会について広く意見を求める「 Tokyo2020みんなの Tomorrow」プロジェクトがスタート
　7 月 29日 第 1回被災地復興支援連絡協議会開催
　8月 6日 組織委員会が開催都市契約に参加
　9月 1日 第 6回調整会議開催。都が整備する新設施設の状況について説明
　 9月 12日 東京 2020エンブレムのエントリー受付開始（同年1 0月1 0日まで受付）
　9月 16日 第 1回メディア委員会開催（以降2 021年1 2月まで計1 0回開催）
　10 月 10日 第 1回顧問会議開催
　10 月 10日 第 1回アスリート委員会開催（以降2 021年1 2月まで計1 1回開催）
　 10月 10日 「スポーツには世界と未来を変える力がある。1 964年、日本は変わった。2020 年、世界を変えよ

う」とする大会ビジョン骨子発表
　11 月 13日 第 1回アクセシビリティ協議会開催
　 11月 18日・19 日 第 2回 IOCプロジェクトレビュー開催。競技会場見直し等について議論
　1 1月 19日 舛添都知事が整備予定の 10の競技会場のうち夢の島ユース・プラザ・アリーナ A、B 、若洲オリン

ピックマリーナの建設中止等の見直し概要を都議会で説明
　11 月 27日 第 7回調整会議開催
　12 月 8日 IOC臨時総会（モナコ）で「オリンピック・アジェンダ 2020」を採択。夏季オリンピックの競技数上限

を撤廃し、「原則およそ3 10種目で選手およそ1 万5 00人」を超えない範囲で見直し、開催都市が実
施種目を追加提案できる案が全会一致で承認

　 12月 15日・16 日 第 1回 IPCプロジェクトレビュー開催
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2015年（平成 27年）
　1月 1日 組織委員会が一般財団法人から公益財団法人へ移行
　 1月 12日 東京 2020オリンピックカウントダウンイベント「みんなのスタート！ 2020 Days to  Tokyo 2020」開催
　1月 14日 第 8回調整会議開催
　1月 23日 第 5回理事会において、専門委員会（街づくり・持続可能性委員会、文化・教育委員会、経済・テ

クノロジー委員会）の設置を決定
　2月 4日・5 日 第 3回 IOCプロジェクトレビュー開催
　 2月 9日 東京 2020種目追加検討会議設置。座長は御手洗冨士夫名誉会長
　 2月 27日 東京 2020大会開催基本計画を IOCと IPCに提出し公表。「 Discover  Tomorrow」を具体化し、大会

ビジョンとして「スポーツには、世界と未来を変える力がある」、3つのコンセプトとして「全員が自己
ベスト」「多様性と調和」「未来への継承」を決定

　2 月 27日 IOC理事会において、バスケットボールを夢の島ユース・プラザ・アリーナ B（恒設計画）からさいた
まスーパーアリーナに、カヌー（スラローム）を葛西臨海公園から同公園に隣接するカヌー・スラロー
ム会場に、馬術を夢の島競技場から馬事公苑に変更することを含め、1 8競技の競技会場について、
IFの事前承認を得て承認

　 3月 5日 東京 2020パラリンピックカウントダウンイベント「みんなのスタート！ 2020 Days to  Tokyo 2020」開
催

　4月 19日～ 24日 ロシア・ソチで開催された第 13回スポーツアコード国際会議の期間中、関係 IFと競技会場変更につ
いて協議。オリンピック夏季大会競技団体連合（AS OIF）総会にて、東京 2020大会の準備状況を報
告

　5 月 8日 IOC承認国際競技団体（33団体）を対象に追加種目の提案募集開始
　5月 11日 追加種目の応募概要公表
　5月 13日 第 1回文化・教育委員会開催（以降2 021年1 2月まで計9 回開催）
　5 月 27日 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置や基本方針の策定等を定

めたオリパラ特措法成立。同年 6月 3日公布、同月 25日施行
　6月 2日 公益財団法人日本財団が、日本財団パラリンピックサポートセンター設立
　6月 2日 第 1回経済・テクノロジー委員会開催（以降2 021年1 2月まで計7 回開催）
　6 月 5日 第 1回街づくり・持続可能性委員会開催（以降2 021年1 2月まで計1 0回開催）
　6 月 8日 IOCが追加種目に関する評価項目を発表
　6月 8日 IOC理事会において、水球をウォーターポロアリーナ（仮設計画）から東京辰巳国際水泳場に、バド

ミントンを夢の島ユース・プラザ・アリーナ A（恒設計画）から武蔵野の森総合スポーツプラザに、ラ
グビーをオリンピックスタジアムから東京スタジアムに、セーリングを若洲オリンピックマリーナ（恒設
計画）から江の島ヨットハーバーに、フェンシングとテコンドーを東京ビッグサイト・ホール Bから幕張
メッセ Bホールに、レスリングを東京ビッグサイト・ホール Aから幕張メッセ Aホールに変更することを
含め、8 競技の競技会場について、I Fの事前承認を得て承認

　6月 22日 追加種目に関するヒアリング対象団体（8団体）を発表
　6月 25日 遠藤利明オリパラ担当大臣が就任
　6 月 26日 小・中学生からのポスター募集事業について発表（以降2 019年まで毎年実施）
　6月 29日 第 9回調整会議開催
　6 月 30日・7 月 1日 第 2回 IOC調整委員会会議開催
　7 月 7日 第 6回国立競技場将来構想有識者会議において総工費 2,520億円の計画を承認、1 0月の着工決定
　7 月 17日 安倍首相が新国立競技場の建設計画について、「計画を白紙に戻す」ことを発表
　 7月 24日 東京 2020オリンピックカウントダウンイベント「みんなの Tokyo 2020 5Years  to  Go!!」開催
　 7月 24日 東京 2020エンブレム公表
　7 月 30日 輸送連絡調整会議（第1 回）を開催（以降 2021年 9月まで計 16回開催）
　 7月 31日 東京都がパラリンピック体験プログラム「 NO LIMITS CHALLENGE」開始
　8月 1日 IOCが追加種目の選手数を 500名以内とすることを提示
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　 8月 7日・8 日 東京 2020追加種目検討会議において IFからのヒアリング実施
　8 月 14日 新国立競技場の整備計画再検討に向けた「再検討に当たっての基本的考え方」決定
　 8月 14日 東京 2020エンブレムについて、ベルギーのリエージュ劇場のロゴと酷似しているとして、同劇場とロ

ゴを制作した同国のグラフィックデザイナーが使用差止め等を求めて IOCを提訴（劇場は同年9 月に
訴え取下げ）

　 8月 25日 東京 2020パラリンピックカウントダウンイベント「みんなの Tokyo 2020  5Years  to  Go!!」開催
　 8月 28日 総工費を 1,550億円程度とする新たな新国立競技場整備計画決定
　 8月 28日 東京 2020エンブレム選考過程に関する記者ブリーフィング開催
　9月 1日 第 10回調整会議開催。同年 7月に公表した東京 2020エンブレムの撤回表明
　9 月 3日 第 1回東京都ボランティア活動推進協議会開催
　9月 18日 東京 2020エンブレム選考に向けた第 1回準備会開催（第 2回は同月 21日、第 3回は同月 24日）
　9月 28日 東京 2020種目追加検討会議において提案種目決定（5競技  18種目）。I OCへ追加種目提案
　9 月 29日 東京 2020エンブレム委員会開催。座長は宮田亮平文化庁長官
　10 月 1日 スポーツ庁発足。鈴木大地長官が就任
　1 0月 9日 第 1回都立競技施設整備に関する諮問会議開催（以降2 016年6 月まで計3 回開催）
　10 月 10日 日本橋シティドレッシング開催
　10 月 13日・1 4日 第 4回 IOCプロジェクトレビュー開催
　 10月 16日 東京 2020エンブレムの応募要項発表。応募期間は 11月 24日～ 12月 7日
　10 月 26日 バッハ IOC会長が国連総会において難民選手団を創設し、リオ 2016大会に参加することを宣言
　11 月 11日～ 13日 スイス・ローザンヌで開催された IFフォーラムの期間中、関係 IFと競技会場変更について協議
　11 月 12日 IPC理事会において、東京 2020パラリンピックの新競技であるバドミントンを国立代々木競技場で、同

じくテコンドーを幕張メッセ Bホールで、それぞれ実施することや、既存競技の実施会場のうちボッチャ
を東京ビッグサイト・ホール Bから有明体操競技場へ、馬術を夢の島競技場から馬事公苑へ、ゴー
ルボールを有明体操競技場から幕張メッセ Cホールへ、シッティングバレーボールを有明アリーナから
幕張メッセ Cホールへ、車いすバスケットボールを夢の島ユース・プラザ・アリーナ A及びアリーナ B
から有明アリーナ及び武蔵野の森総合スポーツプラザへ、車いすフェンシングを夢の島ユース・プラ
ザ・アリーナ Aから幕張メッセ Bホールへ、それぞれ変更することを含め、19 競技 15会場を承認

　1 1月 19日 エンブレム問題などを受け、経営会議設置など組織委員会の内部統制や経営企画の強化策実施
　 11月 27日 「 2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の

推進を図るための基本方針」について閣議決定
　 11月 27日 第 1回 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた関係自治体等連絡協議会（以下

「関係自治体等連絡協議会」という。）開催
　11 月 28日 東京都・東京都議会が地方自治体職員及び地方議会議員を対象にした東京 2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向けたシンポジウム開催
　12 月 1日 東京都と国が新国立競技場の整備に係る財源案について合意
　1 2月 9日 IOC理事会において、国際自転車競技連合（UC I）の事前承認を受けた自転車競技（トラック、ロー

ド、マウンテンバイク、 BMXフリースタイル、 BMXレーシング）の競技会場について承認
　1 2月 14日 新国立競技場整備計画案について、A 案・B 案公表
　 12月 15日～ 17日 東京 2020エンブレムの一次審査（デザインチェック① ）
　 12月 18日 旧東京 2020エンブレム選考過程に関する調査報告公表
　 12月 21日・22 日 東京 2020エンブレムの二次審査（デザインチェック② ）
　1 2月 22日 新国立競技場整備計画案について、隈研吾氏・大成建設・梓設計の A案（総整備費約1 ,490億円）

採用決定
　12 月 22日 東京都が「 2020年に向けた東京都の取組　－大会後のレガシーを見据えて－」公表
　 12月 28日 日本銀行が東京 2020大会の経済効果について 2014年から 2020年にかけての累積で 25兆～30兆

円と試算
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2016年（平成 28年）
　1月7日～ 9日 東京 2020エンブレム最終審査（本審査）
　1月21日・22日 第5回IOCプロジェクトレビュー及び第2回 IPCプロジェクトレビュー開催
　1月26日 初のホストタウン44件が政府により決定
　1月29日 「持続可能性に配慮した運営計画 フレームワーク」及び「持続可能性に配慮した調達コード（ 以 下

「調達コード」という。）基本原則」公表
　1月30日 オリンピック・パラリンピックに向けたボランティアシンポジウム開催
　2月1日 当初の東京 2020エンブレムについて、ベルギーのグラフィックデザイナーが訴え取下げ
　3月3日 第 11回調整会議開催
　3月18日 IOCプログラム委員会で追加種目を審議
　3月24日 東京都が恒久施設の整備に当たり、アクセシビリティ・ワークショップ開催（以降2 019年2 月まで計

8回開催）
　3月29日 「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会暴力団排除共同宣言」を採択
　3月31日 舛添都知事、遠藤オリパラ担当大臣、森会長で三者会談を行い、大会環境の変化を踏まえ、大会

準備の役割分担の在り方について見直していく方向で一致
　4月6日 三者会談の結果を踏まえた東京都、国及び組織委員会による事務的協議開催
　4月8日 日本財団パラリンピックサポートセンターによる障がい者スポーツ体験型出前授業「あすチャレ！

School」がスタート
　4月8日 エンブレムについて、同年 1月の最終審査（本審査）で選ばれた合計 8作品のうち商標調査結果を経

て残った3作品及び次点未満から追加で選ばれた1作品を加えた4点（ABCD）公表。17日まで一般
の意見を募集

　4月16日 IPC理事会において、自転車競技（トラック）を伊豆ベロドロームで行うことが決定
　4月17日～ 22日 スイス・ローザンヌで開催されたスポーツアコード国際会議の期間中、関係 IFと競技会場変更につい

て協議。ASOIF総会にて、東京2020大会の準備状況を報告
　4月25日 東京 2020エンブレム委員会において投票の結果「組市松紋」に決定。作者は野老朝雄氏。同日、

審査結果を組織委員会理事会において承認、公表
　4月28日 東京都が東日本大震災被災地復興支援映像「 2020年。東京と東北で会いましょう。」を発表
　5月16日 東京2020大会広報メッセージ「みんなの輝き、つなげていこう。」（Unity  in Diversity）公表
　5月25日・26日 IOCエグゼクティブミーティング開催
　5月26日 東京 2020エンブレムを用いた初の公式ライセンス商品の販売開始
　6月1日 追加種目についてIOC理事会で審議
　6月1日 改正オリパラ特措法成立。同月7日施行
　6月13日 「持続可能性に配慮した木材の調達基準」公表
　6月14日 新たに47件のホストタウンが決定、合計 91件に
　6月21日 舛添都知事が辞職
　7月7日 第 1回東京 2020オリンピック競技大会国内競技団体協議会開催（第6 回からはオリンピック・パラリ

ンピック合同で開催。以降 2021年 9月まで計 13回開催）
　7月11日 プロ野球のオーナー会議が東京オリンピック期間中の公式戦中断の方針決定
　7月24日 東京2020オリンピックカウントダウンイベント「みんなのTokyo 2020 4  Years to  Go!!」開催
　7月25日 「東京 2020アクション&レガシープラン2016」公表（以降2 019年まで毎年更新）
　7月25日 第14回理事会において、追加種目に関し、会場予定地及び今後のスケジュールを承認
　7月25日 秋より「東京 2020参画プログラム」開始を公表
　7月27日 東京都が東京 2020大会に向けた都内事前キャンプ候補地紹介用ホームページ「東京事前キャンプ

ガイド～ for 2020」公表
　7月29日 都内 2か所に最初の「東京 2020オフィシャルショップ」がオープン
　7月31日 東京都知事選挙
　8月2日 小池百合子都知事が就任
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　8月3日 IOC総会において、組織委員会が提案していた5競技18種目を追加することを承認
　8月3日 丸川珠代オリパラ担当大臣が就任
　8月5日～ 21日 リオ2016オリンピック開催
　8月21日 リオ2016オリンピックの閉会式で、リオデジャネイロから東京への大会旗の引継ぎを行うハンドオー

バーセレモニーを実施
　8月24日 オリンピックフラッグ到着歓迎式実施
　8月25日 東京 2020パラリンピックカウントダウンイベント「みんなのTokyo 2020  4  Years to  Go!!」開催
　9月1日 第1回都政改革本部会議開催。上山信一特別顧問を始めとするオリンピック・パラリンピック調査チー

ム設置
　9月2日 第 12回調整会議開催
　9月7日～ 18日 リオ2016パラリンピック開催
　9月18日 リオ2016パラリンピックの閉会式で、リオデジャネイロから東京への大会旗の引継ぎを行うハンドオー

バーセレモニーを実施
　9月21日 オリンピック・パラリンピックフラッグ掲揚式開催
　9月29日 都政改革本部のオリンピック・パラリンピック調査チームが、東京都が整備する3施設（海の森水上

競技場、有明アリーナ、東京アクアティクスセンター（当時は「オリンピックアクアティクスセンター」と
呼称））の整備計画の見直しと会場変更を提言するとともに、東京 2020大会開催経費が関連経費を
含めて総額 3兆円に及ぶとの試算公表

　9月29日 第 13回調整会議開催
　10月6日 東京 2020参画プログラム開始。「幕開き　日本橋　～東京 2020文化オリンピアードキックオフ～」

開催
　10月7日 リオ2016大会のメダリストにより、史上初めてとなるオリンピック・パラリンピック日本選手団合同パ

レード実施
　10月8日 東京 2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー開始
　10月18日 バッハIOC会長が小池都知事と会談
　10月19日 バッハIOC会長が安倍首相を表敬訪問
　11月1日～ 3日 東京都、政府、組織委員会、IOCによる四者協議のテクニカルワーキンググループ（作業部会）にお

いて整備計画の見直しと会場変更に関し、継続的に協議
　11月9日～ 11日 スイス・ローザンヌで開催されたIFフォーラムの期間中、関係 IFと競技会場変更について協議
　11月11日 携帯電話等の小型家電から取り出した金などの「都市鉱山」を活用したメダルの製作を発表
　11月18日 東京 2020大会に向けたボランティア戦略（案）発表
　11月24日 関係自治体等連絡協議会幹事会開催。四者協議の状況等を情報共有
　11月25日 東京都、国及び組織委員会による第 2回事務的協議開催
　11月27日 会場変更に関するテクニカルワーキンググループ開催
　11月28日～ 30日 リオ2016大会のデブリーフィング（報告会）が東京で開催
　11月28日 東京都・東京都議会が地方自治体職員及び地方議会議員を対象とした東京2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向けたシンポジウム開催
　11月29日 四者協議開催。海の森水上競技場の新設について合意し、東京アクアティクスセンターについては1

万 5,000席の設計を決定
　12月1日・2日 第3回 IOC調整委員会会議開催
　12月5日 関係自治体等連絡協議会幹事会開催
　12月7日 IOC理事会において、IFの事前承認を受けた東京2020オリンピック追加種目（5競技  18種目）の競

技会場について、承認
　12月9日 ホストタウン47件が追加、計 138件に
　12月11日 新国立競技場整備事業起工式開催
　12月15日 東京 2020大会に向けたボランティア戦略決定
　12月16日 小池都知事がバレーボール会場を有明アリーナとすることを表明
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　12 月 20日 東京都、国及び組織委員会による第 3回事務的協議開催
　12 月 21日 四者協議開催。その後、東京 2020大会経費の全体像（生涯予算 V1）公表
　1 2月 22日 関係自治体等連絡協議会幹事会開催

2017年（平成 29年）
　1月 17日 第 1回マスコット選考検討会議開催（以降同年4 月2 4日まで計8 回開催）
　1月 22日 東京 2020大会に向けたボランティアシンポジウム開催
　 1月 27日 政府が「 beyond2020」のロゴマーク公表
　1 月 30日 「持続可能性に配慮した運営計画　第一版」公表
　2月 6日 第 1回 NOCオープンデイズ（NO Cグループ訪問）が都内で開催（以降2 019年3 月まで計5 回開催）
　 2月 16日 東京 2020メダル製作のため、携帯電話等の小型電子機器を都庁で回収開始
　2月 24日 第 1回聖火リレー検討委員会を開催（以降2 019年1 1月まで計1 3回開催）
　3月 1日・2 日 第 6回 IOCプロジェクトレビュー開催
　3 月 5日 東京都が東京 2020大会開催に伴う経済波及効果発表。201 3年から2030 年までの間に全国で約 32

兆円余りと試算
　3 月 17日 IOC理事会において、世界野球ソフトボール連盟（WB SC）の事前承認を受けた福島あづま球場での

野球・ソフトボールの実施について承認
　 3月 24日 「 Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」公表
　 3月 24日 「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」（以下「メダルプロジェクト」という。）の展開

を発表（実施は2 017年4 月1 日から2 019年3 月3 1日までの2 年間）
　3月 24日 調達コード（第１版）公表（「持続可能性に配慮した農産物・畜産物・水産物の調達基準」の策定

及び「持続可能性に配慮した木材の調達基準」の改定と調達コードへの編入を含む。）
　4 月 1日 全国の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の学校を対象に「ようい、ドン！ス

クール」の認証開始
　4月 2日～ 7日 デンマーク・オーフスで開催されたスポーツアコード国際会議の期間中、関係 IFと競技会場変更につ

いて協議。 ASOIF総会にて、東京 2020大会の準備状況を報告
　 4月 7日 東京 2020大会の役割（経費）分担に関する大枠の合意に向け、東京都、国及び組織委員会による

三者協議開始。東京都、国及び組織委員会による第 1回事務的協議開催
　4月 18日 関係自治体等連絡協議会幹事会開催。役割分担等について意見交換
　4月 19日 東京都、国及び組織委員会による第 2回事務的協議開催
　4 月 19日 東京都が、新規恒久施設の施設運営計画公表
　4月 20日 「 I’mPOSSIBLE」日本版事務局がパラリンピックに係る学校教材「 I’mPOSSIBLE」日本語版を全国の

小学校、特別支援学校と各自治体の教育委員会に無償配布
　4月 26日 開閉会式の演出の基本方針等を議論する、第 1回東京 2020有識者懇談会開催
　 4月 26日 ラグビーワールドカップ 2019組織委員会と東京 2020組織委員会との間で、両大会成功に向け協定

締結
　4月 28日 東京都、国及び組織委員会による第 3回事務的協議開催
　 4月 28日 東京マラソン財団と東京 2020組織委員会との間で、競技運営とボランティアなどの連携に関する協

定締結
　5月 9日 従来非公表であった開催都市契約及び大会運営要件を公表
　5月 10日 東京都、国及び組織委員会による第 4回事務的協議開催
　5月 10日・1 1日 第 3回 IPCプロジェクトレビュー開催
　5 月 11日 小池都知事が安倍首相と会談。都外の仮設施設の整備費用約 500億円を都が全額負担する意向を

伝える。また、パラリンピックに関する支援を要請し、首相も了承
　5 月 12日 東京都が視覚障害者用エンブレムバッジ作成
　 5月 18日 2020交通輸送円滑化推進会議（第1 回）を開催（以降 2021年 7月まで計 8回開催）
　5月 22日 第 1回マスコット審査会実施
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　5月 23日 東京都、国及び組織委員会による第 5回事務的協議開催
　5月 31日 第 2回関係自治体等連絡協議会開催。東京都、競技会場のある関係自治体、国、組織委員会が「大

会の役割（経費）分担の基本的な方向について」の大枠について合意
　6月 5日 輸送運営計画 V1を公表、I OCに提出
　6 月 9日 交通輸送技術検討会（第1 回）開催（以降2 022年1 月まで計8 回開催）
　6 月 9日 IOC理事会が東京 2020オリンピックの既存 28競技における実施種目（32 1種目）、選手数上限（1万

616名）を決定（既存28競技に追加5競技を加えると、3 3競技33 9種目、1 万1, 090名）
　6 月 15日 公益財団法人日本財団と組織委員会がボランティアに係る連携・協力に関する協定締結
　6月 28日～ 30日 第 4回 IOC調整委員会会議開催
　7 月 9日・1 0日 スイス・ローザンヌで開催された IOC理事会及び IOC総会の期間中、関係 IFと競技会場変更や競技

運営に関する課題について協議
　 7月 10日 IOCが東京 2020オリンピックのサッカーの会場について茨城カシマスタジアムを 7か所目の会場として

追加承認
　 7月 24日 東京 2020オリンピックカウントダウンイベント「東京 2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー

フェスティバル みんなの Tokyo 2020 3 Years to Go!」開催
　 7月 24日 「東京五輪音頭 -2020-」公表
　7月 28日 暑さ対策検討委員会開催（以降2 018年3 月まで計4 回開催）
　 7月 31日 東京 2020大会に対する寄付募集開始
　8月 3日 鈴木俊一オリパラ担当大臣が就任
　8 月 8日 東京 2020大会特別仕様ナンバープレートのデザイン決定
　 8月 25日 東京 2020パラリンピックカウントダウンイベント「あと 3年で開幕 !!! 東京 2020パラリンピックカウント

ダウンイベント みんなの Tokyo 2020 3 Years to Go!」開催
　8月 30日 第 1回 NPCオープンデイズ開催（以降20 18年8月まで計2回開催）
　9 月 4日 IPC理事会が東京 2020パラリンピックの実施種目決定（22競技53 7種目）
　 9月 6日 全国自治宝くじ協議会において、都外の競技会場の運営費の費用負担について宝くじの収益金を充

てることを合意
　9 月 7日 大枠の合意に基づき設置された、第 1回共同実施事業管理委員会開催
　9月 8日 IPC総会において、フィリップ・クレイバン会長の後任として、アンドリュー・パーソンズ会長が選任。山

脇JP C委員長が理事に再選
　 9月 13日 IOC総会において 2024年パリ及び 2028年ロサンゼルスにおける開催決定
　10 月 2日 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（ JADA）と組織委員会がアンチ・ドーピングに関する覚書

締結
　10 月 3日・4 日 第 7回 IOCプロジェクトレビュー開催
　10 月 19日・2 0日 第 4回 IPCプロジェクトレビュー開催
　10 月 23日 ユニバーサルデザインタクシーの運用開始
　 10月 28日 東京 2020オリンピックカウントダウンイベント「みんなの Tokyo 2020  1000 Days to  Go!」開催
　1 1月 6日 東京都議会において都が整備する恒久施設 8会場の整備費を「当初比4 13億円削減見込み」と報告
　11 月 8日～ 10日 スイス・ローザンヌで開催された IFフォーラムの期間中、関係 IFと競技会場変更について協議
　 11月 8日 「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会周波数基本計画」及び「東京 2020オリンピック・

パラリンピック競技大会に向けた携帯電話の通信環境整備ガイドライン」公表
　11 月 14日 政府の関係閣僚会議で、新国立競技場（オリンピックスタジアム）について、東京 2020大会後は球

技専用とすることを決定
　11 月 20日 公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019組織委員会、東京 2020組織委員会及び一般財団法人関

西ワールドマスターズゲームズ 2021組織委員会による連携協定締結
　11 月 21日 都営地下鉄主要 13駅に使用済み携帯電話・スマートフォン専用メダル協力ボックスを新規設置
　1 1月 24日 「日本の木材活用リレー　～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～」参加 63自治体への感謝状贈呈
　 11月 25日 バドミントン等の会場となる武蔵野の森総合スポーツプラザがオープン
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　11月26日 「みんなのTokyo  2020 1000 Days to  Go! 東京2020参画プログラム『文化オリンピアードナイト』」
開催

　11月29日 東京2020パラリンピックカウントダウンイベント「みんなのTokyo 2020  1000 Days to  Go!」開催
　12月6日 IOC理事会において、IFの事前承認を受けた3x3バスケットボールの青海アーバンスポーツパーク（当

時は「青海アーバンスポーツ会場」と呼称）での実施及び BMXフリースタイルスケートボードの有明
アーバンスポーツパーク（当時は「有明BMXコース」と呼称）での実施について承認

　12月7日 マスコット審査委員会による審査及び商標調査を経て、東京 2020マスコットの最終候補 3作品（アイ
ウ）公表

　12月11日 史上初の小学生によるマスコット投票を受付開始
　12月11日～ 13日 第 5回 IOC調整委員会会議開催
　12月18日 静岡県輸送連絡調整会議（第1 回）開催（以降、関係道県（北海道、宮城県、福島県、茨城県、神

奈川県）ごとに輸送連絡調整会議を開催）
　12月20日 東京 2020大会開会式・閉会式に関する基本コンセプトを公表
　12月22日 生涯予算 V2公表

2018年（平成 30年）
　1月24日 第 14回調整会議開催
　1月28日 IPC理事会において、東京 2020パラリンピックの実施種目、陸上 168種目、水泳 146種目を合意。ト

ライアスロンを6種目から8種目に変更。合計22競技 539種目
　2月3日 IOC理事会において、IFの事前承認を受けた、自転車競技（ロード）のスタートを武蔵野の森公園、

そのゴールと個人タイムトライアル（スタート及びゴール）を富士スピードウェイとすることについて承
認

　2月6日 IOC総会において今後の大会運営の指針となる「ニューノーム」提示
　2月9日～ 25日 平昌2018オリンピック開催
　2月22日 東京 2020マスコットに関する投票締切り
　2月23日 東京 2020大会の記念貨幣 5種類のデザイン発表
　2月28日 東京 2020マスコットについて、小学生による投票の結果ア案とすることを公表
　3月7日 IPC理事会において、自転車競技会場（ロード）の承認
　3月9日～ 18日 平昌 2018パラリンピック開催
　3月9日 東京 2020大会における都市運営に係る基本方針を策定
　3月9日 マスコット投票に参加した学校に感謝状を送付
　3月10日 首都高速道路「 10号晴海線」のうち晴海と豊洲を結ぶ1.2㎞の区間が開通
　3月28日 日本郵便株式会社がメダルプロジェクトに関し、全国約 3,000の郵便局への使用済み携帯電話の回

収箱の設置を発表
　4月2日 調達コードに係る通報受付窓口を設置（その後、東京都及び日本スポーツ振興センター（JSC）も窓

口を開設）
　4月3日 東京 2020大会警備共同企業体（警備J V）の設立式開催
　4月10日 第 15回調整会議開催
　4月10日 東京2020オリンピック聖火リレーのコンセプト「Hope  Lights  Our Way/ 希望の道を、つなごう。」や、

東京 2020オリンピック聖火リレーの各都道府県の日数を発表
　4月11日 チケッティング戦略に関する有識者会議開催（以降同年7 月まで計4 回開催）
　4月15日～ 20日 タイ・バンコクで開催されたスポーツアコード国際会議期間中、関係IFと競技会場変更や競技運営

に関する課題について協議。ASOIF総会にて、東京 2020大会の準備状況を報告
　4月23日・24日 第 8回 IOCプロジェクトレビュー開催
　4月25日 東京 2020大会入賞メダルデザインコンペティション一次審査会開催
　4月26日 組織委員会と国際労働機関（ILO）が、東京 2020大会の準備・運営を通じてディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）を推進するための協力に関する覚書締結
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　 4月 27日 東京都が東京 2020大会期間中のライブサイトに関する開催都市・東京都の考え方を公表
　5 月 2日 IOC理事会において、サッカー全 7会場について、I Fの事前承認を得て承認
　5月 17日・1 8日 第 5回 IPCプロジェクトレビュー開催
　5月 21日 第 1回ボランティア検討委員会開催
　 5月 31日 東京 2020オリンピックのマラソン及び競歩のコース決定、公表
　6月 1日 暑さ対策の考え方（第1 次案）公表
　6月 1日 障がい者スポーツ専用体育館「日本財団パラアリーナ」がオープン
　6 月5 日 「I’ mPOSSIBLE」日本版事務局がパラリンピックに係る学校教材「I’ mPOSSIBLE」日本版小学生版

第二弾と中学生・高校生版発行
　6 月 7日 東京都が都心部と臨海部を結ぶ大会の主要アクセス道路となる予定だった都道環状 2号線について、

全線開通のめどが当初より2年遅い2 022年度になることを公表
　6 月 11日 「持続可能性に配慮した運営計画　第二版」公表。東京 2020大会の持続可能性コンセプト「Be  

Better,Together ／より良い未来へ、ともに進もう。」や具体的な目標と施策を明記
　6月 11日 調達コード（第2 版）公表（「持続可能性に配慮した紙の調達基準」及び「持続可能性に配慮した

パーム油を推進するための調達基準」の策定等）
　6月 11日 東京都が都市ボランティアの募集要項を策定、公表
　6 月 20日 オリパラ特措法の一部改正法公布。大会年の休日の変更、電波法の特例等について規定
　6月 26日 IPCが東京 2020パラリンピック自転車競技（ロード）の一部種目追加を決定
　6月 28日 テクノロジー諮問委員会による提言を取りまとめ
　 7月 2日 「東京 2020 NIPPONフェスティバル」のロゴマーク公表
　7月 4日 東京都が受動喫煙防止条例を公布
　 7月 5日 東京 2020大会入賞メダルデザインコンペティション二次審査会（オリンピックメダルデザイン）開催
　7月 5日 持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みである「国連グローバル・コンパクト」に参加
　7月 10日～ 12日 第 6回 IOC調整委員会会議開催
　7 月 10日 第 1回東京都聖火リレー実行委員会開催（以降2 022年2 月まで計2 5回開催）
　7 月 11日 組織委員会とパリ 2024組織委員会の両大会成功に向けた連携協力に関する覚書締結
　7月 12日 第 16回調整会議開催
　 7月 12日 東京 2020オリンピック聖火リレーの出発地、出発日、各都道府県日程を発表。スタートは、2 020年

3月2 6日福島県を予定
　7 月 17日 東京都が第 1回東京 2020大会に向けた東京都安全・安心推進会議開催
　 7月 18日 東京 2020オリンピックセッションスケジュール公表
　 7月 20日 東京 2020オリンピック観戦チケットの概要発表
　 7月 20日 東京 2020大会のカーボン・オフセット等に関する取組開始
　 7月 22日 東京 2020マスコットデビューイベント及び水上パレード開催。東京 2020マスコットの名称はミライト

ワとソメイティと発表
　 7月 23日 初の常設店舗「東京 2020オフィシャルショップ新宿西口店」オープン
　 7月 24日 東京スカイツリーにおいて、東京 2020オリンピックカウントダウンイベント「みんなの Tokyo  2020  

2 Years to Go!」開催
　7月 30日 福島県のナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジにおいて、第 27回理事会開催。東京 2020大会

開閉会式の演出企画チーム公表
　 8月 2日 東京 2020大会のトライアスロンコース決定、公表
　 8月 6日 東京 2020パラリンピックのトライアスロン 8種目決定。これにより、全 22競技 540種目の全実施種

目決定
　 8月 7日 東京 2020大会関係者の会場入場に本人確認のための顔認証システム導入発表
　 8月 8日 2020TDM推進プロジェクトを発足、大会時の混雑緩和に向けた働きかけを開始
　 8月 9日 東京 2020オリンピック自転車競技（ロード）のロードレースコース発表
　 8月 16日 東京 2020競技体験プロジェクト第 1弾「東京 2020 Let’s  55～レッツゴーゴー～ with 三井不動産」
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開催
　8 月 17日 競技会場装飾等に用いられる「コアグラフィックス」公表
　 8月 22日  IOC  - Tokyo  2020 IRG（天候対策）開催（以降2 019年1 1月まで計8 回開催）
　 8月 24日 東京 2020パラリンピック観戦チケットの概要を発表
　 8月 25日 東京 2020パラリンピックカウントダウンイベント「みんなのT okyo 2020 2 Years to  Go!」をM EGA WEB

で開催
　9月 4日～ 7日 第 1回ワールドプレスブリーフィング開催
　 9月 6日 IPCが東京 2020大会における「ライブ映像提供対象競技」を発表。史上最多の 19競技がライブ放

送
　9月 7日～ 9日 東京都がワールドプレスブリーフィングに参加した海外メディアを対象に、被災地である宮城県・福島

県を取材するメディアツアーを実施
　9月 11日・1 2日 第 9回 IOCプロジェクトレビュー開催
　 9月 18日 大会中にボランティアに交通費に相当する額として 1日 1,000円を支給する方針公表
　 9月 21日 東京 2020大会入賞メダルデザインコンペティション二次審査会（パラリンピックメダルデザイン）開

催
　 9月 26日 東京 2020大会ボランティア及び東京都の都市ボランティア募集開始（同年1 2月2 1日まで）
　9 月 27日・2 8日 組織委員会によるスクリーニング実証実験及び警視庁と合同訓練を実施
　 10月 2日 東京 2020テストイベントカレンダー（第1 弾）公表
　10 月 2日 桜田義孝オリパラ担当大臣が就任
　10 月 8日・9 日 ブエノスアイレス 2018ユースオリンピックの開催期間において、鈴木大地スポーツ庁長官がアーバン

スポーツ競技を視察
　1 0月 9日 IOC総会で日本人 2人目の IOC委員に国際体操連盟の渡辺守成会長を選任
　10 月 15日 「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定、公布
　10 月 17日 東京都が築地市場を閉鎖。跡地を選手や関係者を輸送するための拠点として活用する方針に従い解

体工事等に着手
　 10月 18日・19 日 第 6回 IPCプロジェクトレビュー開催
　10 月 18日 VMO（べニュー・メディカル・オフィサー、会場医務官）・A MSV（アスリートメディカル・スーパー

バイザー、選手用医療統括者）の合同会議開催
　 10月 19日 東京 2020パラリンピック競技大会セッションスケジュール公表
　1 0月 23日 東京 2020オリンピック競技大会公式映画監督に河瀨直美氏が就任
　10 月 23日 メダルプロジェクト第 1回金属納入に伴う式典を開催
　1 0月 26日 組織委員会と北京 2022組織委員会が両大会の成功に向け覚書締結
　10 月 29日 伝統工芸品等の公式ライセンス商品化公表
　1 0月 31日 大会輸送影響度マップ（道路版、鉄道（駅間）版）公表
　 11月 3日 東京都が、オリンピック・パラリンピック競技大会における東京都とパリ市の協力に関わる合意書を

締結
　11 月 5日～ 7日 スイス・ローザンヌで開催された IFフォーラム期間中、関係 IFと競技運営に関わる課題について協議
　 11月 14日 東京 2020大会を通した SDGsの推進協力に関する基本合意書について、東京 2020組織委員会と国

際連合の署名式開催
　 11月 22日 東京 2020テストイベントカレンダー（第2 弾）公表
　1 1月 24日 バッハ IOC会長及び安倍首相が福島あづま球場視察
　1 1月 29日 東京スタジアムで東京 2020大会に向けたテロ対策実地訓練実施
　12 月 3日～ 5日 第 7回 IOC調整委員会会議開催
　12 月 4日 IPCが陸上競技の実施種目を 1種目除外し、168種目から16 7種目とする旨通知。これにより東京 2020

パラリンピックの実施種目は 22競技 539種目に
　12 月 8日 チケットの高値転売を禁ずる、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通

の確保に関する法律が成立。翌 2019 年 6月 14日施行
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　12月11日 国連気候変動枠組条約の「スポーツを通じた気候行動枠組み」に参加
　 12月 11日 東京 2020大会スタッフ（大会ボランティアや組織委員会職員等を含む。）及び都市ボランティアのネー

ミング最終候補 4案を発表
　12 月 12日 ボランティアの応募完了者による投票開始（翌2 019年1 月2 0日まで）
　12 月 13日 大会輸送影響度マップ（都内競技会場周辺版）公表
　12 月 17日 第 17回調整会議開催。聖火台は東京 2020大会開閉会式で使用するものと、競技期間中に設置する

ものの 2つを制作し、競技期間中の設置場所は臨海部「夢の大橋」とする方針等について報告、公
表

　12 月 21日 生涯予算 V3公表
　 12月 21日 東京 2020パラリンピック聖火リレーのコンセプト「 Share  Your Light  / あなたは、きっと、誰かの光

だ。」公表

2019年（平成 31年、令和元年）
　1月15日 調達コード（第3版）公表（「持続可能性に配慮した木材の調達基準」の改定等）
　1月23日 東京2020テストイベントカレンダー（第3弾）、テストイベントの名称を「READY STEADY TOKYO」と

することを公表
　1月24日 東京2020大会のボランティアの応募者総数が20万4,680名となったことを公表
　1月25日 東京都と組織委員会が東京2020ライブサイト等基本計画（案）発表
　1月28日 東京2020大会スタッフ及び都市ボランティアのネーミング発表。大会スタッフは「Field  Cast（フィー

ルド キャスト）、都市ボランティアは「City  Cast（シティ キャスト）」に決定
　1月30日 東京2020オリンピック観戦チケット販売概要第2弾を発表
　1月31日・2月1日  IOC-東京2020ミーティング開催
　2月6日 将来のメイン・オペレーション・センター（MOC）を想定し、関係メンバーが集うMOCミーティングを

開始（以降 2021年 6月まで計 112回開催）
　2月7日 第2回被災地復興支援連絡協議会開催。復興オリンピック・パラリンピックに向けた重点取組を発表
　2月9日 大会ボランティア、都市ボランティアのオリエンテーション開始
　2月15日 バッハIOC会長が韓国及び北朝鮮の関係者と会談。柔道などで南北合同チームの結成を発表
　2月22日 東京2020大会交通需要マネジメント推進に向けた2019年夏の試行、大会輸送影響度マップ（鉄道

（駅）版）について発表
　2月28日 競技会場の敷地内の全面禁煙公表
　3月6日・7日 第7回IPCプロジェクトレビュー開催
　3月8日 「東京2020みんなのスポーツフェスティバル」の実施を発表
　3月8日 東京2020公式ライセンス商品「伝統工芸品コレクション」の第1弾として、被災地の伝統工芸品を商

品化（同月13日販売開始）
　3月12日 東京2020オリンピックスポーツピクトグラム公表
　3月12日 東京2020大会カウントダウンイベント「500 Days to Go!東京2020キャラバン エールでつなごう」開

催
　3月15日 東京2020ロボットプロジェクトを発表（パワーアシストスーツなど）
　3月15日 東京2020オリンピック期間中の東京圏における鉄道の深夜時間帯の運行について、概要を発表
　3月20日 東京2020オリンピック聖火リレーのエンブレム及びトーチを発表
　3月22日 東京都が東京2020大会における都市オペレーションセンター運営計画公表
　3月25日 東京2020パラリンピック聖火リレーの概要、エンブレム及びトーチを発表
　3月26日 「持続可能性進捗状況報告書」公表
　3月29日 東京都が東京2020大会のシティドレッシング・大規模展示物基本計画を策定、公表
　3月29日 東京都が建築物バリアフリー条例を改正
　3月30日 東京2020マスコットの競技ポーズ72種類公表
　3月30日 「東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアーファイナルイベント Tokyo 2020 500 Days to 
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Go!」開催
　3月31日 メダルプロジェクトについて、メダル製作に必要な金属量が集まり、携帯電話等の小型家電回収受

付終了
　4月2日 第 1回東京 2020大会選手村メニューアドバイザリー委員会開催（以降同年7 月まで計5 回開催）
　4月4日 東京 2020 NIPPONフェスティバルの組織委員会主催事業を公表。キャッチフレーズは「 Blooming of 

Culture 文化は、出会いから花開く。」
　4月8日 東京 2020パラリンピック競技大会マラソンコース発表
　4月11日 東京都と組織委員会が東京 2020ライブサイト等基本計画公表
　4月11日 鈴木俊一オリパラ担当大臣が就任
　4月12日 東京都が大会期間中の混雑緩和に向けた「都庁 2020アクションプラン」の具体的内容を取りまとめ
　4月13日 東京 2020パラリンピックスポーツピクトグラム公表
　4月16日 東京 2020オリンピック競技スケジュールの詳細発表
　4月18日 東京 2020オリンピック公式チケット販売サイトプレオープン
　4月23日 来日する要人プログラムに関する外交団ブリーフィング実施
　4月24日 子ども向けウェブサイトを開設
　4月26日 リスクマネジメント関係局長会議において、台風等の緊急時対応計画の検討開始
　4月28日 東京都が夢の島公園アーチェリー場の完成披露式典開催
　5月1日 元号が平成から令和に
　5月5日～ 10日 オーストラリア・ゴールドコーストで開催されたスポーツアコード国際会議の期間中、関係 IFと競技運

営に関わる課題を協議。ASOIF総会にて、東京 2020大会の準備状況を報告
　5月9日 東京 2020オリンピック観戦チケットの第 1次抽選申込受付開始
　5月21日～ 23日 第 8回 IOC調整委員会会議開催
　5月22日 スイス・ローザンヌで開催されたIOC臨時理事会で、ボクシングについて、組織運営に問題のあった

国際ボクシング協会の代わりにIOCの特別チームが主体となって東京 2020大会で実施することを決
定

　6月1日 東京 2020オリンピック聖火リレーの聖火ランナー募集概要、聖火リレールートの概要、聖火ランナー
ユニフォームを発表

　6月4日 東京 2020パラリンピック陸上競技用備品（こん棒）を都立工芸高校定時制課程の生徒が製作するこ
とを公表

　6月13日 組織委員会とプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社（2021年  1月から社名及び組織を
「P&Gジャパン合同会社」に変更）が、「使い捨てプラスチックを再生利用した表彰台プロジェクト～
みんなの表彰台プロジェクト～」発表

　6月16日 東京都が海の森水上競技場の完成披露式典開催
　6月20日 東京 2020オリンピック観戦チケットの第 1次抽選の結果発表。約 322万枚を販売
　6月21日 IOCが、リオ2016大会で初めて結成された難民選手団が東京 2020大会にも参加することを発表
　6月24日 IOC総会において、2026年オリンピック・パラリンピック冬季競技大会開催地に、イタリア・ミラノ、 

コルティナダンペッツォ決定
　6月24日～ 26日 スイス・ローザンヌで開催されたIOC 総会期間中、関係IFと競技運営に関わる課題を協議
　6月27日 JOC評議員会及び臨時理事会で山下泰裕氏が JOC会長に就任
　6月27日 暑さ対策の考え方（第2 次案）公表
　7月1日 各都道府県の聖火リレー実行委員会がオリンピック聖火ランナーの募集開始
　7月1日 東京都が大会期間中の混雑緩和に向けた「都庁 2020アクションプラン」として、2019年夏の取組の

詳細を公表
　7月5日 東京 2020ライブサイトを全国 29会場で実施することを公表
　7月6日 東京都がカヌー・スラロームセンターの完成披露式典開催
　7月13日～ 8月19日 東京スカイツリーレーザーマッピング実施
　7月17日 東京 2020復興のモニュメント事業発表
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　7月 19日 大会スタッフ、都市ボランティアのユニフォーム公表
 7月 19日 記念貨幣のうち、2020 年夏に造幣局が発行予定の 500円貨幣のデザインに、国宝の「風神雷神図

屏風」が採用されることが、一般からの投票で初めて決定
7月 22日・2 3日 第 10回 IOCプロジェクトレビュー開催
7 月 22日 IPCが東京 2020大会におけるライブ映像提供対象競技を最終決定
7 月 22日～ 9月 6日 大会本番並みの目標を掲げ、交通混雑緩和に向けた取組を総合的に試行。特に開会式の 1年前で

ある 7月 24日及び 26日には、 TDMに加え、 TSMとして首都高速道路の入り口閉鎖等を実施
 7月 23日 東京 2020ロボットプロジェクト第 2弾発表（マスコットロボットなど）
 7月 24日 天皇陛下が東京 2020大会の名誉総裁にご就任
 7月 24日 東京 2020オリンピック 1年前セレモニーを東京国際フォーラムで開催。入賞メダルのデザイン等を公

表。各国 NOCに 1年後の大会への参加案内送付。関係自治体においても各種の一年前イベント開催
 7月 25日 「 FIVAビーチバレーボールワールドツアー 2019  4-star 東京 2020大会」（テストイベント）において、

暑さ対策の検証実施
 7月 26日 東京 2020大会における臨海副都心エリアでの取組について公表
7月 29日 ワールドブロードキャスターミーティング 2019開催
 7月 30日 東京 2020公式アートポスターを制作するアーティスト決定
 7月 30日 東京 2020オリンピック観戦チケットについて、第1次抽選販売で1 枚も当たらなかった人を対象とした

追加の抽選販売を 8月 8日から行うことを発表
7月 31日 ボクシングの競技スケジュール公表
7 月 31日 大会時のパブリックビューイングについて自治体や学校のほか商店街など幅広い団体が実施できる

とした運用指針発表
8月 2日・3 日 東京都が海外メディアを対象に被災地（福島県）を取材するメディアツアーを実施
8月 5日 選手村のイメージ図公開
 8月 7日 東京 2020オリンピック公式ホスピタリティパッケージの申込受付開始を発表
8月 8日 東京 2020オリンピック公式観戦チケットの第 1次抽選の追加抽選販売の申込受付開始
8月 8日 選手村の食堂（カジュアルダイニング）で提供するメニューの一部公募を発表
8 月 13日 パラリンピック競技スケジュール公表。同日、観戦チケットの販売概要を発表
8 月 17日 東京都が大井ホッケー競技場の完成披露式典開催
 8月 17日～ 21日 「 READY  STEADY  TOKYO－ホッケー」において、暑さ対策の検証実施
8 月 18日・1 9日 東京都が海外メディアを対象に被災地（岩手県）を取材するメディアツアーを実施
 8月 19日～ 22日 東京 2020復興のモニュメント事業のワークショップを福島県（8月1 9日）、宮城県（8月2 0日）、岩

手県（8月2 2日）で開催し、東京藝術大学の学生と、被災地 3県の中学生・高校生が協同してモニュ
メントのデザインとメッセージを作成。その後、仮設住宅の窓等で使用していたアルミサッシを再利用
してモニュメントを制作

 8月 19日 東京 2020ライブサイトを 1会場追加により全国 30会場で実施することを公表
8月 20日～ 22日 NOC選手団団長セミナー開催
 8月 22日 東京 2020パラリンピック観戦チケットの第 1次抽選申込受付開始
 8月 25日 東京 2020パラリンピックカウントダウンセレモニーを渋谷の NHKホールで開催。関係自治体におい

ても各種の一年前イベント開催
 8月 25日 東京 2020パラリンピック聖火ランナーユニフォーム公表
 8月 25日 東京 2020大会開会式の選手輸送を想定した交通対策のテストを実施
8 月 27日 東京 2020大会における首都高速道路の料金施策に関する方針（案）を公表
9月 9日 「 READY  STEADY  TOKYO－空手」における台風 15号対応（前日に競技開始時間変更等）。また、後

日、各会場で台風 15号を想定した検証を実施
9月 10日～ 12日 NPC選手団団長セミナー開催
9 月 11日 橋本聖子理事がオリパラ担当大臣に就任
 9月 11日 東京 2020オリンピック観戦チケットの第 1次抽選の追加抽選販売の結果発表。約 35万枚を販売
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　9 月 14日・1 5日 東京都が海外メディアを対象に被災地（宮城県）を取材するメディアツアーを実施
　 9月 20日～ 11月 2日 ラグビーワールドカップ 2019日本大会開催
　9月 24日 選手村の寝具について発表
　9月 25日 暑さ対策アイディアソン実施
　9月 26日 オリンピック聖火ランナーの延べ応募件数は、5 3万件超に上ったことを公表
　9月27日～ 10月6日 2019年世界陸上競技選手権大会がカタール・ドーハで開催
　10月1日 イベントの持続可能性に関するマネジメントシステムであるISO20121の認証取得
　10月2日 東京2020パラリンピック観戦チケットの第1次抽選の結果発表。約60万枚を販売
　10月4日 フィールドキャスト、シティキャストの共通研修開始
　10月9日 テストイベントのWAVE  1における成果と課題公表
　10月12日 「READY  STEADY  TOKYO－自転車競技（BMXレーシング）」における台風19号対応（公式練習日で

あった10月11日に競技を前倒しして実施）
　10月14日・15日 スイス・ローザンヌのIOCハウスにて、IFの実務者を対象にIFセミナーを開催し、東京2020大会の

準備状況を説明
　10月15日～ 18日 第2回ワールドプレスブリーフィング開催
　10月16日 IOCが「オリンピック競技大会のマラソン及び競歩の変更に関する計画（札幌への会場変更）」発表
　10月25日 東京2020オリンピック聖火リレー聖火到着式概要及び聖火特別輸送機“TOKYO  2020号”のデザイ

ン発表
　10月25日 有明体操競技場完成
　10月25日 輸送連絡調整会議 連携フォーラムを開催
　10月30日～ 11月1日 第9回IOC調整委員会会議開催
　10月31日 マラソン・競歩の移転に関するテクニカルミーティング開催
　11月1日 東京都、政府、組織委員会、IOCによる四者協議を経て、オリンピックのマラソンと競歩の開催地を

札幌市に変更することを発表
　11月8日 第1回マラソン・競歩の実施に向けた実務者会議開催（以降2021年7月まで計12回開催）
　11月11日 ギリシャで開催されるオリンピック聖火リレーのギリシャ国内聖火リレーの聖火、採火式、ギリシャ国

内聖火リレー、聖火引継式の概要を発表
　11月12日 メダル受賞者に贈られるビクトリーブーケのデザイン発表。東日本大震災で被災した地域で育てられ

た花を中心に使用
　11月13日 東京2020オリンピック観戦チケット第2次抽選申込受付開始
　11月14日 東京都・東京都議会が地方自治体職員及び地方議会議員を対象にした東京2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向けたシンポジウム開催
　11月15日 暑さ対策の考え方（進捗報告）公表
　11月15日 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の物流に関するご協力のお願いを関係団体

に発出
　11月21日 東京2020大会におけるフランス語の使用とフランコフォニーの推進に関する基本合意書について、組

織委員会とフランコフォニー国際機関による署名式実施
　11月22日 東京2020パラリンピック聖火リレーの採火・出立実施場所、聖火リレールート概要、聖火ランナー

募集概要発表
　11月26日 東京オリンピック日本選手団長にJOCの福井烈専務理事が就任
　11月28日 日本パラリンピック委員会の新たな委員長に河合純一氏を選出、2020年1月1日就任
　11月30日 新国立競技場竣工
　12月4日 IOC理事会において、マラソン及び競歩の競技会場として札幌大通公園が承認
　12月9日 世界アンチ・ドーピング機構（WADA）は、組織的なドーピング問題があるとして、ロシアに対し東京

2020大会を含む国際大会への参加を4年間禁止する処分決定
　12月10日 第74回国連総会において、日本政府が提案した東京2020大会に係るオリンピック休戦決議が186

か国の共同提案を経て採択
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　12 月 11日・1 2日 第 8回 IPCプロジェクトレビュー開催
　 12月 11日 NHKと IPCによる東京 2020パラリンピック公式記録映像の共同制作発表
　12 月 16日 東京都聖火リレー実行委員会が東京都内を走る東京 2020パラリンピック聖火ランナーの募集開始
　12 月 18日 第 18回調整会議開催
　 12月 18日 東京 2020オリンピック観戦チケットの第2次抽選の結果発表。約90万枚を販売
　1 2月 19日 第 35回理事会開催。選手村の村長に川淵三郎氏、村長代行に上村春樹氏が就任したほか全 7名の

副村長を発表
　12 月 20日 生涯予算 V4公表
　 12月 21日 「国立競技場オープニングイベント　～HELL O,  OUR  STADIUM～」開催。陸上男子 100m・2 00m世

界記録保持者のウサイン・ボルト氏らが登場
　12 月 23日 輸送運営計画 V2を公表、I OCへ提出

2020年（令和 2年）
　1月 6日 中国内陸部の湖北省武漢市で 2019年 12月以降、原因となる病原体が特定されていない肺炎の患者

が 59人確認され、うち 7人が重症。厚生労働省が、武漢市からの帰国者でせきや熱などの症状が
ある場合は速やかに医療機関を受診し、その際、滞在歴を申告するよう呼びかけ

　 1月 6日 東京 2020公式アートポスターについて、国内外 19名のアーティストによる 20作品を初公開
　1月 8日 世界保健機関（WH O）が中国・武漢市の肺炎について、新型ウイルスの可能性を否定できないと発

表
　1月 9日 選手村の概要について公表
　1 月 10日 東京 2020大会関係車両の通行ルートを示す路面表示、看板設置について公表
　 1月 10日 IOC総会で山下泰裕 JOC会長を IOC委員に選任
　1月 14日 WHOが新型コロナウイルスを確認
　1月 15日 観戦チケットのデザイン発表。東京 2020パラリンピック観戦チケット第 2次抽選申込受付開始
　1月 17日 東京都がお台場にオリンピックシンボル設置
　1月 22日 深夜時間帯の運行等大会期間中の鉄道の運行について発表
　 1月 22日 「東京 2020みんなのエスコートキッズプロジェクト」実施について公表
　1月 23日 テクニカルオフィシャル（審判等技術役員）のユニフォームについて公表
　 1月 23日 東京 2020大会の日本代表選手団公式服装発表
　1月 24日 聖火台及び聖火リレートーチにおける水素の活用を発表
　 1月 24日 政府が東京 2020大会に関連して直接負担する経費を総額約 2,777億円とする集計を取りまとめ
　 1月 24日 東京都がオリンピック半年前イベントでお台場のオリンピックシンボル点灯
　 1月 28日 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会パブリックビューイング・ガイドライン公表。4 月 1日

から受付予定
　1 月 29日 選手村ビレッジプラザを記者に公開
　1月 30日 WHOが新型コロナウイルス感染症について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PH EIC）」

に該当すると発表
　 1月 31日 東京 2020オリンピック聖火リレーに先立って実施する「復興の火」の主な展示内容を発表
　2 月 1日 新型コロナウイルスによる肺炎などの感染症が、感染症法の「指定感染症」と検疫法の「検疫感染

症」に指定
　2 月 2日 東京都が有明アリーナの完成披露式典開催
　2 月 4日 組織委員会内に新型コロナウイルス感染症対策本部設置
　2月 5日・6 日 第 9回 IPCプロジェクトレビュー開催
　2月 10日 オリンピック・陸上競技（マラソン）の開催地変更に伴う観戦チケットの払戻しについて発表
　2月 11日 WHOが新型コロナウイルス感染症の名称を「 COVID-19」にすると発表
　2月 13日・1 4日 第 11回 IOCプロジェクトレビュー開催
　2月 13日 新型コロナウイルス感染症による国内初の死亡事例
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　2月13日 内閣官房とスポーツ庁が共同でオリンピック・パラリンピック選手向けに新型コロナウイルス感染症相
談窓口設置

　 2月 15日 東京 2020オリンピック聖火リレーのリハーサル実施
　2月 17日 大会モットーを「 United by  Emotion」とすることを発表
　 2月 18日 東京 2020パラリンピック観戦チケット第 2次抽選の結果発表。約 37万枚を販売
　2 月 25日 国が新型コロナウイルス感染症対策の基本方針策定
　 2月 26日 東京 2020動くスポーツピクトグラム発表
　 2月 26日 コロナ対策に係る All Partners Task Force（ APTF）開催（以降2 021年7 月まで計1 9回開催）
　 3月 3日 IOC理事会で、東京 2020大会について予定どおり実施することを確認
　3 月 4日 東京 2020オリンピック聖火リレー実施における新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考え方を

発表
　3月 11日 WHOが、新型コロナウイルス感染症について「パンデミック（世界的な大流行）」に至っているとの

認識を公表
　 3月 12日 ギリシャ・オリンピアのヘラ神殿跡でオリンピック聖火採火式。ギリシャ国内の聖火リレー開始
　3月 13日 ギリシャ国内の聖火リレーを中止
　3 月 13日 新型コロナウイルス感染症対策の特別措置法成立
　3月 16日 主要 7か国（G7）首脳との緊急テレビ会議後、安倍首相が「人類が新型コロナウイルスに打ち勝つ

証として、東京オリンピック・パラリンピックを完全なかたちで実現するということについて、 G7の支持
を得た」と会見で表明

　3 月 17日 IOC臨時理事会開催（電話によるリモート形式）
　 3月 20日 オリンピック聖火が宮城県の航空自衛隊松島基地に到着。東京 2020オリンピック聖火リレー聖火到

着式を開催
　3月 20日～ 25日 日本に到着したばかりのオリンピック聖火を「復興の火」として、宮城県、岩手県、福島県の順に 2

日間ずつ展示
　3月 22日 森会長とバッハ IOC会長による大会の延期等についての電話会談
　3月 23日 IOC理事会において、大会の延期を含めた検討をすることに合意
　3 月 24日 安倍首相とバッハ IOC会長による電話会談。東京 2020大会の 1年程度延期で合意、決定
　3 月 25日 小池都知事が緊急会見で「感染爆発の重大局面」として、週末の不要不急の外出の自粛を要請
　3月 26日 組織委員会内に本部長を武藤敏郎事務総長とする「新たな出発 東京 2020大会実施本部」（以下

「新たな出発本部」という。）発足、第 1回会議開催
　 3月 29日 首都圏の国際競争力の強化や東京 2020大会の円滑な開催のため、羽田空港において新飛行経路

の運用開始
　3 月 30日 森会長、バッハ IOC会長、小池都知事、橋本オリパラ担当大臣で新日程合意。I OC臨時理事会承認
　 3月 31日 東京都が東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する

条例を公布
　 4月 1日 政府が「全世界からの入国者に 2週間の待機要請」決定
　4 月 7日 政府が東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の 7都府県を対象に緊急事

態宣言を発出（1回目。期間は同年5 月6 日まで）
　 4月 7日 築地デポが竣工
　4月 16日 政府が緊急事態宣言を全国に拡大
　4月 16日 IOC、I PC及び組織委員会がエグゼクティブ・プロジェクトレビュー開催
　 4月 20日 東京 2020 NIPPONフェスティバルについて、2020 年中の開催中止を発表
　4 月 28日 新たな出発本部第 2回会議開催。簡素化の見直し項目や延期後に目指すべき大会像について検討。

取りまとめ後、 IOC及び IPCへ申入れ
　4 月 30日 組織委員会が「持続可能性大会前報告書」公表
　5 月 4日 政府が緊急事態宣言を 5月 31日まで延長
　5 月 14日 政府が緊急事態宣言を 39県で解除。8 都道府県は継続（北海道、東京都、神奈川県、埼玉県、千

434 



葉県、大阪府、京都府、兵庫県）
　5月 14日 IOCがオンライン理事会開催
　5 月 21日 政府が緊急事態宣言を 3府県（大阪府、京都府、兵庫県）で解除
　5 月 25日 政府が緊急事態宣言を 5都道県（北海道、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）で解除
　5月 28日 若洲デポが竣工
　6 月 10日 組織委員会内で、新型コロナウイルス感染症対策の秋からの検討を見据え、論点整理等を開始
　6 月 10日 IOC理事会で、組織委員会が大会延期に伴う大会の位置づけ、原則（大会簡素化など）、ロードマッ

プを報告、了承
　 6月 12日 第 37回理事会で、組織委員会が 2020年に予定していた競技会場などの施設のうち 8割程度が、延

期された大会でも利用できる見通しが立ったことを発表
　6月 22日 築地デポの運用を開始
　7 月 5日 東京都知事選挙で、小池都知事が再選
　7月 5日 若洲デポの運用を開始
　7月 6日 オリンピック休戦決議の翌年への期間変更が国連総会で採択
　7 月 7日 IPC理事会で、大会延期に伴うパラリンピックの位置づけ、原則、ロードマップを報告、了承
　7 月 14日 大会の簡素化や新型コロナウイルス感染症対策について、I OC、A SOIFと共に、オリンピック競技の

IFを対象とした第 1回オンライン IFセミナーを開催
　 7月 17日 東京 2020オリンピック競技スケジュール・会場を決定、公表
　7 月 17日 東京 2020大会における首都高速道路の料金施策の決定（国による事業認可）
　7月 23日 オリンピックスタジアムから世界に向けて「+1 」メッセージ公表。競泳の池江璃花子選手が出演
　7月 27日 東京都がカヌー・スラロームセンターの大会前利用を開始
　 8月 3日 東京 2020パラリンピック競技スケジュール・会場を決定、公表
　8月 21日 東京辰巳国際水泳場の大会前利用開始
　8 月 22日 東京都が海の森水上競技場及び大井ホッケー競技場の大会前利用を開始
　8 月2 2日 オリンピックスタジアムが完成してから初の陸上大会。小学6年生と中学3年生の約70 0人が出場
　8月 28日 安倍内閣総理大臣が辞任
　9 月 1日 東京都が夢の島公園アーチェリー場の大会前利用を開始
　9 月 4日 第 1回東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議

（以下「コロナ対策調整会議」という。）開催
　9 月 16日 菅義偉内閣総理大臣が就任
　9月 18日 国枝慎吾選手が、コロナ禍の下での全米オープンテニス参加経験について組織委員会職員と意見交

換
　9 月 19日 武蔵野の森総合スポーツプラザの大会前利用開始
　9月 23日 第 2回コロナ対策調整会議開催。アスリートへの対応について議論
　9 月 24日・2 5日 第 10回 IOC調整委員会会議において、大会の簡素化について 52の見直し項目・内容合意
　 9月 28日 2021年に実施される東京 2020オリンピック聖火リレー、東京 2020パラリンピック聖火リレーの実施

概要を発表
　9 月 28日 みんなの表彰台プロジェクトについて、市民、学校、団体等から、表彰台製作に必要な使い捨てプ

ラスチック（24 .5トン）が提供されたことを発表
　10 月 1日 室伏広治スポーツ・ディレクターがスポーツ庁長官に就任
　 10月 1日 小谷実可子氏がスポーツ・ディレクターに就任
　1 0月 7日 IOC理事会において、簡素化により約 300億円の削減効果があったことを公表。また大会延期に伴

う開催都市契約付属合意書締結
　1 0月 8日 東京都議会が「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催と成功に関する決議」を採

択
　1 0月 9日 第 3回コロナ対策調整会議開催。競技会場・選手村等におけるアスリートへの対応について議論
　10 月 15日 大会の簡素化やコロナ対策について、IO C、A SOIFと共に、オリンピック競技の IFを対象とした第 2回
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オンラインIFセミナーを開催
　10月20日 日本財団パラリンピックサポートセンターによる障がい者スポーツ体験型出前授業「あすチャレ！

School」の全国小学校、中学校、高等学校における実施数が開始以来 4年半で1,000校に
　10月24日 東京アクアティクスセンターが完成披露式典開催
　10月27日 第 4回コロナ対策調整会議開催。アスリートの保健衛生、医療、療養機能、東京 2020大会関係者

への対応等について議論
　11月6日 大会の簡素化や新型コロナウイルス感染症対策について、パラリンピック競技のIFを対象としたオン

ラインIFセミナーを開催
　11月8日 体操の国際大会が国立代々木競技場第一体育館で開催
　11月10日 大会延期に伴う希望者への東京 2020オリンピック観戦チケットの払戻し申請の受付開始
　11月12日 第5回コロナ対策調整会議開催。パラアスリートの適切な感染症対策、観客対応等について議論
　11月16日～ 18日 IOC・IPC合同プロジェクトレビュー開催
　11月27日 大会の延期に伴うオリパラ特措法の改正法成立
　11月27日 延期に伴って見直したテストイベントカレンダー公表
　12月1日 大会延期に伴う希望者への東京 2020パラリンピック観戦チケットの払戻し申請の受付開始
　12月2日 第6回コロナ対策調整会議において、対策の中間整理を取りまとめ、公表
　12月3日 競泳の日本選手権が東京アクアティクスセンターで開催
　12月3日 東京2020オリンピック観戦チケットの払戻しは販売済みの約445万枚のうち18%にあたる約 81万枚

になったことを発表
　12月4日 東京都、政府、組織委員会の各代表による三者協議で、延期や新型コロナウイルス感染症対策に伴

い必要となる追加経費と負担について合意
　12月7日 バッハIOC会長より、選手村滞在期間の短縮化（競技開始5 日前～競技終了2日後）を公表。これ

に伴い練習会場開始日も競技開始5日前に変更
　12月8日 「ライブサイト実施における新型コロナウイルス感染症対策の指針」公表
　12月18日 東京都・東京都議会が地方自治体職員及び地方議会議員を対象にした東京2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向けたシンポジウム開催
　12月22日 生涯予算 V5公表
　12月23日 東京 2020大会開閉会式について、演出企画チームを解散し、新たに総合企画・エグゼクティブ・ク

リエーティブ・ディレクターを任命して新体制で簡素な式典を目指すことを公表
　12月23日 東京 2020パラリンピック観戦チケットの払戻しは販売済みの約 97万枚のうち21%にあたる約 20万

枚になったことを発表
　12月24日 東京2020大会の国内パートナー企業全68社が延期された大会に向けて「パートナー契約延長で基

本合意」と発表

2021年（令和 3年）
　1月7日 政府が東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を対象に緊急事態宣言発出（ 2回目。期限は当初翌 1

月8日から同年 2月7日までであったが、その後同年 3月21日まで延長）
　1月28日 森会長がバッハIOC会長と電話会談
　2月3日 コロナ対策調整会議の中間整理をベースとし、IOC及び IPCと共に、ステークホルダーの行程別に基

本原則などを定めたプレイブック第 1版公表。ステークホルダー別に説明・意見交換を実施
　2月3日 森会長が JOC臨時評議員会に出席し、ジェンダーに関する発言
　2月4日 森会長が JOC臨時評議員会での自身の発言を撤回し、謝罪
　2月8日 IOCや海外コントラクターの特例入国開始
　2月12日 森会長が JOC臨時評議員会におけるジェンダーに関する自身の発言による混乱の責任を取って辞任
　2月12日 評議員会と理事会の合同懇談会開催。新会長選出のための候補者検討委員会設置。委員長は御手

洗名誉会長
　2月14日 VMO・AMSVの合同会議を開催
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　2 月 18日 組織委員会の新会長として橋本聖子オリパラ担当大臣を候補者に選定。理事会、評議員会の手続
を経て、橋本理事を選任。理事会にて橋本会長を互選にて選任

　2月 18日 丸川珠代理事が、オリパラ担当大臣に就任
　2月 19日 IOCが、組織的なドーピング問題で 2022年 12月まで主要国際大会から除外したロシア選手団につい

て、東京 2020大会での略称は「RU S」の代わりに「 ROC（ロシア・オリンピック委員会）」の使用を
定め、違反歴や疑惑がない選手のみ個人資格で出場可と決定

　2月 24日 小谷実可子スポーツ・ディレクターをヘッドとし、事務総長直轄の「ジェンダー平等推進チーム」を発
足

　 2月 25日 東京 2020オリンピック聖火リレーの新型コロナウイルス感染症対策を公表
　2 月 26日 東日本大震災からの復興の取組に関するメディアガイド公表
　2月 28日 輸送運営計画 V2更新（20 21年2 月末時点）を公表
　3月 1日 大会ボランティアに「新型コロナウイルス感染症対策リーフレット」を配布
　3 月 2日 第 42回理事会を開催し、理事の上限人数を 35名から 45名とする定款改正案決議
　3月 3日 五者協議（東京都、政府、組織委員会、I OC、I PC）開催
　3月 5日 7日までの首都圏の緊急事態宣言を 21日まで延長
　3月 5日 聖火リレー・コロナ事態対応チーム第 1回会議開催（以降同年6 月まで計1 7回開催）
　 3月 8日 国際女性デーに合わせて、東京 2020大会におけるジェンダー平等について共同ステートメント発表

（ IOC、I PC、組織委員会、国、東京都）
　 3月 9日 東京 2020 NIPPONフェスティバルについて、2021 年の開催を発表
　3月 10日 IOC総会でバッハ会長の再選決定
　3 月 16日 東京 2020聖火リレーの新型コロナウイルス感染症への事態対応に関する記者会見
　 3月 18日 東京 2020大会開閉会式の総合企画・エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクターが辞任
　3 月 20日 五者協議において、海外観客の日本への受入れ断念を決定・発表
　3 月 22日 第 43回理事会。同日、オリンピック憲章とジェンダー平等に関する研修会を実施
　3 月 25日 MOC及び感染症対策センター（ID CC）稼働
　 3月 25日 東京 2020オリンピック聖火リレーが福島県のナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジからグランド

スタート
　3月 27日 IOCが、東京 2020大会で大会関係者の同伴者やかつてのメダリスト等の参加が大幅に制限されると

の声明を発表
　4月 5日 北朝鮮が新型コロナウイルスの感染拡大を理由として東京 2020大会への不参加を表明
　4月 10日 大会ボランティア全体の役割別研修（シャペロン）が開始
　4月 14日 大会マスコット像とオリンピックシンボル設置
　4月 19日 マーケティングパートナーの協力を得て実施した「みんなのフードプロジェクト」の本賞メニュー等決

定
　4月 20日 組織委員会、J OC、J PCの三団体合同アスリート委員会開催
　 4月 22日 IOC - Tokyo 2020 新型コロナ対策演習実施（以降 2021年 6月まで計 5回実施）
　4月 22日 フィールドキャストのリーダーシップ研修を開始
　4月 23日 政府が東京都に緊急事態宣言を発令（3回目、4 月2 5日から5 月1 1日まで）
　4月 28日 第 7回コロナ対策調整会議開催。変異株等に対応した追加的な対策について検討
　4月 28日 五者協議開催。国内観客数の上限については 6月に判断することで合意。同日、プレイブック第 2版

公表。第 1版と同様、ステークホルダー毎に説明・意見交換を実施
　 4月 30日 第 1回東京 2020大会における新型コロナウイルス感染症対策のための専門家ラウンドテーブル開

催。アスリートの検査、陽性者発生時の対応などについて議論
　5月 6日 IOCが日本に対し 2万人分のワクチン（ファイザー製）を提供することを表明
　 5月 9日 「 READY STEADY  TOKYO－陸上競技」において、暑さ対策の検証実施
　5月 14日～ 16日 「 READY  STEADY  TOKYO－バスケットボール（ 3x3バスケットボール）」において、暑さ対策の検証実

施
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　 5月 15日 東京 2020 NIPPONフェスティバル「しあわせはこぶ旅　モッコが復興を歩む東北からT OKYOへ  in い
わて  Presented by  ENEOS」開催（以降同月2 2日に宮城県、同月2 9日に福島県、同年7 月1 7日に
フィナーレとして新宿御苑で実施）

　5月 19日～ 21日 第 11回 IOC調整委員会会議開催
　5 月 28日 第 2回専門家ラウンドテーブル開催。選手村視察。大会開催の場合のコロナ対策に係る定量的分析

を報告、公表
　5 月 31日 組織委員会が開発した感染症対策業務支援システム（IC ON）稼働
　6月 1日 オーストラリア・ソフトボールのチームが太田市での事前キャンプのため入国（大会延期後初の選手

団の入国）
　6 月 1日 日本選手団のワクチン接種がナショナルトレーニングセンターで開始
　 6月 2日 東京 2020大会関係車両の通行ルートに設置する規制表示、規制標識について公表（警察庁が改正

命令を公布）
　6月 3日 表彰式アイテム公表（表彰台、楽曲、衣装、メダルトレイ）
　6 月 4日 組織委員会の温室効果ガスの回避・削減対策に加え、東京都、埼玉県、各事業者の協力によるカー

ボン・オフセットの実施により、カーボン・マイナス大会となることを発表
　6 月 6日 東京都が復興祈念植樹として、有明アリーナに被災地のシンボルツリーを植樹
　 6月 8日 ASOIFがオンラインで総会を開催し、東京 2020オリンピックが安全に配慮した上で成功できるよう最

大限の支援を続けていくことを確認
　6月 8日 オリンピックスタジアムの周辺などで交通規制スタート
　6 月 8日 IOCが難民選手団として 29名の選手が大会に参加することを発表
　6月 11日 第 3回専門家ラウンドテーブル開催。大会の観客についての新型コロナウイルス感染症対策に係るシ

ミュレーション結果（適切な対策で感染リスクを 99%低減可能）を報告、公表
　6月 15日 プレイブック第 3版公表
　6月 15日 IOC及びファイザー社から新型コロナワクチン約 2万人分が追加提供
　 6月 18日 東京 2020大会の関係者に対しIOC及びファイザー社から提供された新型コロナワクチンの接種開始
　6 月 18日 第 4回専門家ラウンドテーブル開催。尾身茂氏等専門家有志の提言を受け、観客の扱いについて検

討、公表
　 6月 19日 深夜から翌朝にかけ、東京 2020大会開閉会式の輸送等の事前オペレーション訓練実施
　6 月 20日 選手村の概要及び各施設の詳細、スケジュール等を発表。同日、プレスツアーも開催
　6月 21日 五者協議開催。観客数の上限を「定員の5 0%以内で1 万人」とすること、緊急事態宣言等の場合は

措置内容を踏まえた対応を基本とすることに合意
　6 月 23日 第 3回関係自治体等連絡協議会を開催し、五者協議の内容共有
　6月 23日 チケットホルダー向け新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン公表。あわせて、東京 2020オリン

ピック観戦チケットの観客人数制限に伴う販売済チケットの再抽選の実施について発表
　6 月 24日 日本入国手続の効率化、日本国内滞在中の健康状態の登録をサポートする統合型入国者健康情報

等管理システム（OC HA）のスマートフォンアプリが政府よりリリース
　6月 24日 東京 2020大会開閉会式に伴う交通規制・全域版公表
　 6月 24日 東京 2020大会のパーソナルガイド「東京 2020公式アプリ」公開
　 6月 24日 「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 宿泊ガイドライン～新型コロナウイルス感染症対

策～」を策定
　 6月 30日 東京 2020大会期間中の鉄道運行（臨時列車の運行等）を公表
　6月 30日 大会スタッフが遵守すべき行動ルール等をまとめた「フィールドキャスト新型コロナウイルス感染症対

策ガイドライン」策定
　6月 30日 IPCが難民選手団として 6名の選手を発表
　7月 1日 OCHAによる入国が本格スタート
　7 月 1日 MOC及び感染症対策センター（ID CC）本稼働開始
　7月 1日 国連女性機関（ UN Women）主催「ジェンダー平等を目指す全ての世代フォーラム」で橋本会長が東
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京 2020大会のジェンダー平等に関するコミットメントを発表
 7月 1日 輸送オペレーションセンター（TR OC）の運用を開始
 7月 3日 東京 2020大会の開催期間中の配送物品のセキュリティ検査を行う物資検査場（MS S）の運用を開

始。9 月 5日まで稼働
 7月 5日 東京 2020オリンピック観戦チケットの観客人数制限に伴う販売済チケットの再抽選結果発表延期
7 月 6日 日本代表選手団の結団式と壮行会開催
 7月 7日 東京 2020オリンピック選手村（本村）プレオープン
7月 7日 輸送サービスの提供を開始
7 月 8日 政府が東京都に緊急事態宣言を発出（4回目。当初は同月1 2日から同年8月2 2日までを予定。最

終的に同年 9月 30日まで延長）
7月 8日 バッハ IOC会長来日
7 月 8日 五者協議開催。同月 12日からの東京都への緊急事態宣言の発令を受け、東京 2020オリンピックの

都内全会場での無観客開催を決定。五者協議後、第 4回関係自治体等連絡協議会を開催し、上記
の観客方針を確認（茨城県は学校連携観戦のみ実施を決定）

7 月 8日 「持続可能性大会前報告書 追補版」公表
7 月 9日 北海道で実施されるサッカーについて、無観客を発表
7月 9日 観客方針に伴う東京 2020オリンピック観戦チケットの取扱い方針発表
7月 9日 自転車競技（ロード）の観戦自粛及びスタート地点（武蔵野の森公園）での無観客決定
 7月 9日 東京 2020大会期間中における鉄道の臨時列車の運行等の取りやめについて公表
7 月 10日 福島県で実施される野球・ソフトボールについて無観客を発表
 7月 10日 東京 2020オリンピック選手村（分村）プレオープン
7月 13日 東京 2020オリンピック選手村開村。選手受入れを本格開始
7月 13日 海外からの航空機を使用した競技馬の輸送を開始（9月3 日まで計  19回（出入国）実施）
7 月 13日 オリンピックスタジアム近くの聖徳記念絵画館前で東京 2020復興のモニュメントをお披露目。大会期

間を通じて展示し、世界のアスリートにメッセージを発信
 7月 14日 東京 2020大会開閉会式 4式典の共通コンセプト等を発表
 7月 14日 トーキョーウォーターフロントシティの取組について、計画見直し発表
7月 16日 バッハ IOC会長が広島訪問。同日、コーツ IOC調整委員長が長崎訪問
 7月 16日 東京 2020大会に伴う休戦期間開始
7 月 18日 迎賓館赤坂離宮において、東京 2020オリンピック競技大会関係者約 40名を招き、橋本会長主催の

歓迎の夕べ開催
 7月 18日 東京 2020 NIPPONフェスティバル「わっさい」開催
 7月 18日 東京 2020オリンピック関係者の入国ピーク（約4 ,200人）
7月 19日 選手村ビレッジプラザにおいて、オリンピック休戦ムラール署名式実施
 7月 19日 東京 2020大会開閉会式のクリエーティブチームのメンバー 1名が辞任
 7月 21日 東京 2020オリンピック開会式に先立ち、福島あづま球場において東京 2020大会最初の競技である

ソフトボール実施
7月 21日 IOC総会において 2032年ブリスベン大会開催決定
 7月 22日 東京 2020大会開閉会式のクリエーティブチームのメンバー 1名の解任発表
7 月 22日 新型コロナウイルス感染症対策に関する記者会見を開催。来日者の行動管理について、メディア関

係者にも協力を求める旨説明
7月 23日 ボートにおいて、強風予報（台風8 号）のため、同月 26日のセッションを同月 24日と 25日に分割、前

倒しで実施することを決定
 7月 23日 東京 2020オリンピック開会式。8 月 8日までの競技大会開始
7月 26日 サーフィンにおいて、競技に最適な波が予想されるため、競技最終日に当たる同月 28日のセッション

を同月 27日に前倒しして実施することを決定
7月 27日 記者会見で難民選手団の選手を紹介
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　7月31日 記者会見で濃厚接触者となった選手の隔離措置等について説明。スクリーニング検査での低い陽性
率も併せて報告し、安全・安心な大会への理解を求める旨説明

　8 月 1日 中間総括会見実施。新型コロナウイルス感染症対策の状況、競技運営、輸送等と併せて、プレイブッ
ク違反の処分事例について報告

　8月 1日 ベラルーシの陸上競技女子選手が第三国への亡命を希望。4 日ポーランドに向け出国
　8 月 4日 太田雄貴氏が IOCアスリート委員選挙で当選、I OC委員に就任
　 8月 5日 サッカーにおいて、暑さ対策のため、翌 6日の男子 3位決定戦と女子決勝戦の競技開始時刻変更を

決定。女子決勝はコンティンジェンシー・プランに基づき会場をオリンピックスタジアムから横浜国際
総合競技場に変更

　8月 6日 女子マラソンにおいて、暑さ対策のため翌 7日の競技開始時刻の前倒しを決定
　 8月 7日 東京 2020オリンピック選手村分村（オリンピック セーリング村）閉村
　 8月 8日 東京 2020オリンピック閉会式
　 8月 9日 東京 2020オリンピック関係者の出国ピーク（約9 ,600人）
　8月 10日 東京 2020オリンピック選手村分村（オリンピック サイクリング村）閉村
　 8月 11日 東京 2020オリンピック選手村閉村
　 8月 12日 東京 2020パラリンピック聖火リレーの採火を全国各地で開始
　 8月 15日 東京 2020パラリンピック選手村プレオープン
　8 月 15日～ 9月 8日 義肢装具、車椅子の修理等サービスを提供するリペアセンター稼働
　8月 16日 四者協議（東京都、政府、組織委員会、I PC）開催。東京 2020パラリンピックの原則無観客（学校

連携観戦を除く）決定
　 8月 17日 上記方針に伴う東京 2020パラリンピック観戦チケットの取扱い方針発表
　8 月 17日 東京 2020パラリンピック選手村開村。選手受入れを本格開始
　8月 17日 パラリンピック競技開催都県（東京都、埼玉県、千葉県、静岡県）における東京 2020パラリンピッ

ク聖火リレーを開始
　 8月 18日 東京 2020パラリンピックの開幕を前に、誰もが生きやすい社会に向けた行動を宣言する「東京 2020 

D&I アクション  -誰もが生きやすい社会を目指して -」公表
　 8月 20日 第 5回専門家ラウンドテーブル開催。東京 2020パラリンピックに向けた追加的措置を確認
　 8月 20日 東京 2020パラリンピック関係者の入国ピーク（約 2,000名）
　 8月 20日 東京 2020パラリンピック聖火リレーの集火式を迎賓館において実施
　8月 21日 暑さ対策・新型コロナウイルス感染症対策に関する記者会見を開催。パラリンピアン特有の対策、学

校連携観戦への対応等を説明
　8 月 21日 選手村ビレッジプラザにおいて、パラリンピックムラール署名式実施
　 8月 22日 東京 2020 NIPPONフェスティバル「 ONE -Our New Episode- Presented by  Japan Airlines」開催
　 8月 23日 グランドニッコー東京台場において、東京 2020パラリンピック競技大会関係者約 40名を招き、橋本

会長主催の歓迎の夕べ開催
　 8月 24日 東京 2020パラリンピック開会式。9 月 5日までの競技大会開始
　8月 28日 アフガニスタンより出国した 2名の選手（陸上、テコンドー）が日本に到着（IP Cが諸国のN PCや政府

機関と連携）。選手村の滞村期間等の例外措置を講じ、閉会式では 2名の選手が旗手として参加
　9 月 4日 鈴木孝幸氏が IPCアスリート評議会選挙で委員に当選
　 9月 5日 東京 2020パラリンピック閉会式
　 9月 6日 東京 2020パラリンピック関係者の出国ピーク（約4 ,200名）
　9月 7日 観戦チケット購入者向けにホームプリントチケット（pd f形式）を発行開始
　 9月 8日 東京 2020パラリンピック選手村（晴海）閉村
　 9月 8日 IOCが、東京 2020大会に選手団を送らなかったとして北朝鮮を 2022年末まで資格停止処分
　 9月 27日 NF協議会で東京 2020大会の総括を報告
　9月 28日 第 6回専門家ラウンドテーブルで「コロナ対策の振り返り」を報告
　9 月 28日 第 47回理事会で「大会振り返り（速報版）」報告・公表
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　9 月 29日 陸上競技女子こん棒投げ F32決勝で世界新記録を達成した「こん棒」を製作校の都立工芸高校へ
贈呈

　 10月 9日 大会ボランティア、都市ボランティア向けのオンラインサンクスイベントを実施
　 10月 25日 ANOC総会で東京 2020大会について報告
　11 月 2日 「日本の木材活用リレー ～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～」自治体への提供木材返却をメ

ディア公開
　 12月 8日 IOC理事会で東京 2020大会について報告
　1 2月 8日 東京 2020大会で使用した表彰台を日本代表選手団のメダリスト出身校及び会場所在自治体等に譲

渡する「表彰台レガシープロジェクト」を公表
　1 2月 12日 IPC総会の理事選挙で JPC推薦のマセソン美季氏が理事に当選
　12月15日・16日、18日 東京2020復興のモニュメントを被災3県に寄贈
　12月22日 第48回理事会開催。「東京2020アクション＆レガシーレポート」「、持続可能性大会後報告書」「東、

京 2020大会の『多様性と調和』におけるジェンダー平等報告書」、「東京 2020大会振り返り」を
報告・公表

2022年（令和 4年）
　1月27日 「東京2020 文化オリンピアードレポート」、「東京2020  NIPPONフェスティバル記録映像」を公表
　2月3日 IOC総会で東京から最終報告。橋本会長が日本人初となるIOC女性とスポーツ賞の世界賞を受賞
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飲食戦略検討会議‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥196

え
エンブレム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12, 13, 36, 
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オリンピック放送機構（OBS）‥‥‥‥‥‥‥ 140, 151, 164, 

165, 241 ～ 243, 255, 271～ 273, 402
オリンピック・ホスピタリティ・センター‥‥‥‥‥‥‥210

か
カーボン・マイナス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 262, 263
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新規恒久施設‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83, 84, 87, 

129, 133, 134, 137, 398, 400, 401

す
スポーツピクトグラム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66, 319, 378
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VGM（ベニューゼネラルマネージャー） 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81, 82, 185, 186, 410

VIG（Venue Integration Group）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140
VSCC（会場警備本部） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109, 110, 185, 

234, 238, 243, 245, 246 

W
WADA（世界アンチ・ドーピング機構）‥‥‥‥‥ 205, 206 
WeThe15 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23, 306, 383

２ 
2020 FAN ARENA ‥‥‥‥‥‥ 53, 325～327, 340, 361, 367 
2020 FAN PARK ‥‥‥‥‥‥ 53, 325～327, 340, 361, 367
2020TDM推進プロジェクト  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32, 33, 216 
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