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【総括－１】
✓ 東京２０２０大会は、新型コロナという人類が経験したことのない困難の中、大会の

一年延期、原則として無観客となるなど、前例のない大会となったが、専門的な知見
に基づく所要の対策を関係機関と連携し徹底して講じ、安全・安心に運営を行うこと
ができた。

✓ 大会前は、コロナ感染の状況が見通せない中、厳しい意見もあったが、大会が開催さ
れると、クラスター等を生じさせなかった運営に対しては世界のアスリートや大会関
係者から、東京・日本だからこそ開催できたとの高い評価を受け、また、オリンピッ
ク・パラリンピックのアスリートの躍動する姿を見た国内、そして世界の人々からは、
困難を乗り越え、大会を行ってよかったとの評価を得た。

✓ 安全・安心を確保するため延期・無観客という形になったが、四年に一度、世界中の
アスリートが一堂に集うという、世界各国が代々継いできたこの大会を、コロナ禍で
あっても東京で絶やすことなく、開催し引き継ぐという責務を果たすことが出来た。

✓ 従来の慣例に囚われず、変えるべきは変えて柔軟に運営したからこそ、オリンピッ
ク・パラリンピックの変わらぬ価値を引き継ぐことが出来、大会にとって真に必要な
ものは何かを見出し、大会の新たな姿も示すことができた。厳しい条件下、準備作業
は困難を伴うものもあり、賛否が分かれることもあった。こうした成果・学びを整理
し、東京2020モデルとして、今後のスポーツイベントに継承していきたい。

【大会ビジョンなど－１】
✓ 大会ビジョンは、「スポーツには世界と未来を変える力がある。全員が自己ベスト、

多様性と調和、未来への継承」。
✓ 大会モットーは、「 United by Emotion 」
✓ 大会エンブレムは、14,000件を超える一般公募から選ばれた組市松紋。
✓ 大会マスコットは、全国の小学校の８割、５００万人の小学生が決めたミライトワと

ソメイティ。

【競技－２】
✓ オリンピックは33競技、205ヶ国・地域と難民選手団、11,417人の選手が参加。
✓ パラリンピックは22競技、161ヶ国・地域と難民選手団、4,403人（過去最多）の選

手が参加。
✓ 「都市」「若者」「女性の参画」をキーワードに新競技・種目が導入され、今後のオ

リンピック・パラリンピックの新たな潮流を開いた。

【延期・無観客－３】
✓ 史上初の延期。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、2020年3月末に1年延

期を決定。4月に延期後の運営体制を構築、5月に3つのフェーズ（骨格を7月まで。簡
素化を9月まで。コロナ対策を9月以降）で進めることについて関係者で合意。

✓ 観客については、2020年12月のコロナ対策調整会議の中間とりまとめでは「来春ま
で」に決定とし、翌3月に海外観客について受け入れ断念。

✓ 国内観客については、国内のスポーツイベント等における上限規制に準じた対応を基
本としつつ、専門家を交えた検討を行い、6月に人流を抑制する適切な措置を講じた上
で、国内ルールに沿い、一定の観客を入れるという方針を五者で決定。7月に入り、緊
急事態宣言が再度発出される事態となり、安全安心を確保する観点から、原則無観客
という方針とした（一部の会場で、一般観戦、学校観戦が行われた）。

✓ 大会期間中は人流が抑制され、オリ・パラを契機とした感染拡大は認められなかった。
そして、9月から12月にかけて国内の感染は大きく減少した。

【メディア等での取り上げ、国内・世界の評価－４】
✓ オリ開会式の平均視聴率は56.4%、閉会式は46.7%。20%を超えた競技も多く、全体

として高い視聴率を記録。
✓ 大会前の世論調査では2021年の大会開催に否定的な意見が多数派。大会終了後は、約６

割から８割の方が「よかった」と評価。
✓ 大会の意義については、機会をとらえて説明し、コロナ延期後もメディアで説明を重ね

たが、実際の大会を目にする前の言葉・文字による説明のみでは十分行き渡らない面も
あった。

✓ 他方、こうした傾向は大会が開始され、実際のアスリートの競技を目にすると変化。新
聞の社説等でも、大会前と比べ、大会開始以降は開催意義をポジティブに論じる傾向が
増え、特にパラリンピック後はその傾向が顕著になった。

【大会参加者数など－５】
✓ 海外からの大会参加者は、オリ3.3万人、パラ1.0万人。従来の4分の1以下の水準。

【観客・チケット－６】
✓ 大会延期前時点ではオリ・パラ併せて約865万枚が販売。最終的には観客が入ったのは

85セッションで約59,000人（うち学校観戦約20,400人）。

【大会デザイン－７】
✓ ピクトグラムは1964年の東京オリンピックで生まれたものであり、今大会ではそれを継

承・進化させ、開会式でも話題になった。大会ルックは、エンブレムを基点に日本の伝
統色で制作され、競技・非競技施設、ユニフォーム、チケット、商品、ショップ、メダ
ル等を彩った。

【大会運営全般、競技・会場運営－８，９】
✓ 大会時の情報共有と事案調整のハブとなるMOC（メイン・オペレーション・センター）

は、2019年2月の大会準備の最終段階に大会を見据え活動を開始。延期後はその対応の
ハブともなった。大会時には、入国サポート、スクリーニング検査、プレイブックの違
反者対応、濃厚接触者対応、輸送、暑さや悪天候対応、帰国サポート等に組織横断的に
取り組んだ。

✓ オリ42会場、パラ21会場の競技会場運営について全体として大きな問題は生じなかった。

【新型コロナ感染症対策－１０】
✓ 徹底した水際対策と、国内では大会関係者とその他の交わりを極力避けるバブル方式を

参考にした感染防止対策を実施。
✓ 大会関係者のワクチン接種（概ね8割が接種）、出国前96時間以内に2回（1回は72時間

以内）の検査、空港検疫での検査と合わせて入国前に検査3回を義務化、徹底した検査
（選手は毎日）、来日後14日間の行動管理の徹底、陽性者の迅速な隔離等。

✓ 対策は206か国の選手等に対する統一ルールとして、「プレイブック」として整理。2月、
4月、6月と対話をし、公表等透明性を確保しつつ、仕上げていった。北京大会でも採用
されるなど、東京大会のレガシーの一つ。

✓ 専門家からも、大会の直接の影響により感染拡大したことはない旨の評価を得、安全な
大会を遂行できた。
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✓ また、間接的影響・心理的影響を含め、大会の開催が感染拡大の原因になるのではな
いかとの指摘があったが、実効再生産数は大会前の7月22日をピークに大会後まで一
貫して低下しており、実態としては大会開始前から増加スピードにブレーキが効き始
めていた。

✓ 海外大会関係者の入院数はピーク時2名、全体で6名であり、地域への影響は最小限度
にとどめることが出来たと考えらえる。

【医療サービス、アンチ・ドーピングー１１，１２】
✓ 医療サービスについては、新型コロナ感染症の厳しい状況下で、できる限り地域の医

療に負担をかけないことが重要であったところ、2021年5月には、医療体制の徹底し
た見直しを行った。その上で、全ての会場で医療サービス提供を実現することができ、
全体として概ね順調に医療体制を運営、アスリート等の安全・安心な状況を維持でき
た。

✓ 選手村医療においては、コロナに対応した発熱外来の設置、多様な来所者を想定した
バリアフリー対応、スポーツ医療に対応した医療機器の導入、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」の設置などの新しい取組を行った。

✓ アンチ・ドーピングについても計画どおり、24時間体制で適正に実施された。

【暑さ対策－１３】
✓ 暑さ対策としては、競技開始時間の変更、アスリートや関係者向けの対応、熱中症に

対応した情報発信の強化等を行った。
✓ 一定の熱中症患者は発生したが、対策実施により重症者は少なく抑えられた。コロナ

感染は収束すれば対策は不要となるが、暑さ対策は今後の大会でも必要と見込まれる。

【会場－１４】
✓ 43の競技会場、IBC／MPC、選手村、練習会場等、期限内にすべて完成。現場の安全

確保、施設の維持管理も含め、延期へも適切に対応。

【選手村・宿泊－１５】
✓ 選手村は、開村までに必要な準備が整えられ、スムーズに選手団を迎え入れることが

できた。プライベートスペース以外での飲酒、村内巡回バスの接触事故など幾つか課
題も発生したが、各国選手団長からは大きな要望が出なかったことや、選手のSNSや
IOCのアンケートなどで選手村に対し前向きな評価を得た。

✓ 選手以外の大会関係者への宿泊に関しては、約400の宿泊施設において1日当たり最大
40,000室を確保。大会延期により約1,000のステークホルダーに対して改めて配宿。
大会直前にはコロナ対策として宿泊施設の集約化も必要となり、対応を実施。

【出入国・空港対応－１６】
✓ 水際対策のため、入国後14日間の宿泊場所・用務先等を記載した「本邦活動計画書」

を政府に提出し、承認された者のみ一定の隔離期間の下に特別の入国が認められた。
入国手続きとして初めての措置であり、途中若干の混乱も見られたが、総じてスムー
ズな入国となった。空港検疫において陽性者、濃厚接触候補者とされた者に対しても、
関係機関と連携し丁寧な対応を行った。

【輸送－１７】
✓ 大会輸送と都市活動の両立を図るため、道路・交通管理者、交通事業者等と連携した

体制を構築し、大規模な交通マネジメントを実施。道路交通では、TDM、首都高速道
路の料金施策、TSMを展開し、安全で円滑な輸送を実現。

✓ 複雑な大会輸送オペレーションはIT化で対応。輸送サービスの開始当初は一部混乱が
生じたが、大会中盤から終盤に向けてオペレーションは安定。

【大会警備－１８】
✓ 大会警備は、警備員、自衛隊の協力を得て、自主警備を中心に実施。加えて、警察・

消防・海上保安庁からも最大の人員装備が投入され、大会関係者及び観客の安全・安
心を確保。

【テクノロジー・サイバーセキュリティ－１９】
✓ テクノロジーについても、幾つかの事案は生じたが、いずれも迅速な対応解決・対応

を行い、総じて安定運用を実現。

【技術力・イノベーションの発信－２０】
✓ コロナ禍の下での観戦支援として、競技を終えた選手と家族や友人をリアルタイムで

モニターで繋ぐ取組（アスリート・モーメント）。また、臨場体験、5G、ARプロジェ
クションマッピング等、全世界に新しい視聴体験を提供。リモートでの新たなスポー
ツの楽しみ方を提示。

【ボランティア、関係団体の協力－２１】
✓ 大会延期後にあっても、国内外から約7万人が参加。「大会の顔」として選手や関係者、

国内外のメディアのサポートや運営に献身的に貢献。この活動に対しては、一様に称
賛する声が寄せられている。大会後に行ったボランティア向けのアンケートでは83%
の方が「今後もスポーツ・ボランティア活動を継続したい」と回答。

✓ 東京大会は多くの競技が開催都市以外で行われた。関係自治体31団体は、大会競技の
準備・運営への協力に加え、機運醸成イベント、都市装飾・スペキュタクラーの設置、
シティキャストの募集・運営、コロナ禍の下での安全・安心な大会の実現に尽力。

【国内外要人－２２】
✓ 天皇陛下におかれては、大会の名誉総裁にご就任いただき、オリ・パラの開会式で開

会をご宣言。皇嗣殿下は、オリ・パラの閉会式で、陛下の御名代としてご臨席。 国
際要人については、将来の組織委員会の開催国から、大統領、大統領夫人、国家体育
局長等に来賓をいただいた他、様々な国・地域や国際機関からも来賓が来日。

【パートナー等－２３】
✓ パートナーについては、その協賛金がオリ・パラ史上最大となるなど、全82社に物心

両面で多大な貢献をいただいた。大会後にはパートナーアンケートを実施し、評価で
きる点、課題・改善点として挙げられる点を整理いただいた。
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【開・閉会式－２４】
✓ 準備段階におけるジェンダー、障がい者、人種・民族等に関するスタッフによる過去

の言動に関し、辞任等の混乱が生じたが、開・閉会式本番では、オリンピックでは伝
統と革新、パラリンピックでは多様性などの強いメッセージを発出。

【聖火リレー－２５】
✓ オリンピックについては、通常より期間が長い121日間で実施。延期後は安全最優先

の観点から、公道で実施できない場合、会場内で聖火をつなぐ「点火セレモニー」な
どの代替措置を実施。予定していた都道府県全てで聖火をつなぐことができた。

✓ パラリンピックについては13日間で実施。全国47都道府県で集火された聖火と、パラ
リンピック発祥地（ストークマンデビル）で採火された火が集火式で一つとなった。

【平和－２６】
✓ オリンピック休戦決議については、186ヶ国の賛同を得て提案され、全会一致で採択。

また、難民選手団の参加、大会期間中に政情不安定となったアフガニスタンの選手が
パラリンピックに参加するなど、平和の祭典としての意義を示した。

【復興－２７】
✓ 復興はオリンピック・パラリンピックの招致段階からの源流であった。その理念が十

分反映されていないとの声も地元であったが、聖火リレーのグランドスタートを福島
県のＪビレッジで行う、福島あづま球場で野球・ソフトボールを行うなど、東日本大
震災の被災地の復興を後押しし、被災地が復興を遂げつつある姿を世界に発信。

【パラリンピック－２８】
✓ 夏季としては史上初の2回目のオリ・パラ同時開催。競技会場周辺のバリアフリー化な

どの「ユニバーサルデザインの街づくり」、学習指導要領の改正等による「心のバリ
アフリー」など、共生社会の実現に向けた取組を進めた。大会においても、オリン
ピックをベースに、移行期間にパラリンピックに合わせた調整を行い、細やか且つス
ムーズな運営。今後ともオリ競技とパラ競技の協同が有効。

【Ｄ＆Ｉ－２９】
✓ 東京大会は史上最高の女子選手の参加割合となった。また、開会式の入場行進におけ

る男女共同旗手、過去最多の男女混合種目の実施、性的ハラスメント目的の撮影等を
禁止行為に明記する等の取組を通じ、男女平等の推進に取り組んだ。

✓ 大会を間近に控えた時期のジェンダーを巡る議論や言動は、「多様性と調和」の大会
ビジョンを掲げる大会において、改めて男女平等や多様性の社会的課題としての重要
性を再認識する契機となり、「東京2020D&Iアクション」に繋がった。

【持続可能性－３０】
✓ 大会準備段階から重要な柱であった。このため、カーボンマイナス大会の実現、参加

型の取組による資源循環の推進（金銀銅のメダルを都市鉱山から制作するメダル・プ
ロジェクト、選手村ビレッジプラザでの「日本の木材活用リレー」、使用済みプラス
チックで製造した表彰台など）、水素エネルギーの活用を実施した。大規模な大会故、
弁当の廃棄等いくつか課題も出たが、可能な限り迅速に対応。

【エンゲージメントと参画、オリ・パラ教育－３１】
✓ 参画と対話も組織委員会の大会準備段階からの重要な柱であった。このため、東京

2020参画プログラムを策定し、16万件を超えるアクションを認証し、延べ1億7千万
人が参加。

✓ 子供の大会参加の機会をできる限り創出するかたちで、オリ・パラ教育も推進、全国
の約8割の小学生が参加したマスコット投票、大会時の各会場エリアを彩ったフラワー
レーンプロジェクトの他、130万人の参加を計画した学校連携観戦等。

【日本文化の発信－３２】
✓ 選手入賞者の表彰状を和紙で製作したり、全国47都道府県の伝統工芸品をライセンス

化したりする取組を通じ、世界に日本の伝統工芸の良さを発信。また、開・閉会式の
演出や札幌のマラソン・競歩のスタート地点での演出として、アイヌや沖縄の伝統舞
踊を披露。

【準備・継承－３３】
✓ 組織委として、ガバナンスやコンプライアンスの強化に取り組み、調達についても公

平・公正・透明性の確保のため、各種の取組を実施。また、会場見直し、アジェンダ
2020やニューノーム、各段階の予算策定等により、効率化と簡素化を実現してきた。

✓ 大会後も、大会資産の継承、大会文書の適切な保管と継承等に取り組んでいく。

【東京2020モデル】
✓ 今後の日本国内、世界でのスポーツインベントに向け、東京大会で得られた成果・学

びを「東京2020モデル」として、内外に積極的に継承。
✓ 安全・安心（全てのアスリートがベストの力を出せるように）：アスリートや大会関

係者の安全安心は大会の根幹。仮にコロナ禍が収まったとしても、暑さ対策を含め、
東京大会の安全安心な大会運営のノウハウは、北京大会で踏襲され、今後のモデルと
なろう。

✓ 新たなスポーツ（若い世代の力が発揮できるように）：長野大会で採用されたスノー
ボードは冬の主軸の一つ。東京大会での都市型競技はロス大会で正式採用。リモート
での楽しみ方は今後更に発展が見込まれる。今後も将来を見据えた変革が求められる。

✓ 多様性、持続可能性、参画。オリとパラの協同（互いを認め合う）：コロナ禍という
困難を乗り越えた東京大会は様々な障壁を乗り越える共生社会の象徴。メダル・プロ
ジェクトのように持続可能性と参画を結びつける取組はSDGsの根幹であり、今後の大
会のモデルとなろう。また、オリ・パラがそれぞれの強みを活かしながら、協同を促
進。

✓ 簡素化・効率化、透明性（今後の大会に選択肢を提示）：東京大会はコロナ禍もあり、
これまで拡大の一途だった大会を見直し、スポーツ大会の原点に回帰したシンプルな
大会となった。また、対話と参画、透明性を重視して大会準備・運営を行った。その
取組は今後の大会の在り方の選択肢となる。

✓ 1964から2020へ（未来への継承と柔軟性）：2020大会の姿は1964年とも最近の大
会とも異なるが、柔軟に変えたからこそ、変わらぬスポーツの価値を絶やさず引き継
ぐことができた。時代や社会の要請に即した大会としていくことが重要。



1.2 東京２０２０モデル ～今後のスポーツイベントの新たなモデルとして～

東京大会は、コロナ禍という困難の中、延期・無観客という決断を経て、関係者の尽力があって開催
することができた大会。

苦難を乗り越えて開催された大会の意義としては、以下のように区分できる。

① スポーツを通じた平和・友情・連帯など、そもそものオリンピック・パラリンピックの意義。

② 招致以来目指してきた、時代に即応した新たな意義。

③ 加えて、コロナという困難を乗り越えることで、改めて見えた意義と新たな姿。

このうち、東京大会として新たに打ち立てた具体的な意義（主に上記②と③）は下記の通り。

• コロナ対策と暑さ対策。クラスターは発生せず、また感染拡大は起こらず。専門的知見の活用、
ステークホルダーとの丁寧な対話、透明性。アウトプットとしてのプレイブック。

• 若者にアピールする都市型のスポーツを導入。オンサイトだけでなく、リモートでの観戦の在
り方を提供。SNS等の一層の活用。

• ジェンダーイクオリティ等、D＆Iの促進。パラリンピックも社会に大きなインパクトを与えた。
メダルプロジェクトは持続可能性と参画、マスコットは子供の参画。関係自治体との協働。

• 延期前から既存会場の活用、アジェンダ2020、ニューノーム等で効率化を推進。また、準備段
階の様々な重要事項につき、第三者を交えた委員会方式や一般からの公募を採用。延期後は大
会参加関係者の縮減、サイドイベントの縮減等の簡素化を行い、スポーツに特化。

• 基本理念は1964と共通。他方、2020は価値観も多様化し、またコロナ禍という人類共通の困
難な状況の開催という新たな状況の下での開催。
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今後の日本国内、世界でのスポーツインベントに向け、東京大会で得られた成果・学びを下記の通
り「東京2020モデル」として、内外に積極的に継承していきたい。

◆安全・安心：全てのアスリートがベストの力を出せるように

アスリートや大会関係者の安全安心は大会の根幹。仮にコロナ禍が収まったとしても、暑さ対策を
含め、東京大会の安全安心な大会運営のノウハウは、北京大会で踏襲され、今後のモデルとなろう。

◆新たなスポーツ：若い世代の力が発揮できるように

長野大会で採用されたスノーボードは冬の主軸の一つ。東京大会での都市型競技はロス大会で正式
採用。リモートでの楽しみ方は今後更に発展が見込まれる。今後も将来を見据えた変革が求められる。

◆多様性、持続可能性、参画。オリンピックとパラリンピックの協同。：互いを認め合う

コロナ禍という困難を乗り越えた東京大会は様々な障壁を乗り越える共生社会の象徴。メダルプロ
ジェクトのように持続可能性と参画を結びつける取組はSDGｓの根幹であり、今後の大会のモデルと
なろう。また、オリンピック・パラリンピックがそれぞれの強みを活かしながら、協同を促進。

◆簡素化・効率化、透明性：今後の大会に選択肢を提示

東京大会はコロナ禍もあり、これまで拡大の一途だった大会を見直し、スポーツ大会の原点に回帰
したシンプルな大会となった。また、対話と参画、透明性を重視して大会準備・運営を行った。その
取組は今後の大会の在り方の選択肢となる。

◆1964から2020へ：未来への継承と柔軟性

延期・無観客を含め2020大会の姿は1964年とも最近の大会とも異なるが、柔軟に変えたからこそ、
変わらぬスポーツの価値を絶やさず引き継げた。時代や社会の要請に即した大会とすることが重要。

1.2 東京２０２０モデル ～今後のスポーツイベントの新たなモデルとして～
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第32回 オリンピック競技大会

開催期間：10月10日(土) ～ 10月24日(土)  15日間

参加国・地域数：93ヶ国・地域

参加選手数：約5,100人

競技数：20競技、163種目

水泳、陸上競技、バスケットボール、ボクシング、

カヌー、自転車競技、馬術、トライアスロン、

フェンシング、サッカー、体操、ホッケー、柔道、

近代五種、ボート、セーリング、射撃、テニス、

バレーボール、ウエイトリフティング、ゴルフ、

アーチェリー、バドミントン、レスリング、

ラグビー、卓球、テコンドー、ハンドボール、

野球・ソフトボール、空手、スポーツクライミング、

サーフィン、スケートボード ※東京大会追加競技

開催期間：7月23日(金) ～ 8月8日(日) 17日間

参加国・地域数：206ヶ国・地域

選手数：11,417人(205NOC＋難民選手団)

競技数：33競技 、339種目

開催期間：8月24日(火) ～ 9月5日(日)   13日間

参加国・地域数：162ヶ国・地域

選手数：4,403人(161NPC＋難民選手団) ※過去最多

競技数：22競技 、539種目

第16回 パラリンピック競技大会

アーチェリー、陸上競技、パワーリフティング、

水泳、卓球、車いすバスケットボール、

車いすフェンシング、車いすテニス、ボッチャ、

カヌー、自転車競技、馬術、５人制サッカー、

ゴールボール、柔道、ボート、射撃、

シッティングバレーボール、トライアスロン、

車いすラグビー、

バドミントン、テコンドー ※東京大会追加競技

開催期間：11月8日(日) ～ 11月12日(木)  5日間

参加国・地域数：21ヶ国・地域

参加選手数：378人

競技数：9競技 、144種目

【参考】1964年（昭和39年）の東京大会

※過去最多は2012ロンドン
大会の164ヶ国・地域

※過去最多は2016リオ大会の

207ヶ国・地域、選手数11,238

1.3 東京大会の概要
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1.4 大会ビジョン

スポーツには
世界と未来を変える力がある。

1964年の東京大会は日本を大きく変えた。2020年の東京大会は、

「すべての人が自己ベストを目指し（全員が自己ベスト）」、

「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」、

「そして、未来につなげよう（未来への継承）」

を３つの基本コンセプトとし、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とする。

12



大会モットーとは、大会ビジョンを研ぎ澄まし、大会の主催者が世界と共有したいアイデアやコンセプトの
本質をとらえる3～5ワードのシンプルな英語のメッセージです。

東京2020大会の姿勢であるこのモットーは、これまで世界の人々に提供してきたオリンピック・パラリン
ピックの本質的な価値を継承しながらも、2020年という時代性と、東京という都市性を紐解き、今だからこ
そ世界に対して発信することのできるメッセージです。

この大会には、世界200を超える国と地域から選手が集まり、メディアも来る。会わなくとも済む時代に、
まだ会ったことのない人との出会いが生まれます。

国籍や民族、人種、性別、文化、宗教、障がいの有無など、多様な人々と時間と場所を共有します。そして、
スポーツを通して、大勢の人々が様々な感情や感動を体験します。共感できると嬉しいし、異なる感情で
あっても理解できるのだという貴重な体験。まさにスポーツの力といえます。

人は、感情や感動で繋がって初めて、壁の向こうを想像し、互いを認め合うことができます。集まった人間
がエモーションで繋がること。それが、「United by Emotion」というモットーに託したことでした。

1.4 大会モットー

東京2020大会モットー「United by Emotion」
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1.5 大会エンブレム

14

組市松紋（くみいちまつもん）
歴史的に世界中で愛され、日本では江戸時代に「市松模様」として広まったチェッカーデザインを、
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す。
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。



1.6 大会マスコット

15

〇名前の由来

ミライトワという名前は、「未来」と「永遠（とわ）」とい

うふたつの言葉を結びつけて生まれました。

東京2020大会を通じて、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ます。

〇名前の由来

ソメイティという名前は、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

生まれました。東京2020大会を通じて、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

印象づけます。



〇参加選手の評価（IOC調べ）

• 選手村：80％が非常に良い又は良いとの評価

• 競技会場・練習会場：79％が良いとの評価

• 東京大会のコロナ対策：89％が事前に十分な説明があったたとの評価

• 選手村におけるコロナ対策：82％が良いとの評価

〇世界の評価（IOCが世界17の地域で調査）

• 65％が東京大会は成功裏に終わったとの評価

• 59％が東京大会はコロナ禍のトンネルに希望の光となったとの評価

• 60％が東京大会は良いレガシーを残すだろうという評価

〇世界のメディアの報道
• 「五輪を開催するのには最適の場所だったし、日本がとても良くやっていて嬉しい。日本はとても素晴らしい仕事を

した」（NBC放送（8月2日）、ケネディ元駐日大使インタビュー)

• 「この街の人々は非常に寛大で忍耐強い。この東京の人たちの配慮と親切は、この過酷な時代に必要なものを示す教

訓だ」（ガーディアン紙（8月6日）電子版）

• 「実際に始まってみると、期待を裏切らなかった。固定観念を覆すような記録破りのパフォーマンスが繰り広げられ、

色鮮やかな別れを告げた」（AFP通信（9月6日））

• 「到着前は想像できなかったが、毎日体温を測ったり証明書を用意したりして、東京にいる間ずっと守られていて安

全だと感じていた」（BBC（9月6日））

〇日本の世論調査では、大会後、約６割から８割の方が「よかった」と評価。（朝日新聞、読売新聞、共

同通信、NHK）

[Source: Sport & Entertainment; Tokyo 2020 Athletes & Entourage Research; Jul-Sep 2021]

[Source: : Publicis Sport & Entertainment; Tokyo 2020 Post-Games Surveys; August 2021]

1.7 大会開催を振り返っての総括評価
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２．競技



2.1 競技スケジュール 東京2020ガイドブック（2021年7月発行）より

18

〇オリンピック競技スケジュール 〇パラリンピック競技スケジュール

2021年7月2日時点

2021年7月2日時点



2.2 オリンピック・パラリンピック競技会場一覧

19

※開催日前日の判断により、サッカー女子決勝はオリンピックスタジアムから横浜国際総合競技場に会場変更



2.3 オリンピック アーチェリー

• 台風の接近に伴い、7月27日の競技時間の一部変更や翌日以降への
延期を行った。

• コロナ対策として、従来はランキングラウンドにおいて2人で1的を
使用し、的から引き抜き点数を確認する作業も協働で行っていたと
ころ、1人1的とすることで接触機会を低減した。

• 日本が男子団体と男子個人で銅メダルを獲得。特に、男子団体は日
本ではこの種目初めてのメダル獲得となった。

メダル決定日 競技日東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 都立夢の島公園内に競技会場を新設。決勝会場は仮設であるが、
予選会場は恒設施設として、大会や体験教室に利用される予定。

• 51か国・地域から128名の選手が参加し5種目を実施。

• 男女1人ずつがペアになって競う、新種目の混合団体を東京2020
大会にて初めて導入。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

夢の島公園アーチェリー場
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2.3 オリンピック ウエイトリフティング

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• コロナ対策として、練習会場では、入口と出口を分ける、
選手の手につける滑り止めの粉を小分けにし選手に個別
配布、競技会場ではポディウムの頻繁な消毒などを実施。

• 女子59キロ級において日本が銅メダルを獲得。
東京2020大会において世界新記録を４つ樹立。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 東京国際フォーラムにて競技を実施。同会場に練習会場を併設。

• 77か国・地域から男子99名（うち難民選手団から１名）、
女子98名が参加。

• 男子7階級・女子7階級、10日間にわたり24セッション実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

東京国際フォーラム

メダル決定日 競技日

21



• 海の森水上競技場は、都心ベイエリアに新設された国際水準の
恒設会場。

• 51か国・地域から249名の選手が参加。男女各6種目を実施。

• 東京大会から種目数、選手枠数が男女同数となった。

2.3 オリンピック カヌー（スプリント）

• 予定どおりの日程で競技を実施した。風の影響を受けやすい競
技だが、気象の専門家が会場に常駐し、IFに対して随時解説を
行ったことで円滑に競技が進行した。

• スポーツプレゼンテーションの新たな取組として、メダリスト
へのインタビューを水面に浮かべたセレモニーポンツーン上で
実施した。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

メダル決定日 競技日

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

海の森水上競技場
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2.3 オリンピック カヌー（スラローム）

• 競技、公式練習直前のプレゲームズトレーニングを含めて長
期間の運営となった。台風の影響が懸念され、対応を行うこ
ともあったが、予定どおりの日程で競技を実施できた。

• 選手の暑さ対策としてFOPのコンクリートに散水をするとと
もに、水浴びができるようにした。

• ビデオ分析室の機能を各国テントに移すことで第2アスリー
トラウンジとして開放し、アスリートラウンジが密にならな
いようにした。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 日本初の人工コース。恒設施設として葛西臨海公園に隣接。

• 34か国・地域から82名（91艇）が出場し、4種目を実施。

• 東京2020大会から男女同数の選手参加を実現。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

カヌー・スラロームセンター

メダル決定日 競技日

23



2.3 オリンピック 空手

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• コロナ対策として、FOP入場前に選手・審判は消毒マットにて足
部を消毒する等の対策を実施。

• 形/組手計８種目において、全て異なる出場国の選手が金メダル
を獲得。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 1964年の東京大会でのレガシー会場である日本武道館にて実施。

• 36か国・地域から81名の選手が参加。

• 東京2020提案の追加競技として、形（男女）・組手（男女各3階
級）種目を初めて実施。IF主催大会の組手種目では、通常、男女
とも５階級に分かれるが、東京2020大会では男女とも３階級に集
約し、オリンピックフォーマットとして競技を実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

日本武道館

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 近代五種

• 5種類の競技のうち、天候の影響を受けるフェンシングボーナスラ
ウンドについては、雨の影響を防ぐ工夫を施した。

• 馬術では障害物に日本文化をデザインした障害を使用。

• 転換も順調に進み、予定どおりの日程で競技を実施した。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• サッカー、7人制ラグビーを実施した後に、近代五種の競技会場へ
仮設プールの設営も含めて3日間で転換。

• フェンシングのランキングラウンドを武蔵野の森総合スポーツプラ
ザで実施した後、オリンピック史上初めて、5種類の競技を１つの
スタジアムで実施。

• 31か国・地域から72名の選手が参加し2種目を実施。

メダル決定日 競技日

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京スタジアム
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2.3 オリンピック ゴルフ

• 男子は悪天候により3日目の競技が翌日に延期されたが、予定通り4日
間の競技日程で実施できた。

• 女子は暑さ・台風対策のため、3日目以降の競技を1番ホールと10番
ホールの同時スタートに変更し、かつ4日目の開始時間を前倒した。

• 霞ヶ関カンツリー倶楽部及び全国各地のゴルフ場から募集した100名
以上のスタッフによるコースメンテナンスを行い、長期間に及ぶ猛暑
の中、芝コンディションを高レベルで維持。

• 男子は松山選手がメダル争いに加わり、女子は稲見選手が銀メダルを
獲得するなど、日本人選手の活躍が目立った。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 90年以上の歴史を誇る霞ヶ関カンツリー倶楽部にて開催。
• 前回のリオデジャネイロ2016年大会で112年ぶりにオリンピック競技

に復活し、4回目の開催となった。
• 42の国と地域から、男女各60名が参加した。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

霞ヶ関カンツリー俱楽部

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック サーフィン

• 台風の影響により、良好な波が予想されたため、４日目に予定
していた競技を前倒し、競技３日目で全イベントを終了。

• サーフィンカルチャーをオリンピックにも持ち込み、観客向け
のサーフィンフェスティバル（OSF）を７月25日～８月１日
の８日間企画していたが、無観客決定を受けて中止。

• 日本人選手が活躍し男子銀１つ、女子銅１つのメダルを獲得。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 通常の砂浜をペリメータで仕切って設営した完全仮設屋外会場。

• 18の国・地域から男女20名ずつの選手が参加し、ショートボー
ドの1種目を実施。

• 波の状況により競技日程が左右されるため、競技日程8日間のう
ち4日間を競技日とするサーフィン独自の競技日程を設定。

• 東京2020大会で初めて採用された追加競技。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック サッカー

• 台風の影響が懸念されたが、気象情報センターの情報に基づき、現
場において適切なリスク評価と対策を実施した結果、競技への影響
はなかった。

• 暑さ対策の観点で選手への影響を考慮し、IOC/IFと協議の上、女子
決勝について会場（オリンピックスタジアムから横浜国際総合競技
場へ）と時間を変更。（男子３位決定戦も時間を変更）

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 6都市（札幌・宮城・鹿嶋・さいたま・東京・横浜）、6競技会場、
19練習会場で開催。

• 24か国から28チーム（男子16チーム、女子12チーム）、計616名が
参加。

• 開会式前からスタートする数少ない競技。男女合わせて18日間で58
試合を実施。

21日
7月

22日
7月

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

札幌ドーム、宮城スタジアム、茨城カシマスタジアム、埼玉スタジアム2002、東京スタジアム、横浜国際総合競技場

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック ７人制ラグビー

• 雷の影響により、競技開始時間の遅延が数回発生したが、
概ね順調に進行し、予定通り終了した。

• 体力の消耗が激しいため他競技に比べて氷の消費が多かっ
たものの、不足なく供給し、選手のコンディションを維持
した。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• サッカーと近代五種の間に、同一会場にて実施。

• 男女各12チームが参加し、2種目を実施。
（16カ国・地域から312人の選手が出場）

• リオ大会に続き2回目の実施。ジェンダー平等の観点から
男子、女子の順に種目を実施。

• 男女それぞれ3日間で、各34試合を実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

東京スタジアム 

メダル決定日 競技日

29



2.3 オリンピック 自転車競技（ロード）

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• ロードレース種目は東京都の武蔵野の森公園をスタートし、神奈
川県、山梨県を通過して静岡県の富士スピードウェイまでの１都
３県にまたがる。男子約244キロ、女子約147ｋｍのコース。

• ロードレース種目では、コースの登りの高さを積み上げる獲得標
高が男子で4865ｍ、女子2692ｍとなっており、過去大会と比較
しても最高クラスにタフなコースである。

• 67か国・地域から201名（男子131名、女子70名）の選手が参加
し、４種目を実施した。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

富士スピードウェイ

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 長大なコースであったが、無線を用いた連絡や、コース上の計7
地点に対する雨量や視程等の気象情報の提供により、円滑な競技
運営を行うことができた。

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 自転車競技（トラック）

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 日本人では、自転車競技の日本人女子選手史上初の銀メダルを
獲得。

• 世界新記録が３つ誕生。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 静岡県伊豆市にある、国際自転車競技連合（UCI）規格の周長
250m木製走路を有する屋内型自転車トラック競技施設で実施。

• 36か国・地域から195名の選手が参加し、12種目を実施。

• 種目数が12種目（6種目×男女）あり自転車競技の中で最も多い。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

伊豆ベロドローム

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 自転車競技（マウンテンバイク）

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 台風の影響で競技日当日にコースの修正が必要になったが、周回
数変更などを選手に通知する等臨機応変な対応を行ったことで、
コース修正が間に合い、予定通り競技を実施することができた。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 新設の伊豆マウンテンバイクコースを使用。
全長4.1km、高低差150mのオフロードコースは、従来のオリンピ
ックコースと比べて難易度が高く、コースの途中には富士山を望む
ビューポイントがある。

• 試合は全選手が同時にスタートするが、１周目トップの選手のラッ
プタイムが基準となり、トップとの差が基準タイム+80%に達した
選手は脱落していくサバイバルレースでもある。

• 男子38名女子38名の計76名、35か国が参加。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

伊豆MTBコース 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 自転車競技（BMXフリースタイル）

• 雨や風の影響を受けやすい競技だが、競技期間中は天候に恵ま
れ予定どおり競技を実施した。

• 台風の影響が懸念されたが、気象情報センターの情報に基づき、
現場において適切なリスク評価と対策を実施した結果、競技へ
の影響はなかった。

• 競技運営のために多数の関係者が利用するステージングエリア
においては、厳格な動線分離を実施。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• アーバンスポーツの中心となった会場のひとつである、「有明
アーバンスポーツパーク」にて実施。

• 東京2020大会から新たに追加となった種目であり、自転車競技
の中で唯一の採点競技である。

• 男子9名女子9名の計18名、日本含む11か国が参加。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

有明アーバンスポーツパーク 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 自転車競技（BMXレーシング）

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

有明アーバンスポーツパーク 

• アーバンスポーツの中心となった会場のひとつである、「有
明アーバンスポーツパーク」にて実施。

• 2008年の北京オリンピック大会より正式種目として採用さ
れ、4回目の開催となった。

• 男子24名、女子24名の計48名、日本含む21か国が参加。

• 雷と雨の影響が懸念されたものの、気象情報センターの情報に
基づき、現場において適切なリスク評価と対策を実施した結果、
予定された期間内に競技を終えることができた。

• 選手が審判に衝突する事故が起こり選手が負傷したが大事には
至らなかった（当該選手は、その後金メダルを獲得した）。

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック スケートボード

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 臨海地区に、スケートボードのほかBMXﾚｰｼﾝｸﾞ/ﾌﾘｰｽﾀｲﾙの都市型
スポーツ種目を実施する「有明アーバンスポーツパーク」を仮設。

• 25か国・地域から男女40名ずつの選手が参加し、「ストリート」
と「パーク」の2種目を実施。

• 東京2020大会で採用された追加競技。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

有明アーバンスポーツパーク

• 雨や風の影響を受けやすい競技だが、競技期間中は天候に恵まれ予定
どおりの日程で競技を実施した。

• 自転車競技のBMXフリースタイル、BMXレーシングと運営エリアを共
有していたことから、動線やメディアスペースの確保等、関係者と調
整して運営。

• 日本人選手が活躍し金3つ、銀1つ、銅1つのメダルを獲得。

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 射撃

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 1964年東京大会のライフル・ピストル会場である陸上自衛隊朝霞
訓練場に競技会場を仮設しライフル・ピストル射撃とクレー射撃
の２種別を実施。

• 101か国・地域から356名の選手が参加し2種別15種目を実施。

• 男子のみの3種目に代わり男女混合3種目を東京2020大会にて初
めて導入。男女同数の選手参加を実現。

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 公式練習は大雨の影響を受けたが、スタッフが連携して対応を行い、
予定どおり実施。

• 銃器の取扱いに関して関係者と十分協議の上、円滑な運営を実施。

• 世界新記録が3つ誕生。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

陸上自衛隊朝霞訓練場 

メダル決定日 競技日

36



2.3 オリンピック 柔道

• 各日、決勝を実施するというタイトな競技日程であったが、
予選（2面）から決勝（1面）への迅速な畳転換により予定通
りに実施。

• 練習会場として講道館を使用。

• 日本人選手が金メダル第１号を含め大活躍（金9つ、銀2つ、
銅1つ）。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 1964年東京大会の柔道競技で使用された日本武道館で個人
（男女各７階級）・男女混合団体を実施。

• 個人：128か国・地域から393名、混合団体：12か国138名の
選手が参加。

• 混合団体を東京2020大会で初めて導入。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

日本武道館 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック アーティスティックスイミング

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 8月1日の競泳競技終了後、メインプールの造作物等の転換を
一夜で終了させ、翌日の早朝から練習が行われた。

• デュエット・チームともにROCが優勝。ロシア勢として６連
覇を達成した。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 国際基準のメインプールやダイビングプール、国内最大級の
観客席を備えた新設会場。オリンピックでは競泳・飛込・
アーティスティックスイミングの３種別が実施された。

• 22か国・地域から104名の選手が参加し２種目を実施。

• デュエットは22か国、チームは10か国で優勝を争った。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

東京アクアティクスセンター 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 競泳

• 午前は決勝及び表彰、午後は予選を行い、いずれも予定通りの
日程で競技を実施した。

• 練習スケジュールを国別に組む、ミックスゾーンでマスク着用
を義務付けるなどのコロナ対策を実施した。

• 大橋悠依選手の2冠をはじめ、日本人選手は金2つ、銀1つ。
また、世界新記録が6つ誕生。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 国際基準のメインプールやダイビングプール、国内最大級の
観客席を備えた新設会場。オリンピックでは競泳・飛込・
アーティスティックスイミングの３種別が実施された。

• 179か国・地域から748名の選手が参加し35種目を実施。

• 800m自由形（男子）、1500m自由形（女子）、4×100m
メドレーリレー（混合）の３種目を新たに実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

東京アクアティクスセンター

メダル決定日 競技日

39



2.3 オリンピック 水球

• 男女の競技を隔日で交互に実施。16日間の長丁場だったが、
全日程予定どおり競技が実施された。

• 男子はリオ大会優勝のセルビアが連覇、女子はアメリカが3連
覇を達成。一方、日本男子は、ロサンゼルス大会以来、37年
ぶりにオリンピックで勝利を挙げた。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 東京都における水泳の中心的・象徴的施設としての役割を担う
専門施設として1993年に設置された施設。競泳などオリンピッ
ク3種別、パラリンピック1種別が実施された東京アクアティク
スセンターに隣接。

• 16か国・地域から286名の選手が参加。

• 男子は12チーム、女子はリオ大会から２チーム増えて10チーム
でメダルを争った。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

東京辰巳国際水泳場

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 飛込

• 競技日数は13日に及んだが、全日程で予定どおり実施された。

• 8種目のうち、7種目で中国が金メダルを獲得。

• 日本人選手では、14歳の玉井陸斗が7位となり、21年ぶりの
入賞を果たした。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 国際基準のメインプールやダイビングプール、国内最大級の観
客席を備えた新設会場。オリンピックでは競泳・飛込・アー
ティスティックスイミングの3種別が実施された。

• 30か国・地域から143名の選手が参加。

• 男女それぞれ、飛板飛込、高飛込、シンクロナイズド飛板飛込、
シンクロナイズド高飛込の4種目のメダルを約2週間にわたり
争った。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

東京アクアティクスセンター

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック マラソンスイミング

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 海や緑の自然と、レインボーブリッジなどの景観が融合した
会場。

• 31か国・地域から51名の選手が参加。

• 男女ともに距離は10km。約1.43km×7周回のコースを採用。

• 暑さ対策として、競技は6時30分に前倒して開始。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

お台場海浜公園

• 水質・水温に関する規定が存在するが、IFと継続的に協議を
重ね、下記の対策を講じることにより、予定された日程で競
技を実施した。

• 水質や水温の維持については、水中スクリーン等の設置によ
り対策を行い確保した。

メダル決定日 競技日

42



2.3 オリンピック スポーツクライミング

• 予定どおりの競技日程で実施された。

• 競技特性であるボルダリング及びリードの
ルート秘匿性担保のため、関係者と十分な協
議を行った。

• 女子スピードにて世界新記録が誕生。

• 日本選手団女子が活躍し、銀1つ、銅1つを獲
得した。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 東京2020大会のためにデザインしたクライミングウォールを青海アーバン
スポーツパークに仮設し、練習及び競技を実施。

• 19か国から40名（男子20名、女子20名）の選手が参加。

• 東京2020大会の追加種目として、東京2020大会のために設けられた
ボルダリング・リード・スピードの3複合種目で初の実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

青海アーバンスポーツパーク

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック セーリング

• 8月2日は無風のため競技が翌日に順延されたが、この日以外は
天候に恵まれ、最終の予備日を使うことなく予定の8月4日まで
に全10種目全レースを実施できた。

• 運営チームを艇種別に編成し、順調にレースを実施した。

• ビデオ判定システムが導入され、規則違反の判定に活用された。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 1964年東京大会のセーリング競技のために建設された江の島
ヨットハーバーを活用。2020大会のために新設されたセーリン
グセンターに加え、多くの仮設設備で会場を構成し、全10種目
を実施した。

• 65か国・地域から250艇350人の選手が参加、6艇種10種目を実
施した。

• 種目はリオ大会と同様だが、艇の改良により高速化がさらに進ん
だ。

• 種目ごとの男女数を見直し、選手総数の男女比50:50を実現した。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

江の島ヨットハーバー

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 体操（新体操）

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 同会場にて体操競技、トランポリン、新体操が連続した日程で
行われた。体操競技からの短期間の全面転換を円滑に実施。

• 選手が演技に集中でき、また美しく撮影されるように広範囲の
競技ポディウムを設置。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 選手村から近い有明地区に競技会場を仮設。

• 20か国・地域から96名の女子選手が参加。3日間にわたり、
個人競技と団体競技を実施。

• 個人は「フープ・ボール・クラブ・リボン」の4種目を、団体は
1チーム5人の選手による「ボール」と、「フープ・クラブ」
2種目を実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

有明体操競技場 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 体操（体操競技）

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 同会場にて体操競技、トランポリン、新体操が連続した日程
で行われ、トランポリンとの転換を円滑に実施。

• 日本人選手が活躍し金2つ、銀1つ、銅2つのメダルを獲得。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 選手村から近い有明地区に競技会場を仮設。

• 男女60か国・地域から196名の選手が参加し、男子は
「ゆか・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒」6種目を 、
女子は「跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか」 4種目を
1チーム4人の団体、個人総合、種目別を実施。

• 約120の審判員席を競技エリア周囲に配置することで、
見えやすさなどを向上させた。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

有明体操競技場

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 体操（トランポリン）

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 同会場にて体操競技、トランポリン、新体操が連続した日程で
行われ、体操競技との転換を円滑に実施。

• 他の2種目と同様、審判員、トレーニングホールからの選手動
線などにおいて、新型コロナウイルス対策を十分に行い、安全
に競技運営を実施。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 選手村から近い有明地区に競技会場を仮設。

• 男女15か国・地域から32名の選手が参加し、2日間にわたり、
男女個人競技を実施。

• 1回の演技で10種目の技を構成し演技を行い、演技の美しさ、
技の難しさ、跳躍時間点、移動点の合計を競う。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

有明体操競技場

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 卓球

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 選手の要望に応じて、競技会場に練習用の卓球台を増設。

• 新種目の混合ダブルスにおいて日本が金メダルを獲得。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 東京体育館で実施。東京1964大会時に、体操競技、水球が
開催された、1964年のオリンピックレガシー施設のひとつ。

• 57か国・地域から172名の選手が参加。

• 男子・女子シングルス、混合ダブルス、男子・女子団体の5
種目実施。なお、混合ダブルスは東京2020大会にて初めて
導入。

• 試合進行の迅速化のために、採用された複数のボールを使っ
て試合進行するマルチボールシステムを東京2020大会にて
初めて導入。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

東京体育館 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック テコンドー

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• テコンドーの特徴である電子防具の取り扱い、運用に関して関
係者と十分協議の上、円滑な競技運営を実施。

• 欧州をはじめ、アジア、中東、アフリカなど様々な国の選手が
メダルを獲得した。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 既存の多目的イベント施設である幕張メッセにおいて、テコン
ドーを含む7競技(オリンピック3競技・パラリンピック4競技)
を実施。

• 61か国・地域から130名の選手が参加し、男女各4階級で競技
を実施。

• 電子防具を用いたコンタクトスポーツであり、セッションブレ
イク間で各国から選抜されたメンバーの団体戦(Showcase)を実
施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

幕張メッセ Aホール

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック テニス

• 暑さ対策として、ベンチの横に選手用スポットクーラーを導入、
また全選手にアイスタオルを提供。

• 競技期間中、アスリートファーストの観点から、暑さを考慮し
て11～20時の競技時間帯を15～24時に変更し、予定どおりの
期間で競技を終了することができた。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 国内有数のテニス競技施設である有明テニスの森公園にて、
マッチコート12面を使用して実施。

• 45か国・地域から190名の選手が参加し、5種目を実施。

• FOP5面にホークアイ（ビデオ判定システム）、全FOPにサーブ
クロック（ポイント後、次のファーストサーブまでの秒数をカ
ウントダウンする装置）を導入。また、選手サービスとして会
場内の移動にカートを導入したほか、インドア施設内に大型選
手ラウンジを設置。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

有明テニスの森 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック トライアスロン

• 水質・水温に関する規定が存在するが、IFと継続的に協議を重ね、
下記の対策を講じることにより、予定された日程で競技を実施し
た。

• 水質や水温の維持については、水中スクリーン等の設置により対
策を行い確保した。

• 暑さ対策として給水やクールベストに関する特別ルールを設けて
実施。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• レインボーブリッジに臨む公園の海上及び砂浜に、大型仮設の
床を設置し、「オリンピック史上最も都会的なコース」 を設定。

• 37か国から109名の選手が参加し個人男女、16チームで混合リ
レーを実施。混合リレーは男女2名ずつリレーを行う新種目。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

お台場海浜公園

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 馬術

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• クロスカントリーを除き、競技を夜に設定したため、
気温（WBGT)による競技への影響を回避。

• 海の森会場では6月の長雨で競技10日前までコース、
馬場の排水への対応を行った。

• 馬術は男女の区別のない競技。ドイツのユリア・クラ
イエフスキー選手はオリンピック総合馬術競技で女性
初の金メダルを獲得。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

馬事公苑

写真提供 日本馬術連盟

写真提供 日本馬術連盟

写真提供 日本馬術連盟

• 1964年大会で馬場馬術競技が行われた「馬事公苑」をJRA協力のもと全面改修。
馬場馬術競技、総合馬術競技(馬場および障害)、障害馬術競技の3種目を実施。

• 総合馬術競技クロスカントリーは「海の森公園」に仮設コースを造成して実施。
総合馬術競技を2会場で行うのは2008年北京大会以来2度目。

• 50か国・地域から235名237頭が参加し3種目を実施。

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック バスケットボール

• コロナ対策として頻繁にボールを消毒したが、ボールが乾くま
での時間を考慮して個数管理を行い、予定通り競技を実施した。

• 日本チームは女子が銀メダルを獲得。アメリカチームは男子4
連覇、女子7連覇を達成。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 国内最大級のアリーナである「さいたまスーパーアリーナ」
にて実施。

• 18か国から男子144名、女子144名の選手が参加。

• 男女1種目ずつ、予選リーグと決勝トーナメント合計15日間
にて実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

さいたまスーパーアリーナ

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック バスケットボール(3x3 バスケットボール)

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 11m x 15mの競技エリアを直径42mの大型テント屋根でカ
バー。天候の影響を受けることなく安全な運営を実行。

• 3x3史上初のオリンピック金メダルは男子ラトビア、女子アメ
リカが獲得。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 東京2020大会で初のオリンピック種目化。

• 屋外仮設会場。同会場では、当競技の後に転換工事を行い、
スポーツクライミングと5人制サッカーを実施。

• 13か国・地域から男女各8チーム・計64名の選手が参加。

• ウォームアップコート2面をスポンサーショーケースエリア
内に配置。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

青海アーバンスポーツパーク

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック バドミントン

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 日本人選手は、混合ダブルスの銅メダル1つを獲得。

• オリンピックでは初めて、スマッシュのスピードをリアルタイ
ムで表示する機器をFOPに設置することで、視聴した者等にお
ける盛り上がりや競技への関心を高める工夫を導入した。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• オリンピックの近代五種、パラリンピックの車いすバスケット
ボールと同一の会場で実施。

• 練習・ウォームアップに係るコートについては、大会会場のサブ
アリーナを使用。

• 50か国・地域から173名の選手が参加し5種目を実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

武蔵野の森総合スポーツプラザ

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック バレーボール

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 特に予選ラウンドは早朝から深夜まで毎日試合を行うタイトな
日程であったが、会場チーム、ボランティア、大会運営経験豊
富なコントラクター等と連携し円滑な運営を実現。

• 会場内の動線分離やコート・ボール等の消毒の徹底により安全
な環境を整備。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 有明北地区に新設された競技会場、および４独立練習会場
（千代田区、江東区、葛飾区、千葉県市川市）で開催。

• 18か国から24チーム（男子12チーム、女子12チーム）、
計288名が参加。

• 男女ともに、開催国の日本を除く世界ランキング上位24か
国が大陸間予選・大陸予選を行い、出場国を決定。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

有明アリーナ

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック バレーボール（ビーチバレーボール）

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 期間中、会場内は厳しい高温に見舞われたが、氷、日陰用のテント
やミストファン等の対策を講じ、競技を実施。

• 雷雨の接近により競技運営への影響が懸念される場面もあったが、
IFとともに適切に状況の監視を行い、競技を実施。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 既存の公園内に競技エリア・観客席等を仮設して実施。

• 沈み込みの程度等が競技運営上重要となる砂は、IF基準を満たす
ベトナム産を使用。

• 23か国・地域から96名の選手が参加し2種目（男女ともにペア）
を実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

潮風公園 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック ハンドボール

• 大会初日から最終日まで毎日試合が実施された。特に予選
ラウンドは1日6試合のタイトなスケジュールであったが、
予定どおりの日程で競技を実施することができた。

• 日本女子チームは予選ラウンドで45年ぶりの勝利をおさめ、
次回大会開催国であるフランスが男女共に金メダルを獲得
した。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 1964 年大会でも会場として使われた国立代々木競技場、
及び３独立練習会場（港区、文京区、品川区）で実施。

• 男女各12チームが参加し、2種目を実施。
（18カ国・地域から359人の選手が出場）

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

国立代々木競技場

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック フェンシング

• 予定どおりの競技日程にて実施。

• 男子エペ団体で日本史上初の金メダルを獲得。幕張メッセで
行われた競技の中で最初の日本の金メダルとなった。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 既存の多目的イベント施設である幕張メッセにおいて、
フェンシングを含む7競技(オリンピック3競技・パラリン
ピック4競技)を実施。

• 42か国・地域から261名の選手が参加し、オリンピックに
て史上初めてフェンシング競技の全12種目を実施。

• 日本国内においてフルーレ・エペ・サーブルの全3種目を
国際大会レベルで同一の会場で実施した初の大会となった。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

幕張メッセ Ｂホール

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック ボート

• 風の影響を受けやすい競技であり、気象の専門家が競技会場に
常駐し、IFに対して随時解説を行った。

• 強風の予報に基づき、一部のセッションを別の日に変更した。
これは東京大会における最初の競技日程変更であった。

• 結果として、予定通り7月30日に全種目を終えることができた。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 海の森水上競技場は、都心ベイエリアに新設された国際水準の
恒設会場。

• 80か国・地域から艇数206艇、選手数528名が参加し、
男女7種目ずつを実施。

• 種目の入れ替えにより東京大会では男女同数の種目数を実現。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

海の森水上競技場

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック ボクシング

• 大会1日目から最終日まで8月2日を除き大会期間を通じて試
合があったが、予定通り実施。

• 日本人選手が活躍し金1つ、銅2つのメダルを獲得。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 日本の伝統文化、相撲の舞台である国技館にて実施。

• 81か国・地域から289人の選手が出場し、13種目が実施
された（男子8種目、女子5種目）。

• ジェンダー平等の観点から、リオ大会に比べ、男子の階級
が2つ削減され、女子の階級が2つ増えた。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

国技館

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック ホッケー

• 予定通り競技を実施した。

• 競技エリアにおける日射の照り返し等により、暑さ対策が重要な
会場。テストイベント段階から氷、日陰用の屋根やミストファン
等の対策を実施した。

• 本大会期間中も会場内は厳しい高温に見舞われたが、上記の対策
を講じ、競技を継続した。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 夜間照明を備え、国際規格の人工芝を敷設した恒設ホッケー競技場
として新規に会場を整備。約2,600人収容のメインのノースピッチ
（新設）と、約500人収容のサウスピッチ（既存施設を改修）から
なる。

• 14か国・地域から432名の選手が参加し男女2種目を実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

大井ホッケー競技場 

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 野球・ソフトボール

• 台風により雨で試合が中断されることがあったが、競技日程を再設
定することなく、既定の競技日程で競技を終了させることができた。

• 日本選手団が活躍。ソフトボールは北京大会に続き金メダル。野球
もオリンピック初となる金メダル。

• 野球競技に使用されたリリーフカーの座席をグローブ型にする等の
演出を行った。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 復興オリンピック・パラリンピックの理念の下、オリンピック最
初の種目として、ソフトボールを福島県の福島あづま球場で実施。
ソフトボール終了後に実施された野球についても福島あづま球場
から競技スタート。福島あづま球場の他に横浜スタジアムを使用
し、決勝は両種目とも横浜スタジアムで実施。

• 野球6か国144名、ソフトボール6か国90名の選手が参加。

• 開催国提案による追加競技。北京2008大会以来の実施。

21日
7月

22日
7月

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

福島あづま球場、横浜スタジアム

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 陸上競技（トラック＆フィールド）

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

オリンピックスタジアム 

• 大会期間中の大雨により一時競技中断も出たが、WA（世界陸上競
技連盟）と連携しながら、概ね時間通りの競技進行を実施。

• 男女100m決勝ではオリンピック陸上競技史上初となるプロジェク
ションマッピングを利用した演出を実現。

• 混成競技は男女同日開催をオリンピックで初めて実施

• 世界新記録が3つ誕生。

• 2019年に新設された国立競技場を競技会場として陸上競技
（トラック＆フィールド）を実施。

• 191か国・地域から1,670名の選手が参加し、43種目を実施。
参加選手数は全競技を通じて最大。

• 男女同数種目の上で初となる混合4x400mリレーを導入。

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック 陸上競技（マラソン・競歩）

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

札幌大通公園

• 発着地点となる大通公園を含むコースについて、地元自治体を含む
関係機関と緊密な連携協議を重ね、円滑な競技運営を実施。

• 札幌では近年にない記録的な猛暑であったが、暑さ対策等徹底し、
円滑に競技を運営。特に女子マラソンについては、当日の気象条件
等を考慮してスタート時間の繰り上げを実施。

• メダルセレモニーはオリンピックスタジアムにて実施されたため、
アスリートの札幌から東京への移動について、関係者間で十分協議
のうえ円滑に実施。

• 札幌大通公園の一部を競技会場として陸上競技（マラソン・競歩）
を実施。

• 69か国・地域から368名の選手が参加し、5種目を実施。

• 男子（マラソン、競歩（20km, 50km））、女子（マラソン、競歩
20km）をそれぞれ実施した。なお、男子マラソンは過去大会に則
り最終日に実施。

メダル決定日 競技日
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2.3 オリンピック レスリング

• 競技日程に影響を与える事象は発生せず、予定どおりの日程で実施された。

• 試合と試合の間に競技マットを消毒した。ウォームアップエリアや練習会
場のマットも頻繁に消毒作業を行った。

• 日本人選手が活躍し金5つ、銀1つ、銅1つのメダルを獲得。

東京2020大会における競技概要

競技運営の状況

• 既設の多目的イベント施設である幕張メッセにおいて、レスリングを含む
7競技(オリンピック3競技・パラリンピック4競技)を実施。諸室や観客席
等を仮設で設置。

• 男子12種目（グレコローマンスタイル・フリースタイル）、女子6種目
（フリースタイル）実施。

• 61か国・地域から289名の選手が参加。

• 日本国内で人気の高い女子レスリングについて、競技期間中、1日1階級
ずつ毎日実施。男子は前半3日間でグレコローマンスタイル、後半3日間
でフリースタイルを実施。

23日
7月

24日
7月

25日
7月

26日
7月

27日
7月

28日
7月

29日
7月

30日
7月

31日
7月

1日
8月

2日
8月

3日
8月

4日
8月

5日
8月

6日
8月

7日
8月

8日
8月

会場

競技

日程

幕張メッセ Ａホール

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック アーチェリー

• 雷雨の影響が懸念されたため、一部の競技を翌日に延期した。

• 世界新記録が1つ誕生。

• コロナ対策として、的と的の間隔を広げ選手の接触機会を低減
した。

• オリンピックと同一の会場にて競技を実施。

• 42か国・地域から139名の選手が参加し9種目を実施。

• 種目は、弓の形が異なる「リカーブオープン」と「コンパ
ウンドオープン」、四肢に障がいがあり、車いすを使用す
るクラス限定の「W1」の3部門に大別される。全部門で男
女別の個人戦と、男女各1名による混合（ミックス）戦を
実施。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場 夢の島公園アーチェリー場

競技

日程

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック カヌー（スプリント）

• 予定どおりの競技日程で実施。風の影響を受けやすい競技だ
が、気象の専門家が会場に常駐し、IFに対して随時解説を
行ったことで円滑に競技が進行した。

• 事前キャンプ地と連携し、競技艇の円滑な輸送を支援した。

• 決勝レースでは、ミックスゾーンの対応をセレモニー終了後
としたことにより、フィニッシュからセレモニーまでアス
リートに負担の少ない動線を提供できた。

• 海の森水上競技場は、水上競技の拠点として、アクセシビリ
ティを含め国際水準を満たした恒設会場

• 29か国・地域から91名の選手が参加。東京大会から新種目
として、片側に浮材が張り出す形式の艇である「Va’a」が追
加され、男子2クラス 女子1クラスが実施された。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

海の森水上競技場

メダル決定日 競技日

68



競技運営の状況

2.3 パラリンピック 車いすテニス

• ベンチの横に選手用スポットクーラーを導入、また全選手にアイスタ
オルを提供。

• 大会前半では、暑さを考慮した基準に基づき、試合開始を遅らせる
ケースが複数回発生。後半では、雨によりセンターコートに試合を集
約して競技時間を延長するなどし、大会期間中に全ての試合を実施

• 日本人選手が活躍し金1つ、銀1つ、銅2つのメダルを獲得。

• 国内有数のテニス競技施設である有明テニスの森公園にて、マッチ
コート10面を使用して実施。

• 31か国・地域から104名の選手が参加し、6種目を実施。

• FOP2面にホークアイ（ビデオ判定システム）、全FOPにサーブク
ロック（ポイント後、次のファーストサーブまでの秒数をカウントダ
ウンする装置）を導入。ホークアイはパラリンピック史上初。選手
サービスとして、会場内移動にモビリティサポートを、インドア施設
内に大型ラウンジを導入。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

有明テニスの森 

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 車いすバスケットボール

• 予定どおりの競技日程で実施された。

• それぞれ独立した2つの競技会場と1つの練習会場を運営した
が、転換等を含め、大きな問題は発生しなかった。

• 日本選手団男子が初の銀メダルを獲得。

• 期間の前半は2つの競技会場を併用、メダルマッチを含む後半は
有明アリーナのみで実施。

• いずれの競技会場もオリンピック競技でも使用のため、車いす
に対応した木床の敷設等の会場転換工事を実施。

• 14か国・地域から262名の選手が参加し2種目を実施。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

有明アリーナ、武蔵野の森総合スポーツプラザ

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 車いすフェンシング

• 運営上の特段の問題はなく、予定どおりの日程で競技を実施した。

• 競技で使用する剣やフェンシングマスクなどを頻繁に消毒し、また、練
習会場や競技会場のピストも頻繁に消毒した。加えて、コールルームな
ど選手が密になりやすい場所については、一人ずつコールする、待機場
所は選手と選手の間隔を空けて待機させるなどの対策を行った。

• 既存の多目的イベント施設である幕張メッセにおいて、車いすフェ
ンシングを含む7競技(オリンピック3競技・パラリンピック4競技)を
実施。

• 20か国・地域から96名（男女各48名）の選手が16種目に参加。

• 競技を行うFOPにおいて、赤、緑、黄、青の各色のピストとグレー
の決勝ピストで色分けし、視覚的に見やすくしたX型ポディウムを大
会史上初めて採用した。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

幕張メッセ Ｂホール

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 車いすラグビー

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 日本代表がリオ大会に引き続き、銅メダルを獲得。

• 体温調節が難しい選手の障がい特性を考慮し、空調設定温度を
適切に管理。

• オリンピック時ハンドボール会場に使用された国立代々木競技場
を転換し使用。

• 男女混合競技であり、8か国・地域から92人の選手が参加。
日本チームにも女性選手が1名代表入りした。

• 四肢まひ等、手と脚に障がいのある選手が参加。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

国立代々木競技場

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック ゴールボール

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

幕張メッセ Ｃホール

• 既存の多目的イベント施設である幕張メッセにおいて、ゴールボール
を含む7競技(オリンピック3競技・パラリンピック4競技)を実施。

• 男女各10チーム、15か国から118名の選手が参加
10日間で、予選・決勝トーナメント 計56試合を実施。

• 日本女子チームが銅メダルを獲得（ロンドン大会での金メダル以来の
メダル獲得）、日本男子チームは開催国枠で初出場。

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 選手動線に点字ブロックを設置。参加チームに会場の触知地図を配付。

• 視覚に障がいのある観客向けの情報保障として、会場内FMラジオ放送
による音声解説を実施（学校連携観戦の生徒等が視聴）。

• オリンピック放送機構（OBS）による中継映像制作を初めて実施。

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック ５人制サッカー

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 競技実施前の準備期間は降雨が続いたが、気象情報センターの
情報を活用し予定どおり実施した。

• 今大会が初参加となる日本選手団は5位となった。

• 仮設の青海アーバンスポーツパークにおいて、オリンピック期間
に3x3バスケットボール・スポーツクライミングで使用したエリ
アに対し、設備の撤去や人工芝の敷設等の大規模な転換工事を短
期間で行い、競技エリア・観客席等を仮設して実施。

• 8か国・地域から78名の選手が参加。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

青海アーバンスポーツパーク

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック シッティングバレーボール

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• コートの交替を行わない、コイントスをコート入場前に実施す
る等のコロナ対策を実施。

• 会場内の動線分離や競技備品消毒の徹底により安全な競技環境
を整備。

• 既存の多目的イベント施設である幕張メッセにおいて、シッ
ティングバレーボールを含む7競技(オリンピック３競技・パラ
リンピック4競技)を実施。諸室や観客席等を仮設で設置。

• 12か国・地域から16チーム（男子8チーム、女子8チーム）、計
187名が参加。

• 男女ともに、世界選手権、大陸間予選、パラリンピック最終予
選を行い、出場国を決定（開催国である日本を除く）。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

幕張メッセ Ａホール

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 自転車競技（トラック）

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• 感染症拡大により国際大会が行えず間に合わなかった選手の
Classification（クラス分け）を、公式練習期間中に練習会場に
て実施した。

• 22種目において世界新記録が誕生。

• 静岡県伊豆市にある、国際自転車競技連合（UCI）規格の周長
250m木製走路を有する屋内型自転車トラック競技施設で実施。

• 通常の2輪自転車を使用するCクラス、タンデム自転車を使用するB
クラスに大別され「タイムトライアル」「パーシュート」「チーム
スプリント」を実施。

• 34か国・地域から120名の選手が参加し17種目を実施。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

伊豆ベロドローム

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 自転車競技（ロード）

• 屋外でレースを行うロードは、風や雨、暑さなど刻々と変化する
自然の中で行われる。

• ロードでは「ロードレース」、「タイムトライアル」、「チーム
リレー」の3種目があり、選手は障がいの種類や程度、そして使用
する自転車により4つのクラスに分かれてメダルを競う。

• 48か国・地域から233名の選手が参加。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

富士スピードウェイ

• 感染症拡大により国際大会が行えず間に合わなかった選手の
Classification（クラス分け）を、公式練習期間中に練習会場にて
実施した。

• 杉浦佳子選手がタイムトライアル・ロードレースの2種目で金メダ
ルを獲得し、日本選手のパラリンピックでの金メダル獲得の最年
長記録を更新した。

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 射撃

東京2020大会における競技概要

• オリンピックと同一の会場にてライフル・ピストル射撃競技を
実施。

• ライフル射撃では、選手の障がいの程度、ならびに上肢（手ま
たは腕）で銃を保持できるかどうかを基準として2つのクラスに
分かれて競技を実施。

• 44か国・地域から154名の選手が参加し13種目を実施。

• 7日間に13種目の決勝を実施するというタイトな競技日程であった
が、競技と表彰式との間の迅速な射場転換により予定通りに実施。

• 競技備品の代行輸送により選手の負担を軽減。

• 設備やサイネージの工夫によりアクセシブル対応に万全を期した。

• 世界新記録が6つ誕生。

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

陸上自衛隊朝霞訓練場 

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 柔道

• 1日に最大5階級を実施する競技日程であったが、予選2面から
決勝1面に畳を素早く転換し予定通りに実施。

• 選手村で競技用ゼッケンの柔道衣への縫付を実施。

• 設備やサイネージの工夫によりアクセシブル対応に万全を期し
た。

• オリンピックと同一の会場にて個人（男子7階級、女子6階級）
を実施。

• 41か国・地域から136名の視覚障がいのある選手が参加。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

日本武道館 

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 水泳

• 決勝において再レースが行われた種目もあったが、予定どおり
に競技が実施された。

• 全選手が十分に練習できるよう、競技期間中については、7時
から22時までプールをオープンしていた。

• 57種目において世界新記録が誕生。

• オリンピックでは競泳・飛込・アーティスティックスイミング
の会場であった東京アクアティクスセンターにて競技を実施。

• 74か国・地域から605名の選手が参加。

• 障がいの種類や程度によって細かくクラス分けされており、男
子76種目、女子67種目、混合3種目の計146種目が実施された。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

東京アクアティクスセンター 

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 卓球

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

東京体育館 

• 東京体育館で実施。東京1964大会時に、体操競技、水球が開催
され、1964年のオリンピックレガシー施設のひとつ。

• 55か国・地域から278名の選手が参加。

• 31種目（男子・女子シングルス、男子・女子団体）を実施。

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• FOPとウォームアップエリアの階層が異なるため、選手が円滑
に移動できるよう仮設スロープを設置。

• 女子シングルス（知的障がい）において日本が銅メダルを獲得。

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック テコンドー

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

幕張メッセ Ｂホール

• 既存の多目的イベント施設である幕張メッセにおいて、テコンドー
を含む7競技(オリンピック3競技・パラリンピック4競技)を実施。

• テコンドーをパラリンピック競技として初めて実施。

• 37か国・地域から71名の選手が参加し、男女各3階級で競技を実施。

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• テコンドーの特徴である電子防具の取り扱いなど、運用に関して関
係者と十分協議の上、円滑な競技運営を実施。

• アフガニスタンから選手が1名出場。

• 中南米をはじめ、中東、欧州、アジアなど様々な国の選手がメダル
を獲得した。

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック トライアスロン

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

お台場海浜公園

• 水質・水温に関する規定が存在するが、IFと継続的に協議を重ね、下
記の対策を講じることにより、予定どおりの日程で競技を実施した。

• 水質や水温の維持については、水中スクリーン等の設置により対策を
行い確保した。

• 暑さ対策として給水やクールベストに関する特別ルールを設けて実施。

• オリンピック・パラリンピック通じて日本勢初のメダルを獲得。

• オリンピックと同一会場で実施。競技用具特性(ハンドサイクル/タン
デム)を考慮し、傾斜やコーナーの少ない豊洲市場方面のコースを設定。

• 19か国102名(内ガイド22名)の選手が参加。リオ大会で6クラス60名
だったカテゴリー/選手数を8クラス80名で実施。

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 馬術

東京2020大会における競技概要

• オリンピックと同様に馬事公苑でパラ馬術競技を実施。

• 新規改装された会場で完全バリアフリー化。

• 27か国･地域から77名77頭が参加し、グレードI~V
の各２種目および団体戦に出場。

• 競技フォーマットを簡素化。

• 人馬の暑さ対策のため、オリンピック終了直後に競技開始
時間を1時間後ろ倒しを決定。

• 暑い時間帯の準備運動をインドアで実施。気温（WBGT)
による競技への影響を回避。

写真提供 JRAD

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場 馬事公苑

競技

日程

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック バドミントン

• 予定どおりの日程で競技を実施した。

• パラリンピックの車いすラグビーからの転換については、仮設
木製床材の全面転換も含めて円滑に実施。

• 日本人選手が活躍し、金3つ、銀1つ、銅5つのメダルを獲得。

• オリンピックのハンドボール、パラリンピックの車いすラグビー
に使用された国立代々木競技場を転換して使用。

• 独立練習会場としては、文京スポーツセンターを使用。

• パラリンピックでは、バドミントンは東京2020大会からの新競技
である。

• 28カ国・地域から90名の選手が参加し14種目を実施。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

国立代々木競技場

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック パワーリフティング

• 予定どおりの日程で競技を実施。

• 世界新記録が2つ誕生。

• 東京国際フォーラムで実施。

• 54か国・地域から178名（男子90名、女子88名）の選手
が参加。

• 男子10階級、女子10階級、5日間にわたり20セッション
を実施。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

東京国際フォーラム

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック ボート

• 予定どおりの日程で競技を実施した。風の影響を受けやすい競技
だが、気象の専門家が会場に常駐し、IFに対して随時解説を行っ
たことで円滑に競技が進行した。

• 競技運営に関わるスタッフに専用の宿泊・輸送を確保し、早朝か
ら会場をオープンさせることにより、艇の準備、ウォームアップ、
競技等の活動を早朝から行うアスリートに適切な環境を提供。

• 海の森水上競技場は、水上競技の拠点として、アクセシビリティ
を含め国際水準を満たした恒設会場。

• 25か国・地域から艇数48艇、選手数108名が参加し、
４種目実施。

• レースの距離はリオデジャネイロ2016大会までは1,000メートル
だったが、2017年にオリンピックと同じ2,000メートルに変更さ
れた。

東京2020大会における競技概要

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

海の森水上競技場

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック ボッチャ

東京2020大会における競技概要

• オリンピックでは体操の会場となった仮設の有明体操競技場で実施。

• 25か国・地域から114名の選手が参加し7種目を実施。障がいの程
度が重いアスリートの参加機会を増やすというIPCの方針に沿って、
参加枠をリオ2016大会より8人増とした。

• 新型コロナウイルス感染症の感染拡大以後、全てのIF主催の国際大
会が中止となったため、コロナ対策を盛り込んだ初めての競技会と
なった。

• 競技開始直前に出場を取りやめた選手があったため一部競技日程が
変更されたが、大きなアクシデントなく順調に実施できた。

• 全コート上にカメラを設置して判定に活用した。

• オリンピック放送機構（OBS）による中継映像制作を初めて実施。

• 日本選手団が活躍し7種目中3種目にて金1つ、銀1つ、銅1つのメ
ダルを獲得。

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 陸上競技（トラック＆フィールド）

東京2020大会における競技概要

• 大雨により一時競技中断も出たが、WPA（世界パラ陸上競技連盟）と連携
しながら、おおむね時間通りの競技進行を実施。

• 座位投てきでは、個々のアスリートが持ち込む投てき台の固定訓練を競技
役員やボランティアに行い、円滑な競技進行に寄与。

• こん棒投げには組織委員会と東京都、都立工芸高校が協議を重ね作成され
たこん棒を使用。世界新記録が誕生。

• アフガニスタンから選手が1名出場。

• 69種目において世界新記録が誕生。

• 2019年に新設された国立競技場を競技会場として陸上競技（トラック＆
フィールド）を実施。

• 154か国・地域から1,078名の選手が参加し、162種目を実施。

• パラリンピック陸上史上初となる混合4x100mユニバーサルリレーを導入。

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

オリンピックスタジアム 

メダル決定日 競技日
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競技運営の状況

2.3 パラリンピック 陸上競技（マラソン）

東京2020大会における競技概要

• 2019年に新設された国立競技場を発着点として陸上競技（マラソン）を実施。

• 20か国・地域から66名の選手が参加し、5種目を実施。

• 男子（マラソン（T12, T46, T54））、女子（マラソン（T12, T54））をパラリンピック
最終日に実施。

• 発着地点となるオリンピックスタジアムを含むコースについ
て、東京都を含む関係機関と緊密な連携協議を重ね、円滑な
コース管理を実施。

• 種目により10分ごとにずれるウェーブスタートの中で、時間
通りの競技進行を実施。

• 世界新記録が1つ誕生。

24日
8月

25日
8月

26日
8月

27日
8月

28日
8月

29日
8月

30日
8月

31日
8月

1日
9月

2日
9月

3日
9月

4日
9月

5日
9月

会場

競技

日程

オリンピックスタジアム 

メダル決定日 競技日
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2.4 世界新記録

• オリンピック ６競技20種目
ウエイトリフティング：男子73kg級 - トータル等 4種目

自転車（トラック）：男子チームパーシュート等 3種目

射撃：男子50mライフル3姿勢個人決勝等 3種目

水泳：女子200m平泳ぎ等 6種目

スポーツクライミング：女子スピード

陸上競技：男子400mハードル等 3種目

※ボートの世界ベスト（WB）６種目を含めると計26種目

• パラリンピック 6競技158種目
アーチェリー：混合チーム – W1 ランキングラウンド

自転車（トラック）：男子C1 3000m個人パーシュート等 22種目

射撃：P2 – 女子10mエアピストル SH1ファイナル等 6種目

水泳：男子100m平泳ぎ – SB14等 57種目

パワーリフティング：女子41kg級等 2種目

陸上競技：男子100m – T11等 70種目
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92

【参考】過去5大会及び1964年東京大会における入賞数との比較 ※パラの「4位～8位等」には順位付けされていない入賞者を含む。

 金メダル数(27個)、総数(58個)は過去最多

 若い世代の活躍（10代のメダリストは8名）

 女子種目で過去最多14個の金メダル

 入賞(4位～8位)も大幅増(近年50前後→今回78)

東京オリンピック 日本選手団

選手 583 名 主将：山縣 亮太（陸上競技）
監督・コーチ等 476名 副主将：石川 佳純（卓球）

（写真：アフロスポーツ/JOC） （写真：アフロスポーツ/JOC） （写真：築田純/アフロスポーツ/JOC）

東京パラリンピック 日本選手団

選手 254名 主将：国枝 慎吾（車いすテニス）

監督・コーチ等 209名 副主将：浦田 理恵(ゴールボール)

オリンピック 金 銀 銅 小計 4位～8位 合計

2021/東 京 27 14 17 58 78 136

2016/リ オ 12 8 21 41 47 88

2012/ロンドン 7 14 17 38 42 80

2008/北 京 9 6 10 25 52 77

2004/ア テ ネ 16 9 12 37 40 77

2000/シドニー 5 8 5 18 42 60

1964/東 京 16 5 8 29 36 65

（萩生田文科大臣からオンラインで
祝意を受けた山田美幸選手(14歳)）

出典:文部科学省HP

 金13個を含む51個のメダル。総数は過去2番目

 幅広い世代の活躍（14歳メダリスト（史上最年少）、
50歳金メダリスト（史上最年長））

 女子種目で4大会ぶり2桁台の16個のメダル獲得

 入賞数(4位~8位)も大幅増（近年70前後→今回111）

パラリンピック 金 銀 銅 小計
4～8位

等
合計

2021/東 京 13 15 23 51 111 162

2016/ リ オ 0 10 14 24 73 97

2012/ロンドン 5 5 6 16 71 87

2008/北 京 5 14 8 27 79 106

2004/ア テ ネ 17 15 20 52 72 124

2000/シドニー 13 17 11 41 67 108

1964/東 京 1 5 4 10 － －

2.5 日本選手団の活躍
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2.5 日本選手団の活躍（「いいね！」を集めた投稿ランキング）

第1位 水谷・伊藤選手混合ダブルス金

第2位 阿部兄妹おめでとう 8.2万いいね

第3位 ソフトボール金 7.5万いいね

9.5万いいね

オリンピック パラリンピック
第1位 本当にありがとう 2.8万いいね

第2位 国枝選手金

第3位 車いすバスケ男子銀

2.4万いいね

1.6万いいね
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2.6 スポーツの価値

⚫ 世界各国から、国籍、性別、性的指向等を超え集ったアスリートにより、コロナを含めた困難を乗

り越える力、競い合い、称え合い、スポーツマンシップ等のスポーツの持つ価値を具現化。

⚫ こうしたスポーツの価値・大会の意義については、機会を捉えて説明し、コロナ延期後もメディア

で説明を重ねてきたが、実際の大会を目にする前の言葉・文字による説明のみでは十分行き渡らな

かった面もあった。

⚫ 他方、こうした傾向は大会が開始され、実際のアスリートの競技を目にすると変化し、新聞の社説

でも、大会前と比べ、大会の開始以降は開催意義をポジティブに論じる傾向が増え、特にパラリン

ピック後はその傾向が顕著になった。「大会を開催してよかった」との世論調査の結果（オリン

ピック6割、パラリンピック7割）が報じられた。

⚫ こうした評価を基に、今後、スポーツの意義を再認識し、スポーツをする、観る、支える機会の拡

大・深化させていく必要。

⚫ また、オリンピックの意義、パラリンピックの意義、それぞれあるが、東京大会は双方を一体とす

ることで、より強いメッセージの伝達、効率的な運営を達成できたと考える。引き続き、両者が一

体となって、スポーツの振興、社会へのインパクトを促進していけないか。
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2.7 新競技・新種目

●新競技として開催側がイニシアチブをとり、「スポーツクライミング」「サーフィン」「スケートボード」など

を追加。

また、これに呼応し、国際競技団体側も新種目として「3×3バスケットボール」「BMXフリースタイル」を導入。

都市とスポーツという新たなジャンルを切り開き、今後のオリンピック競技の新たな潮流となる可能性。

一体感をもたらすスポーツプレゼンテーション。

●新種目を中心に若い世代アスリートの活躍も際立った。

●スポーツ離れが進む若者への多様なスポーツの普及、大規模会場だけでない、都市部における

スポーツ競技イベントの新たな在り方・楽しみ方につなげていく。

◆ 新競技

◆ 新種目

大会 追加競技

オリンピック
東京2020提案の5競技（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）を追加競技として実施

パラリンピック 東京大会から新たに採用されたバドミントンおよびテコンドーを実施

バスケットボール、自転車（BMX）
若者を重視した種目を追加
（3x3バスケットボール男子・女子、BMXフリースタイル男子・

女子）

水泳、アーチェリー、陸上競技、ボクシング、
カヌー、自転車（トラック）、フェンシング、
柔道、ボート、射撃、卓球、トライアスロン

ジェンダーバランスを考慮し、男女混合種目や女子種目等を追加
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2.7 新競技・新種目
◆ 導入経緯（オリンピック）

◆ 導入経緯（パラリンピック）

2014年12月 IOC総会にて改革案「オリンピック・アジェンダ2020」が採択され、組織委員会がIOCに対し追加種目を提案すること

が可能になった

2015年 2月 組織委員会が東京2020追加種目検討会議を設置。

2015年 5月 組織委員会が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

※「若者へのアピール」「国民機運の向上」「公正で開かれた選考プロセス」がIOCへの提案に当たっての主要原則

6月 IOCが追加種目に関する評価項目を発表。組織委員会による追加種目の募集が締切り（26団体が応募）

書面審査を経て、組織委員会が追加種目に関するヒアリング対象団体（8団体）を発表

8月 追加種目の選手数を500人以内とすることをIOCが提示

8月 東京2020追加種目検討会議においてヒアリングを実施

9月 同会議において提案種目（※）を決定。IOCへ追加種目を提案

※5競技18種目 <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>

2016年 8月 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が承認

2017年 6月 IOC理事会で既存28競技の実施種目プログラムが決定

・若者への訴求力が強い種目を導入（3x3バスケットボール男子・女子、BMXフリースタイル男子・女子）

・男女混合種目の追加や、男子種目から女子種目への変更等、ジェンダーバランスへの配慮の観点から新種目を導入

（水泳、アーチェリー、陸上競技、ボクシング、カヌー、自転車（トラック）、フェンシング、柔道、ボート、射撃、卓球、トライアスロン）

2013年11月～2014年 1月 各IFがパラリンピック新競技・新種目採用への関心を表明
2014年 3月 IPC理事会において、バドミントン、テコンドーの2競技について、東京大会の実施競技に含めるかどうか

詳細検討するための申請プロセスの第2フェーズに進んだことを発表
10月 IPC理事会において新競技であるバドミントンを含めた16競技が承認

2015年 1月 IPC理事会において新競技であるテコンドーを含め東京大会実施22競技がすべて承認
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３．大会延期・無観客



3.1 大会延期
◆大会延期に関する経緯

98

2020年 年明け 組織運営体制を大会運営体制へと移行

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(PHEIC)」に該当すると発表。

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 オリンピック聖火リレー聖火採火式（翌13日、ギリシャ国内の聖火リレーを中止）、3月20日 航空自衛隊松島基地到着

3月22日 組織委員会会長、IOC会長による電話会談

ー IOCは、組織委員会、日本国政府、東京都と議論を開始し、延期を含め４週間以内に結論を出すことを発表

3月24日 総理大臣、組織委員会会長、IOC会長、東京都知事らによる電話会談

ー 世界中のアスリートが最高のコンディションでプレーでき、観客の安心・安全を確保することが最も重要

ー 遅くとも2021年の夏までに東京オリンピック・パラリンピックを開催するということで合意

3月24日 国内の聖火リレーの延期を発表（26日開始予定）

3月26日 「新たな出発本部」の設置

3月30日 組織委員会会長、IOC会長、東京都知事、オリンピック・パラリンピック担当大臣で新日程合意

オリンピック：2021年7月23日から8月8日

パラリンピック：2021年8月24日から9月5日

「新たな出発本部」発足航空自衛隊松島基地への聖火到着 延期を発表したIOCのニュースリリース



3.1 延期後の大会の骨格の確定、簡素化

99

2020年 4月 7日 東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象に緊急事態宣言が発出

（1回目。期間は5月6日まで。その後対象を拡大・延長）

4月16日 IOCによる”Here We Go” Task Forceの初回ミーティング

4月 簡素化の洗い出し作業開始

6月10日 IOC理事会

大会延期に伴う大会の位置づけ、原則、

ロードマップを公表

→第一ステップ（会場・競技日程） 7月・8月

第二ステップ（サービス水準等） 9月

第三ステップ（コロナ対策）の作成 9月より開始

6月 コロナ対策の洗い出し作業開始

7月17日 オリンピック競技スケジュール・会場を決定、公表

8月 3日 パラリンピック競技スケジュール・会場を決定、公表

8月 IOC・IPCとの間で簡素化協議

9月 4日 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（第1回）開催

9月24日・25日 IOC調整委員会

大会の簡素化について、52の見直し項目・内容を合意

10月 7日 IOC理事会

約300億円の削減効果があったことを報告

※コロナ対策の検討経緯は、後述

ロードマップ

52の見直し項目（抜粋）



3.1 大会延期

⚫ 2020年に入り、内外でコロナ感染が広がる中、海外ではロックダウンや出場選手選考の大会が延期・
中止となり、 国内でも各種措置が講じられることになった。

⚫ オリンピック・パラリンピックは内外のアスリート、多くの大会関係者、観客をはじめ都民・国民にも
大きな影響を与えるイベントである。コロナ感染という人類が初めて経験する事態が進行し、収束のタ
イミング等将来のことを確実に見通すことが出来ない一方で、準備を進めるアスリートや大会関係者、
都民・国民などに具体的な方針・内容を示す必要があった。

⚫ 日々、状況が変わる中、大会開始まで約4ヶ月となる3月末、ギリギリのタイミングで一年延期という
選択を行った。重大な決定をトップレベルで迅速に行う必要があったことから、短期間であったが透明
性を確保する必要もあり、延期の検討、延期の決定、延期幅の決定、日程の決定と段階を踏み、その度
にステートメントの発出、記者会見等を行った。
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⚫ 大会の延期は、オリンピック・パラリンピック史上初めてのことであり、IOCもIPCも延期された大会
をどのように準備・運営していくかのロードマップを持っていなかった。さらに、人類が経験したこと
のないコロナ禍の下、4月に東京で初めての緊急事態宣言が発出され、社会全体が方向感を失う中で、
延期後の一歩を踏み出すのは非常な困難が伴った。

⚫ そうした中、4月に準備に向けた体制を作り、簡素化に向けた作業も開始。大きなマイルストーンとし
て、第一ステップとして会場・競技日程等大会の骨格となる要素の確定を7月まで、第二ステップとし
て簡素化を9月まで、そして9月以降は第三ステップとしてコロナ対策を検討するという三つのフェー
ズに分けて作業していくことも、関係者間で合意し準備を進めた。

【大会延期に向けて】

【大会延期後の取組】



【資料】電話会談による延期決定（2020年3月30日理事会資料より抜粋） 【資料】バッハ会長との電話会談についての会見（2020年3月24日）

※首相官邸ホームページより本文を全て転載

令和２年３月２４日、安倍総理は、総理大臣公邸で会見を行い
ました。

総理は、国際オリンピック委員会 （ＩＯＣ）のトーマス・バッ
ハ会長との電話会談について次のように述べました。
「先ほど、森会長、小池都知事、橋本大臣同席の下に、バッハＩ
ＯＣ会長と電話会談を行いました。まず、改めて、東京オリン
ピック・パラリンピックの中止はないということについて、バッ
ハ会長と確認いたしました。そして、その上で、開催国日本とし
て、東京五輪について、現下の状況を踏まえ、世界のアスリート
の皆さんが、最高のコンディションでプレーでき、そして、観客
の皆さんにとって、安全で安心な大会とするために、おおむね一
年程度、延期することを軸として、検討していただけないか、と
いう提案をいたしました。バッハ会長から、１００パーセント同
意する、という答えをいただきました。そして、遅くとも２０２
１年の夏までに東京オリンピック・パラリンピックを開催すると
いうことで合意いたしました。今後、人類が新型コロナウイルス
感染症に打ち勝ったあかしとして、完全な形で東京オリンピッ
ク・パラリンピックを開催するために、ＩＯＣバッハ会長と緊密
に連携していくということで、一致したところであります。日本
は日本として、開催国の責任をしっかりと果たしていきたいと思
います。」
「まずは、現下のこの感染症の広がりの状況を見る中において、
これは、年内ということは難しいだろうということにおいて、１
年程度ということにいたしました。その上において、遅くとも２
０２１年の夏までにということで合意をしたところであります。
そして、この目標の上において、しっかりと会場等の対応につい
て、調整をしていくことになると思いますし、この後、ＩＯＣの
理事会が開催されると思います。」
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【資料】新日程合意後のプレスリリース（2020年3月30日）
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【資料】”Here We Go” Task Force等に関するプレスリリース（2020年4月16日）
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【資料】オリンピックのロードマップ公表時のIOCニュースリリース（2020年6月10日）

※IOC Webサイトより本文を全て転載

【資料】パラリンピックのロードマップ公表時のプレスリリース（2020年7月8日）
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【資料】オリンピック及びパラリンピック競技スケジュール・会場の決定、公表（2020年7月17日及び8月3日）
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3.2 無観客に関する検討経過
2020年12月2日 コロナ対策調整会議中間整理

ー観客数の上限について、内外の感染状況や現在行っている観客数を引き上げた場合の実証の結果

なども踏まえ、国内の上限規制に準じることを基本として、最終的な決定は、来春までに行う方針

2021年 1月 7日 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を対象に緊急事態宣言が発出（2回目、当初の期限は2月7日）

2月 2日 緊急事態宣言（2回目）を10都道府県で延長（当初の期限は3月7日）

2月 3日～ プレイブックｖ１の公表

3月 3日 五者協議 （政府、東京都、組織委員会、IOC、IPC ）

ー海外観客の日本への受入れを3月中に判断することで合意

3月 5日 ７日までの緊急事態宣言（2回目）を21日まで延長

3月20日 五者協議

ー海外観客の日本への受入れ断念。4月に国内観客の上限について方向性を決めていく方針を確認。

4月25日 緊急事態宣言（3回目、当初の期限は5月11日）

4月28日 五者協議

ー国内観客の上限については、6月に国内のスポーツイベント等における上限規制に準じることを

基本に行うことに合意

4月28日～ プレイブックV2の公表

4月30日 専門家ラウンドテーブル（RT）（第1回）

5月28日 専門家RT（第2回）

・大会観戦による感染への影響：定量分析（東京大学） 他

6月11日 専門家RT（第3回）

・観客行動分析と対応

・国内での人流シミュレーション

・競技会場における対策の効果（東京大学、産業総合研究所） 他
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3.2 無観客に関する検討経過

6月15日～ プレイブックV3の公表

6月18日 専門家RT（第4回）

・専門家有志による提言を尾身新型コロナウイルス感染症対策分科会会長から受領し、検討

・開会式リスクアセスメント評価（東京大学）

・大会関係者数、医療事業者数・観客ガイドライン等検討状況 他

6月21日 五者協議

ー観客数の上限を「収容定員50％以内で1万人」とすること、7月12日以降緊急事態宣言等が発動

された場合は措置内容を踏まえた対応を基本とすること等を合意

ー組織委員会がコロナ対策ガイドライン（案）を提示。（マスク着用、直行・直帰等をルール化）

6月23日 関係自治体等連絡協議会

7月 8日 7月12日からの緊急事態宣言発令の政府決定

五者協議・関係自治体等連絡協議会 オリンピック無観客の決定

（当初は一都三県を無観客とする内容）

※7月の緊急事態宣言後も他の興行はルールに従って観客を入れて開催

7月 9日 北海道が無観客に。

7月10日 福島が無観客に。

7月12日 東京都を対象に4度目の緊急事態宣言が発令（当初期限は8月22日、最終的に9月30日 まで延長）

3県を対象にまん延防止等重点措置の延長（8月2日緊急事態宣言発令、9月30日まで）

8月16日 四者協議（政府、東京都、組織委員会、IPC ）・東京2020パラリンピック競技会場所在自治体懇談会

パラリンピック無観客の決定（学校連携観戦を除く）
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3.2 無観客

⚫ 観客については、2020年12月のコロナ対策調整会議中間整理において、下記の通り整理された。

• 観客数の上限については、内外の感染状況や現在行っている観客数を引き上げた場合の実証の

結果なども踏まえ、国内の上限規制に準じることを基本として、最終的な決定は、来春までに行う方針を

整理。

• 外国人観客の取扱いについては、「観客の安全」と「地域の安全」の両立を図る観点を踏まえ、検討する。

具体的な措置の内容については、感染症の専門的知見も踏まえつつ、来春までに決定すること。

⚫ 上記方針の下で検討を続け、まず海外からの観客については、水際対策の関係もあり、またフライト
や宿泊の予約も関わることから、2021年3月に政府、東京都、組織委員会、IOC、IPCの五者協議で受

け入れせずという決定を行い、アナウンスした。

⚫ その際、国内観客については、4月中に対応を固める方針であったが、変異株による国内感染の状況も

踏まえ、観客数に係る判断は大会１か月前となる6月に国内のスポーツイベント等における上限規制に
準じることを基本に行うこととし、その旨を4月にアナウンスした。

⚫ その間、データやシミュレーションを下に、専門家を交え、広く議論が行われた。組織委員会でも、

専門家ラウンドテーブルにゲストの専門家を招き、東京都や国などとともに検討を重ねた。国内の専

門家有志から、緊急事態宣言等の措置とオリンピック・パラリンピックの有観客開催は内外に矛盾し
たメッセージを発することになることから適切な措置を講じるべき等の提言も出され、この提言につ

いても専門家ラウンドテーブルで議論をした。その議論の模様は会議後、記者会見・資料配布等を行

い、内外にそのプロセスを明確にすることに努めた。
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3.2 無観客

⚫ オリンピック・パラリンピック大会を特別扱いせず、国内上限規制の一般ルールに服するべきという

立場から、観客数に一定の上限を設定した上で観客を入れるというルールに服するのか、より厳しく

するのかが大きな議論となった。

⚫ 6月、人流を抑制する適切な措置を講じた上で、プロ野球やJリーグなどと同様一定の観客を入れると

いう方針を五者で決定した。

⚫ その後、7月に緊急事態宣言が再度出されるに至り、一般ルールとしては観客は上限5,000人という

ルールであったが、内外の状況を総合勘案し、原則無観客という方針とした。（一部の会場で、一般

観戦、学校観戦が行われた。）

⚫ 既にチケットは販売しており、学校観戦も計画されている中、一般ルールを超えての原則無観客とい

う方針決定は ギリギリの難しい判断であったが、結果的に安全安心の観点からコロナ対策を優先さ

せるメッセージは強く打ち出されることになった。加えて、政府、都、関係自治体から自宅観戦の重

ねての呼びかけなどが行われた。

⚫ 大会期間中は人流が抑制され、オリンピック・パラリンピックを契機とした感染拡大は認められな

かった。そして9月から12月にかけて国内の感染は大きく減少した。
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※１ 大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合。この判断は、実態に照らして、個別具体に判断。この場合、収容定員5,000人までの施設については、満席とする
ことが可能となる。
※２ 大声での歓声、声援等が想定される場合等。異なるグループ間では座席を１席空け、同一グループ（５人以内に限る。）内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、
収容率は50%を超える場合がある。
※３ 施設の使用制限は、収容率要件など、必要な感染防止策を働きかける（人数上限なし）。
※４ 収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要）。

（参考）感染状況に応じたイベント開催制限等について(6/17～の取扱い）

【参考】6月17日付のコロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡（抄）
●イベント開催制限（オリパラに限らない一般ルール）について、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置解除後の

経過措置としては、６月21日の五者協議の時点では、「収容定員50%以内で１万人」とされていた。大会時におけ

る一般の人数上限ルールは「収容定員50％以内で5,000人」であった。

収容率※４ 人数上限※４ 営業時間短縮

緊急事態宣言対象地域 50% ５,０００人 21時

まん延防止等重点
措置

大声なし※1
１００％以内

大声あり※２
５０％以内

（まん延防止等重点措置の都道府県）

５,０００人

都道府県の判断
緊急事態宣言及びまん延防
止等重点措置解除後の

経過措置
（約１か月）

５,０００人 又は
収容定員５０％以内（≦１０,０００人）

のいずれか大きいほう

注：大規模施設の実証調査を実施。実証開始前10,000人
→実証時20,000人に緩和。

その他都道府県※３

５,０００人

なし
又は

収容定員５０％以内

のいずれか大きい方
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【参考】有識者提言（2021年6月18日）（抄）

＜骨子＞

• 本大会は、その規模や社会的注目度が通常のスポーツイベントとは別格であるうえに、開催期間が夏休みや

お盆と重なるため、大会開催を契機とした、全国各地での人流・接触機会の増大による感染拡大や医療逼迫

のリスクがある。

• 観客の収容方法等によっては、テレビ等で観戦する全国の人々にとって、「感染対策を緩めても良い」とい

う矛盾したメッセージになるリスクが発生する。大会主催者におかれては、このことを十分に考慮して、観

客数等を決定して頂きたい。

• 無観客開催は、会場内の感染拡大リスクが最も低いので、望ましいと考える。もし観客を収容するのであれ

ば、以下の3つの点を考慮いただきたい。

イ）観客数について、現行の大規模イベント開催基準よりも厳しい基準の採用

ロ）観客は、都道府県を越えた人々の人流・接触機会を抑制するために、開催地の人に限ること、さらに

移動経路を含めて感染対策ができるような人々に限ること

ハ）感染拡大・医療逼迫の予兆が探知される場合には、事態が深刻化しないように時機を逸しないで無観

客とすること

• 大会主催者は行政機関とも連携し、不特定多数が集まる応援イベント等の中止と飲食店等での大人数の応援

自粛の要請と同時に、様々な最新技術を駆使した「パンデミック下のスポーツ観戦と応援のスタイル」を日

本から提唱して頂きたい。
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※ 先週6月5日（土）のプロスポーツ観客動員数
プロ野球 <１都３県> 47,365人（3試合） <東京都内> 30,886人（2試合）
Ｊリーグ <１都３県> 7,134人 （3試合） <東京都内> 4,284人（1試合）

1都３県合計

会場所在地の
販売枚数

学校観戦以外のチケット購入者の居住地
公称

収容人数
うち学校連携

うち学校連携
以外

都内 千葉埼玉神奈川 その他

午前 32% 135,300人/日 31,800人/日 103,500人/日 34,161人/日 35,852人/日 33,487人/日 308,600人

午後 23% 98,700人/日 25,200人/日 73,500人/日 24,259人/日 25,460人/日 23,781人/日 205,300人

夜間 44% 187,300人/日 4,000人/日 183,300人/日 60,500人/日 63,495人/日 59,305人/日 371,400人

（24.8%）

（24.1%）

（31.7%）

【参考】東京大会チケットの販売状況／（チケット販売数のピーク日(7/31)の数字）

《6月11日専門家RT（第3回）資料（会議後に記者配布・公表）》

●全競技会場の最大収容人数に対し、販売済み分は約42％であり、収容率50％以内に収まっていた。

●学校連携は、会場訪問前後に飲食を伴う人流を発生させない対応が可能と考えられた。

●時間帯別で見たとき、学校連携以外のチケット購入者は約7万～約18万人であり、これらの購入者

の観戦帰りの飲食等の人流を抑制することが課題。

●学校連携を除いても、チケット購入者のうち一都三県の居住地の方が70～75％であった。
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※ 数値は概算数値（今後変動の可能性あり）
※ 学校連携観戦チケットは全国でオリンピック59万枚が販売済。
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事前検討資料《６月18日専門家RT（第4回）資料（会議後に記者配布・公表）》

●チケット購入者について特にボリュームが大きい1都3県については当該地方の購入者が74％

●その他の地域は静岡を除き、当該地方の購入者が61～84％

【参考】チケット購入者の居住地（会場所在地別）



【参考】大会期間中における人流の構成要素

●都外から東京への通常来訪者と都内における社会経済活動における人流は、対策前と比べ、69.5万人減の試算。

●大会開催に伴う人流は、対策前と比べ、49万人減の32万人との試算。
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《6月18日専門家RT

（第4回）資料（会議後

に記者配布・公表）》
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大会時の観客による人流増の見込みについては、たとえ観客を入れたとしても一定程度に抑えられる
と予想されていた（例えば、平日でチケット販売数がピークに準ずる7月30日において、都内移動の
人流は1.1％、東京都から千葉県への移動は0.6％、東京都から埼玉県への移動は2.8％、東京都から
神奈川県への移動は1.5％増える）

【参考】首都圏の通勤・通学による人流と東京オリンピックのピーク日（7月30日）における観客による人流の試算

《6月11日専門家RT

（第3回）資料（会議後

に記者配布・公表）》



【参考】その他事前に行われたシミュレーション
関係機関・有志の協力による各種のシミュレーションには、海外からの関係者から感染拡大が起こる見込みは十分低いこと、国内の人
流に注意する必要があること、その国内の人流もたとえ観客を入れたとしても常より低く抑えられる見込みがあること、会場内では観
客を入れても対策をとっていれば感染拡大が起こる見込みが十分低いこと等が含まれていた。

2021年5月28日専門家RT（第2回）資料（会議後に記者配布・公表）》 2021年6月18日専門家RT（第4回）資料（会議後に記者配布・公表）》
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【参考】国際競技大会における感染防止対策 （2020年夏～秋）

2020年9月23日コロナ対策調整会議（第2回）資料

世界各国の大会で各種のバブル対策が行われていた。対策を誤らなければ大きなクラスターの発生等は認
められていなかった。
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【参考】観戦に関するルール

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

～安全・安心に観戦を楽しんでいただくために～

●競技会場における観客の皆様に

アプリによる事前健康管理／マスク・ハンカチ持参／フィジカルディスタンス

の確保／体調が優れない方は来場を控えて／早めの来場、手荷物は最小限に／手

指消毒のお願い

●ご来場される際にご注意・ご協力いただくこと

●会場に向かう前にお守りいただくこと

●会場に向かう際にお守りいただくこと

• 人流抑制の観点から、会場への「直行」。

• 交通機関や会場周辺の混雑を避けるため、時間に十分余裕を持ってご来場く

ださい。事前に時差来場。

• 他県から県境をまたいでご来場される場合、交通機関や宿泊施設の利用時、

食事の際の感染症対策、人流抑制。

●最寄駅又は、バス乗降時から会場へ向かう際にお守り頂きたいこと

• 路上での飲食や談笑等、感染リスクの高い行為や周囲への迷惑となる行為を

控える。

• 入場時、退場時も含め、会場周辺で騒ぐ・大声で会話する等は控え、周辺地

域や住民の方々への十分な配慮。

●入場をお断りする方

●会場滞在時の遵守事項

• 会場内移動の際は同居者以外の方との距離を可能な限り確保。

• 会場内通路等におけるグループでの飲食を控える。

●応援する際にお守りいただくこと

競技を応援する際は、接触回避、飛沫感染防止のため、以下の応援は行わない

でください。

• 大声や声（指笛等）を発するような応援

• 他の観客やスタッフとのハイタッチや肩を組んでの応援

●観戦後にお守り頂くこと

• 人流抑制の観点から、会場からの「直帰」にご協力ください。

6月23日公表

●6月23日に公表したチケットホルダー向け感染症対策

ガイドラインでは、会場で大声を発する応援はしない

こと等に加え、人流の抑制のため会場からの直帰を推

奨。

●なお、Jリーグの実証実験では、直帰率は54.8%～

67%であり、帰りに家族以外と外食した割合は全体の

6～8%にとどまっていた。

《6月11日専門家RT（第3回）資料（会議後に記者配布・公表）》
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【参考】海外観客に関する共同ステートメントのプレスリリース（2021年3月20日）

119



【参考】コロナ対策と国内観客上限（6月に決定）に関する共同ステートメントのプレスリリース
（2021年4月28日）
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【参考】オリンピック無観客に関する共同ステートメントのプレスリリース（2021年7月8日）
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【参考】北海道、福島無観客に関するプレスリリース（2021年7月９日、7月10日）
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【参考】パラリンピック無観客に関する共同ステートメントのプレスリリース（2021年8月16日）
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〇新規感染者数は東京都発表の数値をもとに作成。
〇実効再生産数は 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料を参考に作成。

 感染の拡大や収束傾向を示す実効再生産数は、大会前の7月22日にピークとなったが、それ以降は大会後まで一貫して
下落する収束傾向となった。

 「大会が感染の拡大に繋がるのではないか」との懸念があったが、大会開始と期を一にして増加スピードにブレーキが
効き始めていた。

 収束の主因はワクチンの普及と考えられる。加えて、大会の原則無観客というアナウンスや度重なる自宅観戦の要請等
による強いメッセージの効果等もあり、大会期間中の人流はコロナ前比で平均35%減、大会直前期比で平均15%減と
低い水準であった。

 医療への影響は重要な課題であり続け、5月には医療体制を徹底的に見直した。大会移行期間に新規感染者数はピーク
となるが、訪日大会関係者の入院数は想定の範囲内（ピーク時2名、全体で5名※（都内））であり、地域医療への影響
は最小限度にとどめることが出来たと考えらえる。

新規陽性者数

実
効
再
生
産
数

新
規
陽
性
者
数
（
人
）

7/22
1.4

(期間中最大値)

9/198/24
開会式

9/5
閉会式

7/1 7/23
開会式

8/8
閉会式

8/11
1.00

実効再生産数

9/5
0.64

パラリンピック期間オリンピック期間

3.2 都内の実効再生産数

※うち一名は別途の主訴で入院した患者についてコロナの陽性も判明したもの



４．メディア等での取り上げ、国内・世界の評価



オリンピック 日付 視聴率(世帯）

東京2020オリンピック・開会式 7月23日 56.4%

東京2020オリンピック・閉会式 8月8日 46.7%

12%

61%

25%

2%

16% 24% 17%

23%
26% 40%

59%
48% 41%

2% 2% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

５月 ６月 ７月

読売新聞世論調査

８月

答えない

中止

無観客

観客制限

答えない

中止した方がよかった

無観客でよかった

もっと観客を入れた方
がよかった

開催後、
「開催でよかった」
が「中止」を上回る

 オリンピック開会式の平均視聴率56.4%、同閉会式46.7%、20%を超えた競技も多く、全体として高い視聴率を記録
 連日の日本人選手等の活躍を自宅で観戦した人が多く、結果的にステイホームに繋がったとも考えられる

 オリンピック開催後、世論も大半が「開催されてよかった」に変化 朝日新聞世論調査（8月7日～8日）

Q.東京オリンピックが開催されてよかったと思うか？

よかった 56%

よくなかった 32%

その他 12%

共同通信世論調査（9月5日）

Q.東京パラリンピックが開催されたことについて

よかった 70%

よくなかった 26%

その他 4%

NBCテレビ（8月2日放送）ケネディ元駐日大使インタビュー

「五輪を開催するのには最適の場所だったし、日本がとても良くやって
いて嬉しい。日本はとても素晴らしい仕事をした。」

ガーディアン紙（8月6日、電子版）

「この街の人々は非常に寛大で忍耐強い。この東京の人たちの配慮と親
切は、この過酷な時代に必要なものを示す教訓だ。」

パラリンピック 日付 視聴率(世帯）

東京2020パラリンピック・開会式 8月24日 23.8%

東京2020パラリンピック・閉会式 9月5日 20.6%

 海外では、日本国民の協力によって大会が無事終了したことを評価する報道が多数見られた

【参考：オリンピック競技視聴率】
・野球男子決勝・日本×アメリカ(8月7日)：37.0% ・陸上・男子マラソン(8月8日)：31.4% ・サッカー男子準決勝・日本×スペイン(8月3日)：30.8%

AFP通信（9月6日）

「実際に始まってみると、期待を裏切らなかった。固定観念を覆すような記
録破りのパフォーマンスが繰り広げられ、色鮮やかな別れを告げた。」

BBC（9月6日）

「到着前は想像できなかったが、毎日体温を測ったり証明書を用意したりし
て、東京にいる間ずっと守られていて安全だと感じていた。」

オリンピック

オリンピック

パラリンピック

パラリンピック

4.1 東京大会の視聴率・世論調査等
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4.2 国際メディアによる評価
【大会開幕後】

媒体 見出し 記事抜粋

AIPS
(国際スポーツ

記者協会)

Tokyo 2020 was a 
success, now we face 
the struggles of 
football and Beijing 
2022 -This is AIPS 
President, Gianni 
Merlo's Editorial-

「…the press stand at the Olympic Stadium was very comfortable with a lot of space and it was possible to work in the best way. It
was also the case in other venues. When I went to the swimming competition, to judo, to gymnastics, to all the venues, the 
installation for the press was top class. We have to thank the organisers for what they did and I want to also thank the IOC press 
operations that did a lot of pushing in all the previous months to help the Japanese press operations improve step by step and I
think that their cooperation led to the result that was very good for the journalists.…」
（参考訳）“オリンピックスタジアムのプレス席は信じられないほど素晴らしく大変快適だった。…あらゆる会場に行っても、プレス対応はトッ
プクラスだった。これについては、我々は組織委関係者に感謝をする必要がある…（IOCとの協力によって）記者にもたらされた結果は大変素
晴らしかった。”

NBC
（米）

Doubters, critics, 
skeptics -- the Games 
are a wrap, and from 
the athletes, thanks

「The Tokyo 2020 Summer Games drew Sunday to an end, an Olympics that began as a bet countering controversy and 
considerable fear — could they come off — and closed with the bet won. The Games happened. And for 16 days, just as it should be, 
the athletes of the world commanded center stage.…」
（参考訳）“本当に成功するか‐論争と相当な不安に対する賭けともして開幕した東京2020大会は日曜に閉幕し、その賭けに勝利した。大会は開
催された。そして16日間、世界のアスリートたちは、本来あるべきように、舞台の中心に君臨した。”

The
Washington

Post
（米）

Olympic magic cut 
through the pandemic 
gloom, but the Tokyo 
Games’ legacy is 
complex

「…Japan proved to the world that, despite all of the criticism, it could hold an Olympic Games in the midst of a global pandemic.
Some of the rules, including forcing athletes to wear masks on the podium and put medals around their own necks, might have 
seemed suffocating, but the thick web of restrictions proved effective in allowing the competition to go ahead. …」
（参考訳）“日本は、様々な批判を受けながらも、世界的なパンデミックの真っ只中でオリンピックを開催できることを世界に示した。表彰台で
のマスク着用やメダルの首かけなど、息苦しいと思われるルールや厳しい制限は競技開催に効果的であることが証明された。”

CBC
（加）

Tokyo Games marked 
by resilient and 
courageous athletes, 
unifying power 
of sport

「…And Japan should be proud. These circumstances, at this time we find ourselves in, made for an incredibly challenging situation. 
…And then the Games began and people were reminded of their own dreams, goals and aspirations. They were reminded of what 
it's like to experience something collectively — to me, that's what this has always been about and why it's a great honour and 
pleasure to share these stories. Sport has always brought, and will continue to bring, people together.」
（参考訳）“日本は誇りを持つべきだ。このような状況、この時期に、私たちは信じられないほど困難な状況に立たされた。そして、大会が始ま
り、人々は自分自身の夢や目標、願望を思い起こすこととなった。これこそがオリンピック・パラリンピックが常に目指してきたものであり、
このようなストーリーを共有できることを大変光栄に思う。スポーツは常に人々を結びつけてきたし、これからも結びつけ続けるだろう。”

BBC
（英）

Tokyo Olympics: 
Sporting drama amid a 
state of emergency but 
how will Games be 
remembered?

「…The first such event to be staged since the start of the pandemic, the first to take place amid a state of emergency, and the only 
one to be stripped of spectators. Given those challenges, the fact this event was completed at all, and provided so many special 
moments, will be viewed by some as a minor miracle. By others, as a powerful symbol of sport‘s defiance and the hosts’ resilience. 
A gamble that has paid off.…」
（参考訳）“パンデミック発生後初の開催、初の非常事態下での開催、そして唯一、観客を排除しての開催。そんな中、大会は無事に終了、多く
の特別な瞬間を提供できたことは、ちょっとした奇跡に映っただろう。また、スポーツが持つ反発力とホスト側のしなやかな対応力を力強く表
した。賭けは成功した。”

The 
Guardian 

（英）

Tokyo’s closing 
ceremony the ideal 
send-off for a 
memorable 
Paralympics

「…Competitors from 163 nations took part in these Games, every single one overcoming great challenges to make it to Tokyo. 
When they arrived they expressed gratitude but also a determination to compete; they wanted to make the most of the small 
window that people with disabilities are afforded by the attention of the world. The sport over the past two weeks in Japan has 
been memorable on its own terms. …」
（参考訳）“出場した163ヶ国の選手は、一人ひとりが大きな困難を乗り越えて東京にたどり着いた。彼らは感謝の気持ちと同時に、障がい者が
世界から注目される小さな窓を最大限に活用し、競技に臨む決意を表明した。日本で開催されたこの2週間は記憶に残るものとなった。”
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4.3 国内メディアによる評価
【大会開幕前の社説（50音順）】
媒体 見出し 記事抜粋

朝日
夏の東京五輪 中止の決断を
首相に求める（5/26）

新型コロナウイルスの感染拡大は止まらず、東京都などに出されている緊急事態宣言の再延長は避けられない情勢だ。
この夏にその東京で五輪・パラリンピックを開くことが理にかなうとはとても思えない。人々の当然の疑問や懸念に

向き合おうとせず、突き進む政府、都、五輪関係者らに対する不信と反発は広がるばかりだ。
冷静に、客観的に周囲の状況を見極め、今夏の開催の中止を決断するよう菅首相に求める。

産経
東京五輪 開催の努力あきら
めるな 菅首相は大会の意義
を語れ（5/28）

今夏の東京五輪・パラリンピック開催に向けて政府や東京都、大会組織委員会は努力を続けてほしい。それは新型コ
ロナウイルスの感染を抑え、社会・経済を前に進める上でも大きな一歩になる。

政府や組織委が掲げる「安全・安心な大会運営」は、前提であって答えではない。開催意義をあいまいにしたまま
「安全・安心」を繰り返しても、国民の理解は広がらない。菅義偉首相にはそこを明確に語ってもらいたい。

東京
専門家の警鐘 なぜ真剣に向
き合わぬ（6/9）

感染症の専門家が鳴らす警鐘に政府はなぜ真剣に向き合おうとしないのか。危機感が欠如していると言わざるを得な
い。

政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が、東京五輪・パラリンピックの開催に伴う感染拡大への
懸念を繰り返し表明している。

政府からの諮問がない中、感染症の専門家があえて提言に踏み込むのは異例だ。首相はその危機感と向き合い、共有
すべきである。

日経
五輪への道筋を示す明確な発
信を急げ（5/23）

東京五輪の開会式が2カ月後に迫った。新型コロナウイルスの感染拡大が収束しないなか、各種の世論調査では、再延
期や中止を求める声が過半数に及ぶ。菅義偉首相は国会で「安全・安心な大会の実現に全力を尽くす」と意欲をみせる
が、言葉は抽象的だ。東京都、大会組織委員会も含め、安全・安心の具体策を示したとは言いがたい。

多くのアスリートや国民の不安を払拭すべく「どんな形なら開催できるのか」という喫緊の課題に、納得のいく指針
を打ち出すタイムリミットに来ている。問題意識を国際オリンピック委員会（IOC）と共有し、迅速な決定と明確な情
報の発信につとめるべきだ。

毎日
東京五輪まで2カ月 「安
全・安心」の根拠見えぬ
（5/23）

日本ではワクチン接種が遅れ、変異株の感染が拡大している。緊急事態宣言の対象地域も広がっている状況だ。だが、
主催者側は開催ありきの姿勢で、IOCのジョン・コーツ副会長は緊急事態宣言下でも開催可能と明言した。感染リスク
をだれが評価するかもはっきりせず、国民との溝は広がるばかりだ。

「安全・安心」と強調するのであれば、政府や組織委、IOCは専門家の知見に基づく根拠を明確に示さなければなら
ない。具体的な説明がない限り、内外の理解を得ることはできない。

読売
東京五輪 開催へ感染防止策
を徹底せよ（5/27）

東京五輪の開幕まで2か月を切った。新型コロナウイルスの流行は、いまだ収束していない。政府は、安全な大会の実
現に向けた道筋を明確に示さなければならない。

この1年間、各種大型施設やイベント会場などでは様々な感染対策を講じてきた。これらの蓄積された知見を、大会で
の対策徹底に生かしてもらいたい。
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4.3 国内メディアによる評価
【7月23日オリンピック開幕時の社説（50音順）】

媒体 見出し 記事抜粋

朝日
五輪きょう開会式 分断と不
信、漂流する祭典

東京五輪の開会式の日を迎えた。鍛え抜かれたアスリートたちがどんな力と技を披露してくれるか。本来ならば期待に
胸躍るときだが、コロナ禍に加え、直前になって式典担当者の辞任や解任が伝えられ、まちには高揚感も祝祭気分もない。

とにかく大会が無事に終わってほしい。多くの人に共通する率直で最大の願いではないか。
社説はパンデミック下で五輪を強行する意義を繰り返し問うてきた。だが主催する側から返ってくるのは中身のない美

辞麗句ばかりで、人々の間に理解と共感はついに広がらなかった。分断と不信のなかで幕を開ける、異例で異様な五輪で
ある。

産経
東京五輪開幕 明日につなが
る熱戦望む 歴史的大会へ悪
い流れを断て

わが国は新型コロナウイルス禍の中でも聖火を消すことなく、熱戦の舞台を整えた。「五輪開催」という最後の一線を
守り抜いたことは、日本のみならず世界と五輪史にとって大きな意義がある。 コロナの突然のパンデミック（世界的大
流行）による１年延期を経て、東京五輪がいよいよ始まった。「こんな時にスポーツなんて」との批判を今も聞くが、間
違っている。こんな時期だからこそ、必要なのだ。スポーツの底力を選手は見せてほしい。

東京
対立と分断を憂える 東京五
輪きょう開会

憂えるのは大会が人々の間に対立や分断をもたらしたことです。最近の世論調査では、無観客開催を適切だとする人が4
割超、なお中止を求める人が3割超と、「国論」が二分されています。

混乱の最大の責任は、感染を収束できないまま開催を強行した日本の政界、スポーツ界のリーダーらと国際オリンピッ
ク委員会（IOC）にあります。

今大会は、国民的な挫折の経験ではないか。私たちは主権者として、国を根本から変えなければと肝に銘じなければな
りません。

日経
東京での開催を五輪再生の出
発点に

人種や国籍の違いを乗り越え、選手が共通のルールの下に競い、人間の能力の限界に挑む姿こそスポーツの感動の原点
である。

コロナ禍で、様々なものがそぎ落とされてしまった開催となるが、その分、私たちは選手らの熱い思いをより身近に、
そして切実に感じられるはずだ。

積み重ねた努力の軌跡、そして勝利にかける執念に触れることは見る者の心を揺さぶるにちがいない。スポーツの持つ
力に改めて気付き、世界の人々が競技界最大の舞台である五輪の価値を実感することを期待したい。

毎日
開会式演出者の解任 五輪の
理念踏みにじった

開会式は、開催国の文化や伝統を世界に発信する重要な場である。その演出を担うに足る人物かどうか十分に調べない
まま、任命した組織委の責任は極めて重い。開幕直前に外部から指摘を受け、組織委は慌てて対応した。世界に注目され
る国家イベントの運営に関わる団体として失格だ。

相次ぐ不祥事で、開幕前から東京五輪の価値は損なわれた。世界中の視聴者は今夜の開会式をどんな思いで見るだろう
か。組織委はこのような事態を招いた経緯を明らかにしなければならない。

読売
東京五輪開幕へ コロナ禍に
希望と力届けたい 安全な大
会へ万全の感染対策を

新型コロナウイルスの流行に伴う緊急事態宣言が発令された中で、約半世紀ぶりの東京五輪が開幕する。困難に立ち向
かう努力の大切さや尊さを世界に伝えたい。

各地で計画していた交流行事は中止が相次いだ。思い描いていた五輪とすっかり様相が変わったことは、残念というほ
かない。それでも、スポーツには人の心を動かす「力」がある。苦難に直面した時、奮闘する選手の姿に勇気づけられた
人は多いだろう。今大会でも、コロナ禍に苦しむ世界の人々に希望が届くといい。
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4.3 国内メディアによる評価
【8月9日オリンピック閉幕直後の社説（50音順）】
媒体 見出し 記事抜粋

朝日
五輪閉幕へ 問題放置せず
検証急げ

東京五輪はあす、最終日を迎える。巨額の税金を投じ、新型コロナ禍による開催の１年延期という異例の経緯をたどった
末に、世論を二分して強行された大会である。

政府、東京都、大会組織委員会には、持ち上がった問題を整理し、これまでの対応を検証して、結果を国民そして世界に
報告する責務がある。もちろん手前勝手な総括は許されない。国会も目を光らせ、行政監視の使命を果たさねばならない。

産経
東京五輪閉幕 全ての選手が
真の勝者だ 聖火守れたこと
を誇りたい

これほど心を動かされる夏を、誰が想像できただろう。日本勢の活躍が世の中に希望の火をともしていく光景を、どれだ
けの人が予見できただろう。確かなことは、東京五輪を開催したからこそ、感動や興奮を分かち合えたという事実だ。

新型コロナウイルス禍により無観客を強いられたが、日本は最後まで聖火を守り抜き、大きな足跡を歴史に刻んだ。その
事実を、いまは誇りとしたい。

東京
大会から学ぶべきこと 東京
五輪が閉会

57年ぶりの日本での夏季大会となった東京五輪が閉会した。競技に挑んだ選手やコーチ、運営に尽力した関係者の努力は
たたえたいが、招致の在り方から感染症が拡大する中での大会開催まで、私たちが学ぶべき教訓は多い。

会場のほとんどは無観客となり日本国民の大多数はテレビで観戦した。選手やコーチ、大会関係者は「バブル方式」とい
う、外部との接触を遮断された「泡」の中で過ごし、感染すれば排除され、観光で外出すれば指弾される。

こんな状況を目の当たりにすれば、コロナ禍の日本で今、開催する意味が本当にあったのか、との思いを抱くのは当然だ
ろう。

日経
「コロナ禍の五輪」を改革に
つなげよ

「多様性と調和」は東京大会の理念の柱である。「違いを認めあい、受け入れること」。実現への道は平たんではなかろ
う。だが、国籍や人種を超え、同じルールの下で競うスポーツを通じ、その理念へ近づくことで、必ずや社会のありようも
変わるはずだ。 24日からは東京パラリンピックが始まる。心身の障害を抱えつつ限界に挑む選手の姿は、誰もが個性と持
てる能力を発揮できる公正な社会のモデルとなる。選手の中には基礎疾患を抱え、コロナに感染すると重症化する人もいる。
補助器具の消毒や介助者の感染予防も必要だ。「東京」の心を伝えるため、万全の対策で大会を成功に導いてほしい。

毎日
東京五輪が閉幕 古い体質を
改める契機に

IOCだけでなく、政府や東京都も開催ありきの姿勢を貫いた。「安全・安心」を繰り返すだけで開催の意義を語らず、政
権浮揚に五輪を利用しようとするかのような姿勢が国民の反発を招いた。大会組織委員会の森喜朗前会長の女性蔑視発言や
開会式演出担当者の過去の言動など、関係者の差別的な体質が次々と表面化した。「多様性と調和」という大会ビジョンは
見せかけに過ぎないと多くの人の目には映ったはずだ。古い体質を改めなければ、五輪は新たな時代に踏み出せない。憲章
の理念を実現しようとした選手たちの声に耳を傾けることが、その一歩となるはずだ。

読売
東京五輪閉幕 輝き放った選
手を称えたい 運営面での課
題を次に生かせ

世界各国から集まった一流の選手たちが見せた力と技は多くの感動を与えてくれた。厳しい状況の中でも大会を開催した
意義は大きかったと言える。選手たちは、五輪の開催が危ぶまれる不安定な状態で練習を続けた。大会中も感染対策のため
に、行動制限を課せられた。選手たちがひたむきに競技と向き合う姿に励まされた人は多かっただろう。全力を尽くして
戦った選手たちを称えたい。

一方、現代の五輪が抱える課題も浮き彫りになった。24日からはパラリンピックが始まる。開会式は、再び緊急事態宣言
が発令されている中での開催となる見通しだ。政府や組織委は、五輪で得た教訓をパラリンピックにも生かさなければなら
ない。
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4.3 国内メディアによる評価
【８月24日パラリンピック開幕時の社説（50音順）】
媒体 見出し 記事抜粋

朝日
東京パラ大会 安全対策に
万全期して

挙行する以上は、来訪者と市民の健康を守り抜くのが政治・行政の務めだ。五輪開催で世の中の空気を緩めた轍（てつ）
を踏むことのないよう、メッセージの発信や付随するイベントにも細心の注意を払わねばならない。

パラ選手には、肺や心臓などに基礎疾患や重い障害を抱える人がいて、コロナに感染すれば健常者よりも重篤な症状を招
く危険性が高い。体温調整が難しい障害もあり、熱中症への警戒も怠ることはできない。

純粋なスポーツとしてパラに関心を寄せ、楽しむ人も広がっている。選手たちの安全と健闘を心から祈る。

産経
パラ大会開幕 ないものを
嘆くのではなく あるもの
を活かすことを学ぶ

「パラリンピックの父」と呼ばれる英ストーク・マンデビル病院のルードウィッヒ・グットマン医師は「失ったものを数
えるな。残された機能を最大限に生かそう」との言葉を残し、これが大会の精神となっている。「経営の神様」松下幸之助
翁にも「ないものを嘆くな。あるものを活（い）かせ」の名言がある。いわんとする哲学は同じであり、パラ大会のテーマ
は、経営の理念にも、あらゆる事案にも通底する。そしてパラ大会が観戦者に期待するのは、偏見の棄却や共生への覚醒、
気づきだ。 同じ物語が東京で紡がれることを切望する。オリンピックは、十分に東京と世論を温めた。さあ、人類の祭典
が始まる。存分に楽しみ、興奮し、応援しよう。

東京
東京パラ開幕へ 命と健康
を最優先に

東京パラリンピックが24日に開幕する。首都圏は新型コロナウイルスの感染爆発に入り、五輪以上に慎重な運営が必要と
なる。命と健康を最優先に、選手らの感染対策を徹底し、学校と連携した児童生徒の観戦も中止すべきだ。

大会には約160の国・地域から、肢体不自由や視覚障害、知的障害などの選手約四千四百人が参加する。力の限界に挑み、
メッセージを発する13日間は、「多様性と調和」という理念を実感する場となるだろう。

日経
パラ大会を共生社会への大
きな一歩に

障害のあるアスリートらが参加する国際的な競技大会、東京パラリンピックが24日、開幕する。約160の国と地域から約
4400人が集い、22の競技で鍛え抜いた力と技を披露する。東京五輪と同様、新型コロナウイルスの影響で1年延期されてい
た。

さまざまなハンディキャップを日ごろのトレーニングや創意で乗り越え、自らの限界に挑む選手らの姿は、共生社会の実
現へ向けた数多くのヒントや気付きを私たちに与えてくれるはずだ。大会を機に、誰もが個性や持てる能力を存分に発揮し、
分断や差別のない世界を築くための歩みを着実に進めていきたい。

毎日
パラリンピックあす開幕
共生社会の姿映す大会に

厳しい状況下での開催となるが、こんな時に行うからこそ、改めて大会の意義が問われる。
今大会には世界各国から約4400人の選手が参加する見通しだ。ボッチャやゴールボールなど、パラリンピック独自のス

ポーツも含め22競技が行われる。
大会ビジョンは五輪と同じ「多様性と調和」だ。鍛え上げられたパラアスリートの熱戦を通し、共生社会のあるべき姿を

考えたい。

読売
東京パラ開幕 共生社会考
える契機にしよう

東京は、1964年大会に続き、夏のパラリンピックを２度開催する初めての都市になる。その間、世界の競技人口は大き
く増え、レベルも向上した。

パラリンピックは、障害者のリハビリの延長として始まった。競技用の車いすなどを開発する技術は、高齢者らが日常生
活で使う用具の改良にも役立ってきた。

今大会が、障害の有無や性別、国籍などにかかわらず、すべての人が尊重し合える社会への一歩になってほしい。
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4.3 国内メディアによる評価
【9月6日パラリンピック閉幕直後の社説（50音順）】
媒体 見出し 記事抜粋

朝日
パラ大会閉幕 将来に何をど
う残すか

選手のプレーに感動し、それをただ消費して終わるのではなく、次代につながる、まさにレガシー（遺産）を残すこ
とに英知を集めねばならない。そのためにも不可欠なのが、招致段階を含む大会全体の徹底検証だ。政府、東京都、組
織委員会がうやむやにしたままの問題は山積している。加えて競技施設の今後の利用方法や、巨額の赤字を都と国でど
う負担し、都民、国民の理解を得るかなどの難題が待ち受ける。

隠蔽（いんぺい）体質と決別し、開かれた議論をすることから「オリパラ後」の歩みを始めたい。

産経
東京パラ閉幕 可能性示した
選手に拍手を 開催は間違っ
ていなかった

東京パラリンピックが幕を閉じた。新型コロナウイルス禍は沈静化の兆しが見えず、五輪に続く無観客開催となった
のは残念だが、日本勢は金13個を含む計51個のメダルを獲得し、社会の閉塞（へいそく）感を振り払った。しびれるよ
うな熱戦を繰り広げ、テレビ桟敷に感動と興奮を届けてくれた全ての選手に拍手を送りたい。

「失ったものを数えるな。残された機能を最大限に生かそう」はパラの理念である。コロナ禍に屈することなく、日
本は大会を成し遂げた。私たちに残された「開催してよかった」という手応えは、これからの社会を変革する大きな力
になる。

東京
東京パラ閉幕 「共感」未来
への遺産に

東京パラリンピックが閉幕した。障害のあるアスリートが力の限界に挑む姿に心動かされた。共感や気付きを、共生
社会へ向けた取組に生かしたい。五輪から振り返ると、新型コロナウイルス感染爆発の中、無理を重ねた大会だった。
選手や大会関係者の感染は800人超。重症者や死者はいないというが、国内全体では約2000人が重症に陥り、日々の死
者も絶えない。 治療に当たる医療従事者、失業など生活不安に苦しむ人々を置き去りにしたことは否めず、「大会は
成功だった」とは総括し難い。大会収支も赤字が懸念され、今後の検証が必要だ。

日経
社会変える好機となるパラ選
手の活躍

さまざまな障害を持つ選手らは、外部との接触を断つ「バブル方式」に加え、補助器具などの消毒といった感染対策
を徹底した。22競技で想像を超える数々のパフォーマンスを見せてくれた。厳しい練習に耐え、勝利をめざし、記録に
挑むパラアスリートらの姿に、世界中の人々が深く感動し、勇気づけられたはずだ。敬意を表したい。

国、自治体や企業に加え、選手に触発された私たち一人ひとりも、現状を変えるため一歩を踏み出したい。それが大
会のレガシー（遺産）といえるのではないか。

毎日
パラリンピックが閉幕 壁な
き社会につなげたい

今大会は運営面で数々のトラブルがあったが、選手たちの活躍は大会ビジョンである「多様性と調和」の尊さに気づ
かせてくれた。

障害のみならず、人種や民族、宗教など、異なる境遇で生きる世界のアスリートが互いを認め合い、競技を通じて交
流を深める。五輪にもパラリンピックにも通じる理念だ。 コロナの感染が急拡大する中、異例の大会となったが、そ
の意義はくっきりと浮かび上がった。選手たちが体現した姿を「壁なき社会」の実現につなげたい。

読売
東京パラ閉幕 逆境に立ち向
かう勇気くれた

57年ぶりに開催された東京パラリンピックが幕を閉じた。世界がコロナ禍という未曽有の危機に直面する中、東京を
舞台にスポーツの祭典を無事開催できた意義は大きい。大会では、様々な障害を抱えた世界中の選手たちが自らの可能
性に挑み、力と技を競った。その姿が多くの感動をもたらした。今大会は、新型コロナウイルスの流行で１年延期され、
開催が危ぶまれた時期もあった。だが、日本勢は、金メダルがゼロに終わった前回夏のリオデジャネイロ大会を上回る
活躍を見せた。

メダルの有無にかかわらず、各国の選手が努力と工夫で障害を乗り越え、コロナ禍の中で力を発揮した。大きな拍手
を送りたい。
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4.4 報道各社の世論調査
➢ 大会前の2021年3月～5月の時点では2021年の大会開催に否定的な意見が多数派（「中止」の意見は共同59.7％、朝日43％、読売59％、

NHK33.4％）。
➢ オリンピック終了後（2021年8月以降）は、多くの方のご意見が「大会が開催されてよかった」に変化（共同62.9%、朝日56％、読売

64％、NHK78.4％（「とてもよかった」と「まあよかった」の合計） ）。

※1「東京五輪が開催されて、よかったと思いますか、よくなかったと思いますか」という質問に対しての回答（5月16日・8月16日●共同通信）、（5月17日・8月9日●朝日新聞）。
また、朝日新聞の大会前の世論調査において、今夏に開催する場合の観客をどうするかについても尋ねられており、「通常通りの観客で開催」が3％、「観客数を制限して開催」
が33％、「無観客で開催」が59％の回答であった。

※2「東京五輪が開催されてよかったと思うか」という質問に対しての回答（5月10日・8月10日●読売新聞）。
※3「日本で2度目となる夏のオリンピック・パラリンピックが開催されたことについてどう思いますか」という質問に対しての回答（ 2021年3月17日～4月19日・9月8日～10月15日

の間に実施したNHK世論調査）。

✓ 大会の意義については、機会をとらえて説明し、コロナ延期後もメディアで説明を重ねたが、実際の大会を目にする前の言葉・文字
による説明のみでは十分行き渡らない面もあった。

✓ 他方、こうした傾向は大会が開始され、実際のアスリートの競技を目にすると変化。新聞の社説等でも、大会前と比べ、大会開始以
降は開催意義をポジティブに論じる傾向が増え、特にパラリンピック後はその傾向が顕著になった。

※1

※3

※2
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4.5 放送

134

■OBS(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ放送機構）が制作し世界に配信したコンテンツの量
・オリンピック：33競技で10,200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

・パラリンピック：22競技で1,500時間以上

■オリンピックのコンテンツ： リオ大会の44%増
■パラリンピックの生中継： リオ大会の54%増

（出典）上記はOBS情報部からの提供

■パラリンピックは、サハラ以南のアフリカ大陸で史上初となる開閉会式の生中継、

および毎日52分間の競技ハイライトが無料で放送され、大会視聴者の大幅増に寄与

■放送時間（日本国内）

・オリンピック ＮＨＫテレビ5波合計約1,280時間、民放 合計464時間
・パラリンピック ＮＨＫテレビ5波合計約590時間
（出典）ＮＨＫ：2021年9月9日会長定例記者会見、民放：民放連による独自集計

■開会式の視聴率（NHK総合)
• オリンピック 56.4％ （リオ大会 23.6%）
• パラリンピック 23.8% （リオ大会 7.8%）

「東京大会の放送は大きな成功をおさめた」と評価（OBSヤニスCEO）



4.5 国際オリンピック委員会 (IOC) による独自調査（2021年12月８日公表）

■30億5000万人が視聴（リニアTVとデジタルプラットフォームを通じて）

■280億回のビデオ視聴（オリンピック放送パートナーのデジタルプラットフォーム上

の公式報道だけでの合計数）

リオ2016大会と比較し139%の増加

※これは、メディアの状況の変化と、東京2020大会がデジタルプラットフォーム

上で初の、そして史上最も視聴されたオリンピックであることを示すもの
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4.5 国際オリンピック委員会 (IOC) による独自調査（2021年12月８日公表）

■東京大会は、テレビ、デジタルストリーミング、ウェブサイト、アプリ、

ソーシャルメディアを通じて、これまで以上に多くのスクリーンで世界中の

ファンが利用できるコンテンツを提供

・リニアTV対応（時間数）： 15万426時間

リオ大会と比較し33%増加

・デジタル対応（時間数）： 21万7512時間

リオ大会と比較し34%増加

（放送調査はPublicis Sport&Entertainmentによる）
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4.5 国際オリンピック委員会 (IOC) による独自調査（2021年12月８日公表）

■WEBとアプリで、１億9600万人のユニークユーザーが視聴

リオ大会と比較し3倍以上

■ソーシャルメディアの利用では、約61億のエンゲージメント
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4.6 公式デジタルメディア成果（2021年9月末時点）

• 公式ウェブサイト

大会史上最大の閲覧者数を記録。対応言語数7言語も過去最高。

好評を博したアスリートインタビューに加え、大会後のレビュー

含め9月末まで運用。（累積閲覧者数：1億9,730万人）

• 公式アプリ

試合スケジュールや結果速報が好評。大会後はオリンピック・

アプリとして、ウェブサイト同様、次大会へのレガシーに。

（ダウンロード数：約550万ダウンロード）

• 公式SNS

公式ウェブサイト同様多言語（7言語）対応で過去最大の

フォロワー数を獲得（フォロワー数：Facebook 約106万、

Twitter 約120万、LINE 約761万ほか）

・その他の取組（抜粋）

• FAN TV 視聴数は全プラットフォーム総計で620万超

• LINE/Twitter/YouTube等を活用したインタビュー中継
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4.7 メディアコミュニケーション（大会中）

１ MPC記者会見（組織委員会主催／IOC・IPC共催）・・・計42回（オリ24回、パラ18回）

IOC/IPCと組織委員会双方のスポークスパーソンから、大会関係者の新型コロナウィルス感染

状況や各種対策状況をはじめとした各種大会情報の発信やメディアとの質疑応答を行ったほか、

多様なテーマを設定してゲストスピーカーを招聘。

＊主なゲストスピーカーテーマ

２ 大会関係者の新型コロナウィルス感染症状況や各種対策状況の発信

デイリー状況を公式サイト上で発表のうえ、MPC記者会見においても発信、

質疑応答を行い丁寧に対応。

３ プレスリリース（7/1~9/5）・・・計78本

４ Newsdesk問合せ、取材依頼対応件数（7/1~9/5）

・・・計10,469件

（TEL2,368件、メール7,322件、対面779件）

オリンピック 暑さ・コロナ対策、復興、大会運営とアジェンダ2020、スポーツイノベーション、
ポートレイヤル、難民選手団、デジタル・ファンエンゲージメント、新種目、アス
リートのメンタルヘルス、ボランティア、選手村、ピクトグラム、ブロードキャスト、
マーケティング、レガシー、持続可能性、オペレーション総括

パラリンピック 暑さ・コロナ対策、IPCスペシャルアンバサダー、セレモニー、パラリンピック教育、
クラシフィケーション、パワー・オブ・スポーツ、マラソン、アクセシビリティ
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4.8 Tokyo 2020 メディア・ブリーフィング概要（大会前）
日付 トピック 主なスピーカー 主な発言等

4/26 理事会 Tokyo2020 事務総長

理事会での主な意見として、コロナ対策において、陽性者が出た場合に、どういう対応を確実にする
のかシナリオをきちんと見せること、管理や情報収集についてしっかりやってほしいという意見があっ
た。ジェンダー平等に関しては、スポーツの世界にとどまらず、社会に対しても発信することが大事だ
という意見があった。観客の方向性については、4月には何らかの方向性を示したいということでやって
いる。緊急事態宣言もふまえて、どう考えるのか、よく相談していきたい。

4/28
五者協議
（プレイブック・
観客上限）

Tokyo2020 会長, Tokyo2020 事務総長

プレイブックのコロナ対策については、新たな変異株の出現、感染拡大といった事態に対応するため、
全ての大会関係者が日本滞在中に遵守すべきルールを具体化・精緻化を行った。観客上限については、
海外からの観戦を認めないとの大きな事情変更がある中で、国内感染の状況も踏まえ、観客数に係る判
断は6月に国内のスポーツイベント等における上限規制に準じることを基本に行うことに合意した。

5/21
IOC調整委員会
会議（Cocom）

IOC CCC, IOC OGED,  
Tokyo2020 会長, Tokyo2020 事務総長

選手村に滞在する選手・関係者について、8割を超える人が、ワクチンを接種して海外から来日する、
関係者へのワクチン接種を推進するIOCに改めて敬意と感謝を申し上げたい。また、来日人数削減の徹
底、行動管理・健康管理の徹底、医療体制見直しの徹底の3つの徹底、3徹（さんてつ）を実行し、都
民・国民の皆さまにとって安全で安心できる大会を開催し、真に「みんなのオリンピック・パラリン
ピック」を実感いただけるよう、引き続き努めてまいりたい。

6/8 理事会 Tokyo2020 事務総長

理事会での主な意見として、観客上限について客観的なことを踏まえて説明する必要がある、選手、
スタッフ、コーチ、トレーナーなど行動管理についてはしっかりやってもらう必要がある、また、海外
から観客が来られない、観客の制限といった状況を踏まえると、映像配信を積極的にやるべきなどの意
見があった。ボランティアや大会関係者へのワクチン接種については、まだ結論は出ておらず、検討段
階である。

6/9 IOC理事会 Tokyo2020 会長, Tokyo2020 事務総長

太田市が皮切りとなった事前キャンプ、専門家ラウンドテーブルやワクチン、プレイブックなどの状
況報告を行い、IOCからはチャレンジングな環境にもかかわらず、準備状況について大変高い評価を頂
いた。これまで大変な難局の中で準備を進めてきたが、IOCによるワクチン提供、NOCドクターのサ
ポート、国際スポーツ界の実績、テストイベントの成功など、安全で安心な大会開催に向け、自信をも
てるだけの数々のエビデンスが揃ってきたことを確認できる機会となった。

6/15
プレイブック
（ルールブック）
第三版

IOC OGED, IOC OGAD, IOC OGSD, 
IPC CBCO, Tokyo2020 MOCチーフ

プレイブック第3版、まず水際対策の強化として、入国前に2回検査を行う。72時間前と96時間前の検
査とし、より安全安心な入国措置とした。入国後については、14日間行動管理をする。さらに、何か起
きた時の体制として、組織委内MOCの一部に感染症対策センターIDCCを設けた。具体的なものをバー
ジョン３で明記し、様々な策を実行することによって、安全で安心な大会に繋げていく。

6/21
五者協議
（観客数等の方
針）

Tokyo2020 会長, Tokyo2020 事務総長

IOC、IPC、国、東京都、組織委員会による五者協議を行った。オリンピック競技大会に関し、日本政
府のイベント開催制限を踏まえ、全ての会場において観客数の上限を「収容定員50％以内で1万人」と
する。但し、7月12日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱い
については、無観客も含め当該措置が発動された時の措置内容を踏まえた対応を基本とする。

7/8

五者協議（無観
客）・関係自治体
等連絡協議会

Tokyo2020 会長, Tokyo2020 事務総長

日本国政府は東京都に緊急事態宣言を発出した。今回の緊急事態宣言を受け、人流を抑制するととも
に感染拡大の防止等に向けたより厳しい措置として、無観客とする。なお、感染状況などについて大き
な変化が生じた場合には、速やかに五者協議を開催し、観客についての対応も検討していく。 また、パ
ラリンピックについては、オリンピックが閉会した後、パラリンピックの観客数の取り扱いを決めるこ
ととした。

※上記のほか、タイムリーな情報発信として会長定例会見を実施（計16回）
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日付 トピック 主なスピーカー 主な発言等

4/30

・専門家ラウンドテーブ
ルの立ち上げについて
・プレイブックV2につい
て

・国立感染症研究所 感染症危機管
理研究センター長
・Tokyo2020 GDO

２月のコロナ対策から更新したプレイブックV2を策定し、ブック内のルールや、実際にど
のようにオペレーションしていくのかという観点から、専門家のアドバイスをいただいた。
また、７月から本格稼働する感染症センターについて、メンバーの方々に現場を見ていた
だいた。

5/28 選手村対策に関する視察

・国立感染症研究所感染症危機管理
研究センター長
・東京大学大学院准教授
・Tokyo2020 GDO

海外から約10万人が来日する想定であり、それ自体の影響は限定的だが、五輪の開催が関
連イベントなどに繋がって、全国での人流が活発になった場合には感染拡大に繋がりかね
ず、開催方法についてはしっかり議論していく。テストイベント等に参加した1,000人ア
スリートの検査結果としては、空港での水際検査により判明した１名（0.1％）であった。

6/11

・観客や人流関係の感染
予防対策
・観戦対策のシミュレー
ション報告

・Tokyo2020 MOCチーフ
・専門家ラウンドテーブル座長
・Tokyo2020 Spokesperson

国内人流についてどう考えていくのかが課題。海外からの人流は明らかになってきており、
ルールもしっかりしてきた。様々なシミュレーションによれば、海外からの人流に伴う影
響は限定的だが、ゼロではないので、リスクをどうやって事前に防止するのか、万が一陽
性が発生した場合にどのように対応するのかといった大会に即した議論ができた。

6/18

・専門家有志からの提言
を受けた検討
・開催による国内感染へ
の影響評価
・観客ガイドライン

・Tokyo2020 MOCチーフ
・専門家ラウンドテーブル座長
・Tokyo2020 Spokesperson

5/21にオリ5.9万人の来日想定を明らかにしたが、その後さらに精査し、4.1万人（計画
前の1/3）となっている。国内に向けては、人流に特化した日本人向け観客ガイドライン
の素案を策定したので、今後またご意見をいただきながら、ブラッシュアップしていきた
い。ワクチン接種は相当程度の予防効果があるので、進めていくことが必要である。

8/20
・オリンピック感染対策
振返り
・パラリンピック対策

・Tokyo2020 MOCチーフ
・専門家ラウンドテーブル座長
・Tokyo2020 Spokesperson

オリンピック開催の総括と、それを踏まえたパラリンピックに向けた検討を行った。海外
からの入国者数の陽性率は、空港検査時0.09％、入国後14日以内0.15%、15日以降が
0.15%であり、まず14日間以内のところでプレイブックに基づく行動管理は一定の機能
を果たした。TDMも機能し、昨年に比して交通量が減少したことが明らかになっている。

9/28 これまでの振り返り
・Tokyo2020 事務総長
・Tokyo2020 MOCチーフ
・Tokyo2020 Spokesperson

海外からの入国者数54,250人に対して、空港検査での陽性者55人（0.1％）であり、低い
パーセンテージに止まった。入国前にワクチン接種や健康管理、検査実施などによる行動
管理を守ってもらった結果と考える。国内関係者も含めたスクリーニング検査についても
オリパラ通じて、かなり低い水準であり、安全安心なものができた。

4.8 Tokyo2020 メディア・ブリーフィング
（専門家ラウンドテーブル）
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4.8 Tokyo2020 メディア・ブリーフィング【オリンピック 計24回】

日付 トピック 主なスピーカー 主な発言等

7/17 IOC理事会 Tokyo2020 会長, Tokyo2020 事務総長

IOC理事会に対して、大会準備の報告をしたところ。冒頭、国連事務総長からメッセージをいただ
き、IOCの皆様から、開幕を前に準備の状況を評価いただくとともに、労いの言葉をいただいた。開
幕まであとわずか。多くの方の理解を得て、安全で安心な大会を開催すべく、引き続き関係団体の皆
さまと緊密に連携し準備に取り組んでまいりたい。

7/18
コロナ対策・暑さ対
策・気象

IOC OGED, IOC OGAD, 

Tokyo2020 MOCチーフ, 

Tokyo2020 気象情報センター長, 
気象庁 総務部参事官

気象衛星ひまわりの30秒ごとの観測機能を用いた特別観測などによる必要な情報提供、より正確
に予測しタイムリーな伝達といった技術活用はオリパラ初の取組として大会運営に貢献できると考え
ている。また、マスクをつける中、水はこまめに摂るなどの暑さ対策、IOC、チームと一緒になって
取り組んだプレイブックにより、日本の安全安心、そして選手にとって安全安心な大会ができるもの
と考えている。

7/19
東京2020の8年間の
成果

Tokyo2020 Spokesperson

かつてない延期された初めての大会。延期決定後、内部のタスクフォースを立ち上げ、翌年に開催
するためのロードマップを作成し、フェーズごとのアプローチを作った。課題としては会場確保、コ
スト節減、コロナ対策、聖火リレー、様々なエンゲージメント、サスティナビリティに取り組んでき
た。スポンサーの方々にはこの東京大会の開催に向けて、大きなサポートをいただいた。

7/20 IOC総会
Tokyo2020 会長, 

Tokyo2020 事務総長

海外からも多くのアスリート、関係者に来日頂き、困難な状況を乗り越え、東京に集って頂いたこ
とに感謝申し上げたい。これまで8万回近い検査を実施。陽性が検知された事案もあるが、プレイ
ブックに則って検査を継続することの意味がしっかりと示されている。明日から福島のソフトボール
を皮切りに競技がスタート。全ての競技を通じた東京2020大会のオープニングを福島から発信でき
ることは大きな意義があると考えている。

7/21 復興 Tokyo2020 会長

ソフトボールが開幕、全競技を通じて最初のセッションが行われた福島あづま球場の映像が、国際
映像で世界中に届けられた。世界の皆さまにも、今日という日を実現するためにご尽力された東北の
皆さまの気持ちが伝われば有難い。大会ビジョンにもある「スポーツには、未来と世界を変える力が
ある」というこの言葉の気づきを与えていただいた多くの方に、あらためて感謝を申し上げたい。

7/22 コロナ対策
Tokyo2020 MOCチーフ,

Tokyo2020 警備局局長

来日者の行動管理について、プレイブック違反と思われる事例を認知した場合には早急に事実関係
を把握し、必要に応じた処分を下していく。プロトコルに則り、組織委員会だけで安全安心な大会が
運営できるわけではなく、選手の方々、IOC、IF、NOCそして大会運営するという意味では、メディ
アの方々にもさまざま協力して頂いた上で、初めて安全安心な大会できると思っている。この安全安
心の大会をみんなで作り上げていきたい。

7/22 開幕前日 Tokyo2020 会長, Tokyo2020 事務総長

開閉開式の制作・演出チーム、クリエーティブチームの一員である小林氏を解任した。開会式が目
前に迫る中、多くの関係者、都民・国民の皆さまにご迷惑・ご心配をおかけしたことを深くお詫び申
し上げたい。責任者として責任を痛感しているところ。明日の開会式を迎え、パラリンピックが終わ
るまでは、私としてはやり通さなければいけない、その事によって少しでも多くの方にこの東京大会
ご理解をいただきたいと思っている。

7/24
アジェンダ2020・
大会運営

IOC OGED, IOC Spokesperson, 

Tokyo2020 Spokesperson

素晴らしい開会式であり、涙が溢れた。この大会のためにどれほどの努力が行われたのか、大会の
準備というのは大変であり、そしてその運営も大変である。計画を練り直し、そしてこのスポーツの
素晴らしい瞬間への第1歩を刻んだ。本日11の競技が始まる。素晴らしいイメージを皆様にお伝えし、
そして皆さんによって、これを多くの人に伝えていただきたいと思う。
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4.8 Tokyo2020 メディア・ブリーフィング【オリンピック 計24回】

日付 トピック 主なスピーカー 主な発言等

7/25
スポーツイノベー
ション・大会運営

IOC スポーツ・ディレクター, Tokyo2020 ス
ポーツ・ディレクター, IOC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

アスリートにとってオリンピックの舞台があるということは、競技において非常に重要。これらのアスリートが
オリンピアンになれるということ、競技を世界に見せることができるということも重要ではないか。2020大会を
通して、多様性やジェンダーのことに関しては日本は進めるべきことがたくさんあり、これは東京2020大会だけ
ではなく、日本のスポーツ界全体での大きな流れ、動きになっている。今後、参加するだけではなく、リードする
側に女性が増えていってほしいと思う。

7/26
ポートレイヤル・
大会運営

OBS CEO, ユニセフ教育スペシャリスト, 
IOC Spokesperson, Tokyo2020 

Spokesperson

アスリートの描写、報道の中で、例えば何を着ているかだけではなく、一部分を強調したりしないような報道を
していただきたい。表現ということに気を遣っていただき、アスリートのスポーツでの才能にフォーカスしていた
だきたい。

ジェンダーについてはディスカッションを始めるきっかけとなった。スポーツの中で、オリンピックでの露出と
いうのは、世界で最高の露出であり、ジェンダー平等、またスポーツを世界に露出させるということで、バランス
をとることが重要である。

7/27
難民選手団・
大会運営

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), IOC 
Spokesperson, Tokyo2020 Spokesperson

IOC Refugee Olympic Teamを紹介。競技対象者の棄権については、全てのケースを精査、調査し、NOC・IF
も含めてケースバイケースでの対応が必要。明確に公平性、この確固とした立ち位置で考えている。大会関係者が
先日時点で約38,000人、陽性率は約0.02%。プレイブックの違反事例を確認した時には、ストリクトリマイン
ダー、厳しい注意喚起というもので個別に対応し始めている。引き続き皆様にご協力を呼びかけさせていただきた
い。

7/28
デジタル・ファンエ
ンゲージメント・
大会運営

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, OBS CEO, IOC 
Spokesperson,  Tokyo2020 Spokesperson

IOC及びOBSよりDigital and Fan Engagementを紹介。大会前にはこの一年間の複雑な感情があったと思うが、
同時に思うのは一定数の方々はこれまでも支持をしている。安全安心な大会を開催するということで 世論の改善
にはつながっていると思う。もっとも検査数の多いコミュニティであるという発信もしている、そういったことか
ら主催者として安心安全な大会を実施しているというイメージは高まっていると思う。

7/29
新種目・メンタルヘ
ルス・大会運営

IOCメディカル＆サイエンティフィック・ディ
レクター,  IOCアスリート・セクション・ディレ
クター, アスリート委員会委員長, Tokyo2020大
会 金メダリスト／スケートボード, IOC 
Spokesperson,  Tokyo2020 Spokesperson

今回オリンピックが開催され、夢の舞台でスケボーをすることができ金メダルを取れた。日本の人たちも全員で
はないと思うが本当に感動を与えられたと思っているし皆喜んでくれている。オリンピックが開催してくれてよ
かったと思う。ボランテイア、サポートしてくれている人たちに本当に感謝している。メンタルヘルスに関するア
スリートのサポートに関しては、世界中のエキスパートを用意、カウンセリングを受けることができる。今大会必
要なサポートができるよう準備している。

7/30
ボランティア・
大会運営

フィールド・キャスト (大会ボランティア), IOC 
Spokesperson,
Tokyo2020  Spokesperson

私はオリンピック・パラリンピックという意義や精神というものに非常に共感し、ボランティアとして手を挙げ
た。初めてロンドンの時に手を挙げ、それが今でも継続している。今回のパンデミックは、自分ではどうしようも
ならないので、自分でできる努力をしている。ワクチン、色々なところでコロナに対する対策、感染防止対策がと
られていると感じる。そしてこのような素晴らしいムーブメントに参加できるということ、それが特にモチベー
ションになっている。

7/31 大会運営
IOC Spokesperson,
Tokyo2020 Spokesperson

選手の濃厚感染者の隔離措置に関して、今の厳しい環境の中で、様々な状況に置かれている方がいることは承知
している。入国に関するルールも、この大会を実現させるためにとられている措置、一方で万全な防疫措置をとり、
この大会が実現することで、世の中に対し大きな価値を生み出していることもまた事実ではないかと思う。
WHOに関しても我々全てのポイントに対して助言を頂き、陽性率は0.02%、十分に安心して頂ける水準だと思っ
ている。

7/31 選手村
オリンピック選手村 村長, Tokyo2020 選手村

VGM, Tokyo2020 輸送局長,Tokyo2020 
Spokesperson

選手村内の選手同士の交流、色々な住まいの住居棟の前で、リラックスしながら話し合っている。競技団体の中
での交流が十分行われている。食堂の運用に関しては、すごく衛生的だと評価を頂いている。基本的に個室対応を
前提に受け入れている。 また輸送の観点から、大会史上最も複雑で難度が高い大会輸送を支えているのが、T-
TOSSをはじめとする新しいシステム。当初課題はありつつも、習熟を図りながら、順調に輸送は実施されている。
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4.8 Tokyo2020 メディア・ブリーフィング
日付 トピック 主なスピーカー 主な発言等

8/1 中間総括 IOC OGED, Tokyo2020 事務総長

東京、そしてIF、チームNOCがアスリートが最高のパフォーマンスを出せる環境を整えた。全体として素晴らしいパ
フォーマンスが展開されている。運営は順調であり、ボランティアの方々のご協力に本当に頭が下がる思い。地元日本の選手
団は、すでにオリンピック史上最多の金メダルを獲得し、後半に向けても活躍を期待したい。引き続きコロナ対策に万全を期
しオリンピックを成功に導き、パラリンピックに向けてもしっかり準備を進めていきたいと考えている。

8/2
東京2020オリン
ピックピクトグラ
ム・大会運営

Tokyo2020オリンピック・ピクトグラ
ム開発チーム／デザイナー, 
IOC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

スポーツピクトグラムのテーマは1964年東京オリンピックのリスペクト、今回はアスリート中心にすべてを作りたいと
思っており、他にもサーフィンやスケートボード、そういった新しい競技の表現についても、競技団体と話をすることで、発
見することが多かった。一瞬にして理解できるという意味でとても有効な、ビジュアルの伝達手段ではないかと思う。開会式
も含めて、多くの方に理解をして頂けるということ、とてもよかったという感想をもっている。

8/3
ブロードキャス
ト・マーケティン
グ・大会運営

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, 
IOC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

全てのデジタルプラットフォームに関し非常に強いエンゲージメントがあった傾向が見られる。視聴率に関しても非常に堅
調に推移。とりわけライブで見られるような時間帯においては高い。様々なデジタルプラットフォームやソーシャルメディア
などもある。ますますエンゲージメントが増えている。オリンピック憲章にあるように最も幅広いカバレッジを原則とし、世
界中のファンに届けたいと思っている。ストリーミング配信はコロナも影響し加速的に広がっている、検証は続けていきたい。

8/4
レガシー・
大会運営

IOC レガシー・ヘッド, 
東京都オリパラ準備局運営担当部長,
IOC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

安心安全で持続可能な都市という観点でレガシーを考えている。8年かけて準備をしてきたが、それぞれのコミュニティで
大会をアクセラレーターとして活用している、そしてスポーツへの参加、積極的なライフスタイルを促している。また東京都
では、バリアフリー化や多言語の対応、スムーズビズの展開、5Gなどの最先端技術の活用といった様々な取組を通じ、持続
可能なサステナビリティリカバリーを実現し大会のレガシーとして発展させていくこととしている。

8/5
持続可能性・
大会運営

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, 
Tokyo2020 SUSヘッド, IOC 
Spokesperson, Tokyo2020 
Spokesperson

メダルプロジェクト、マテリアルリサイクルなど、この大会でのアクションを進めていく。その理解が進み、行動の変容が
定着していくことを信じている。スポーツは他の産業界と全く同じようにサステナビリティに取り組む責任を負っている。オ
リンピックムーブメント、組織委員会そしてNOCのサポートとともに、サステナビリティがどんな意味を持っているのかを
示そうとしている。オリンピックは本当に素晴らしいプラットフォームとしてソリューションをショーケースとして示し、社
会全体に貢献しようとしている。

8/6 大会運営 Tokyo2020 Spokesperson

台風10号が近づいており、状況を注視している。アップデートあれば可及的速やかに情報提供していく。陽性率は0.02%
として横ばい。ワクチンの接種率は高まっている。いかに万全を期してコロナ対策をやっていくか、発生した事象に対して速
やかにレスポンス、対応していくことが重要。サッカーの競技時間日程については、ステートメントのとおり、サッカー競技
に関わるコンティンジェーシープランを適用し、会場、試合開始時間を変更した。

8/7 大会運営総括

IOC OGED, IOC オリンピック・ソリダ
リティ・ディレクター, IOC 企業広報
ディレクター, OBS CEO, Tokyo2020 
MOCチーフ

東京2020において言及すると、極めて複雑なコロナ対策などを徹底するという点でも、これは非常に詳細にわたっての準
備がされてきた。問題が発生するとそれを特定し対処した、それがこの大会において実現したと思う。コロナ対策については、
多くの方がプレイブックをきちんと読んでいただき、長い時間かけてやってきた結果、守っていただけた。様々な議論があっ
たが、そうしたプロセスがあった上で、コロナ対策というのは1つの形になったのではないかと思う。

8/8 大会総括 Tokyo2020 会長, Tokyo2020 事務総長

東京2020大会は全ての参加者と都民、国民の皆さんの双方によって安全で安心な大会を掲げてきた。安全最優先で開幕を
実現し、全体として大きな問題が起こることなく閉幕の日を迎えることができたと考えている。陽性者濃厚接触者への対応に
当たっては各国NOCはじめ関係団体の皆様にご協力を頂き、心から感謝申し上げたい。コロナで分断された時間を経てアス
リートが東京の舞台に集い素晴らしいパフォーマンスを繰り広げた光景は、今の時代に多くの人々に希望をもたらしたと確信
をしている。
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4.8 Tokyo2020 メディア・ブリーフィング【パラリンピック 計18回】

日付 トピック 主なスピーカー 主な発言等

8/21 暑さ・コロナ対策
MOCチーフ, Tokyo2020 PGO,
IPC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

オリパラ共通の理念で大会の安全を確保する、プレイブックも共通。アスリートには競技にできるだけ参画してい
ただく。パラリンピックは、体温調節が難しい選手など、あるいは相対的に運動量が多くなりがちな選手などもあり、
暑さ対策も万全を期していく。学校連携の実施については、しっかりと安全対策をとり、またオペレーションの工夫
も行い、子供たちの記憶に残る未来に語り継がれる機会を提供したいと考えている。

8/22
IPCスペシャル
アンバサダー

国際パラリンピック委員会特別親善大使, 
国際パラリンピック委員会特別親善大使, 
国際パラリンピック委員会特別親善大使,
IPC Spokesperson, Tokyo2020 

Spokesperson

IPCスペシャルアンバサダー(国際パラリンピック委員会特別親善大使)3名紹介。陸上と車いすラグビーのクラス分
けを行い、すべてスケジュール通り。コロナに関して、空港の検査数のトータルは50,000近く、陽性率は0.03%。
学校観戦プログラムについて、子供達にパラ競技を生で見せることには、大きな意義がある。共生社会の実現、将来
社会を担っていく世代の子供たちにぜひパラリンピック大会で提供したいと思っている。

8/23
開会式
前日会見

IPC 会長, Tokyo2020 会長

明日は開会式、大会延期後から大会を安全に実現することができるか、世界中のアスリートをどうすれば迎えられ
るか、協議を重ねてきた。本当に感情的な瞬間。連帯そして平和のメッセージを世界に対して伝えたい。明日開幕す
る舞台で躍動するアスリートの姿は、多くの人々に気づきを与え、共生社会実現のための重要な新しい一歩になると
確信している。参加いただく選手、受け入れて頂く都民・国民の皆様、双方にとって安全で安心な大会となるよう、
コロナ対策に万全を期して大会を開催したい。

8/24 大会運営
IPC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

陸上、シーティングバレーボール、車いすテニスなど、クラシフィケーションに関しては、順調に進んでいる。ま
た、162の代表団が東京2020パラリンピック大会に参加すると発表。4,403名の選手がここから12日間、パラ大会に
参加、最高記録となる。コロナのアップデートについて、約767,000件の検査が行われ、陽性率は0.03%という低い
水準を維持することができている。5件の陽性者が非居住者の間で特定された。

8/25 大会運営
IPC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

日本の世帯の大体4分の1ぐらいの方が開会式をご覧になり、平均的な視聴率を上回るレベル、8時・9時の間の視聴
率は25%に上った。本日から競技が始まる、24の金メダル、トラックサイクル、スイミング、そして車いすフェンシ
ングなど。 スクリーニング検査は779,000件以上、陽性率は0.03%。本日から一部の会場で学校連携観戦チケット
でご参加頂く。会場で見たもの感じたことを本当に長い記憶として留めていただきたい。

8/26
パラリンピックス
ポーツ・日本文
化・大会運営

JP GAMES株式会社 代表取締役, 
IPC Spokesperson,
Tokyo2020 Spokesperson

世界で初めての事例となるパラリンピックの公式ゲーム化というプロジェクト。東京大会における様々なイノベー
ションを仕掛ける中の1つ。パラリンピックの疑似体験ができ、パラリンピックとともに盛り上がっていく。 この
ビデオゲームによって、新しいオーディエンスにリーチできると思うし、会期中のパラリンピックムーブメントをサ
ポートしてくれると思う。空港での検査は7月から始まり53,000を超えた。スクリーニングテストは790,000を超え、
陽性率は0.03%。

8/27 大会運営
IPC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

コロナについて、スクリーニング検査の総数は80,000以上を超え、陽性率は0.03%。 また、今回の表彰式、RPC
委員会の讃歌を演奏するべきところ、IPC讃歌を演奏するというオペレーション上の間違いがあり、メダリストの皆
様には心からお詫び申し上げたい。食品廃棄については組織委員会の方で精査し、確実に食べて頂けるよう各発注元
に喫食を促すメールや喫食時間の延長、フードバンクへの寄贈など、食品ロスの一層の削減に取り組んでいる。

8/28

日本におけるパラ
リンピックムーブ
メントの現在、そ
してこれから・
大会運営

Tokyo2020 MOCチーフ, JPC 副委員長, 
東京都オリパラ準備局 次長, パラリンピックサ

ポートセンター常務理事, IPC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

大会開催決定を契機としたボランテイア、教育プログラムの開発・活用を実施。競技大会を通じ魅力発信、普及拡
大に努めている。都ではユニバーサルデザインのまちづくり、競技会場ほかバリアフリー化の推進、ハードのみなら
ずダイバーシティや人権尊重など、大会のビジョンである「多様性と調和」を具現化する取組も展開。大会後もパラ
リンピックムーブメントを継承・発展することで、パラスポーツを社会に根付かせるとともに、あらゆる面でのバリ
アを取り除いていき、共生社会の実現へとつなげていく。

8/29 大会運営
IPC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

学校連携プログラムは毎日開催、昨日約1,600人の子供たちが9セッションを観戦した。コロナについて、54,000
近くの検査が空港で行われ、スクリーニング検査は850,000件近く、陽性率は0.03%。また、アスリートの健康と安
全を守ること、そしてパラリンピック大会で競技をする、アスリートの健康、また精神状態をトッププライオリティ
として考えている。継続的にアスリートを守っていく。
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日付 トピック 主なスピーカー 主な発言等

8/30 中間総括 IPC 会長, Tokyo2020 事務総長

アフガンのアスリートについて、彼らを東京に迎えられることは非常に嬉しいことである。このスポーツがここ
まで発展できたことが非常に素晴らしい、アスリートも見事な成績をだしている、日本の人たちには感謝をしなけ
ればいけない。大会運営に大きな影響を与えるような問題はなく、ここまで順調に対応してきた。この東京2020パ
ラリンピックを通じ、日本を共生社会に向かわせる転換点となることを確信している。引き続き、都、国、すべて
の関係者と緊密に連携し、閉幕まで大会運営に努めていく。

8/31
パラリンピック教育
（I‘mPOSSIBLE）・
大会運営

IPC 教育委員, IPC Spokesperson, 
Tokyo2020 Spokesperson

「I‘m Possible」プログラムに関し、障がい理解やインクルーシブな概念を定着させるには、知識ではなくて、
自分の体験とか気づきを通し、腑に落ちていくと思う。気づき・体験というのを大切にしている。学校観戦をとり
やめた学校については非常に残念に思っている。一方で、まだ学校観戦チケットでお越しになる予定の方は万全の
体制で受け入れさせていただきたいと思う。

9/1 クラシフィケーション
IPC クラシフィケーション・ヘッド, 
IPC Spokesperson,
Tokyo2020 Spokesperson

クラシフィケーションについては、まずアスリートの評価から始まる。最初のステップは、アスリートに的確な
障がいがあるかどうか、知的障がい、視覚障がい、そして運動障がいに分けている。クラス変更については、アス
リートの健康状態のによるもの、障がいの性質、年齢、もしくはスポーツのルールチェンジによるものもある。ク
ラス分けにより、競技に出場できたという見方もできる。各国のパラリンピック委員会のクラス分け基準の設定を
サポートしている。

9/2 スポーツの力
パラトライアスロン選手, 
IPC Spokesperson、
Tokyo2020 Spokesperson

「true power of sports」、スポーツ、特にパラスポーツには障がいの有無、人種、国籍、文化、あらゆる違い
を超える力があると信じている。コロナ禍ですごく発言しにくい時期、自分自身も自信をなくしてしまうような時
期はあったが、このオリンピック、パラリンピックを通して、スポーツの力というものを再認識する時間が持てた
のではないか。日本開催、アスリートの皆さんの活躍で、子供たちはオリンピックという夢を近くに感じられたと
思う。

9/3 大会運営
IPC Spokesperson,
Tokyo2020 Spokesperson

空港検査について4月1日から9月1日までの期間540,000回以上の検査を行っている。スクリーニング検査は
943,000程度、陽性率は0.03%。約3,000名ほどがすでに日本を離れ、最大の出国は9月6日を想定、4,000人ほど
が出国予定。また、バドミントンとテコンドーが大会でデビューを果たし、かつてないほどの国がメダルを取り、
金メダルをとっている。今後の大会に向けて、さらに状況を良くして行きたい。

9/3
パラリンピックマラソ
ンの自宅観戦に関する
お願い

Tokyo2020 MOCチーフ、Tokyo2020スポー
ツ・ディレクター、東京都オリパラ準備局 次
長, 国立感染症研究所 感染症危機管理研究セ
ンター長, Tokyo2020 Spokesperson

最終日にパラリンピックマラソンが都内で行われる。スタジアムは無観客だが、公道の下で行われるということ
で、コロナ禍での安全安心、今一度観戦自粛をお願いしたい。沿道全体の対策としてコロナ対策の巡回スタッフを
コース沿線に配置、プラカード等を活用した自粛等の呼びかけを行っていく。皆様ご自身の安全のためにも沿道で
の感染は控えて頂き、自宅からパラアスリートに熱い応援をお願いしたい。

9/4
アクセシビリティ
（オリンピック・パラ
リンピックと社会）

Tokyo2020 PGO, IPC Spokesperson,
Tokyo2020  Spokesperson

アクセシビリティへの取組、例えばエレベーターで上下移動が出来ない人の為に優先されるなど、理解が浸透す
ることが必要。パラリンピック教育も学校教育の中で多様性を尊重する社会でどんな工夫が必要か、スポーツを通
じ勉強できる仕組みがあるとよい。小さい頃から意識を持つことは、その人たちが大きくなった時に社会を変える
原動力になると思う。閉会式が終わっても継続していただくことが非常に重要である。

9/5
東京2020パラリン
ピック競技大会総括

IPC 会長, Tokyo2020 会長, 
IPC Spokesperson,
Tokyo2020 Spokesperson

コロナ禍での開催、過去のパラリンピック大会と比較して最も重要な大会であり、12億人の障がい者に声を与え
ることができた。最も素晴らしいパラアスリートの人々のパフォーマンスを通じそれが実現できた。日本国民の皆
様に素晴らしい大会を開催できたことを御礼申し上げたい。アスリートが今ある機能を最大限に生かし、素晴らし
いパフォーマンスで競い合う姿を目の当たりにし、開催することができて本当に良かったと実感した。大会後も多
様性を尊重する共生社会に向けた取組をさらに加速させ、パラリンピックのレガシーを成長させていきたい。

9/6 東京2020総括
Tokyo2020 会長, Tokyo2020 事務総長,
Tokyo2020 Spokesperson

この夏、世界中のアスリートが集う1つの舞台を作ることができた。そこで毎日見た光景は人々の絆であり、多様
性の中の調和であり、平和の象徴であり、そしてスポーツが果たせる力、そのものだったと思う。東京2020大会は
豊かなレガシーを日本と東京に残し、10年後、20年後、大会をいっそう誇れる真の社会の変革を達成できるのでは
ないかと考えている。大会の開催を支えていただいた皆様方に心より感謝を申し上げたい。



５．大会参加者



5.1 アスリート、メダル、セッション、関係者

• アスリート数

✓ オリンピック 11,417 名（205NOC＋難民選手団）

✓ パラリンピック 4,403 名（161NPC＋難民選手団）

• メダル授与数
✓ オリンピック 2,401（金 781、銀770、銅 850）

✓ パラリンピック 2,198（金 716、銀710、銅 772）

• セッション数
✓ オリンピック 750 セッション（東京 541、千葉 47、埼玉 86、神奈川 42、

北海道 5、宮城 6、福島 3、茨城 8、静岡 12）

✓ パラリンピック 306 セッション（東京 219、千葉 66、埼玉 13、静岡 8）

※セッションとは競技毎のチケットの単位を指す。（例えば、陸上競技午前の部、午後の部など）

• 関係者数（海外）
大会の１年延期に伴う簡素化やCOVID-19対策の観点から、参加する関係者数（海外）を削減。

その結果、アスリート以外で来日した関係者は当初予定の1/4以下まで削減

✓ オリンピック 約14.1万人 → 約3.3万人

✓ パラリンピック 約 3.6万人 → 約1.0万人
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5.2 海外・国内の関係者総数
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海外 国内

オリンピック

NOC/選手 22.1 千人 1.4 千人

IF 2.6 千人 1.8 千人

マーケティングパートナー 1.2 千人 41.4 千人

オリンピックファミリー 1.0 千人 0.4 千人

OBS/RHB 11.0 千人 4.5 千人

プレス 3.2 千人 1.0 千人

スタッフ 2.5 千人 230.1 千人

DP(治安機関など） － 91.5 千人

パラリンピック

NPC/選手 9.0 千人 0.6 千人

IF 0.8 千人 0.9 千人

マーケティングパートナー 0.3 千人 33.8 千人

パラリンピックファミリー 0.3 千人 0.1 千人

OBS/RHB 2.2 千人 2.3 千人

プレス 0.5 千人 0.7 千人

スタッフ 0.9 千人 218.6 千人

DP(治安機関など） － 34.9 千人

※アクレディテーションの有効化数。海外入国者に関し、オリンピックについては出入国の集計とほぼ一致。パラリンピックについては
約3千の差異があるが、これはオリンピック・パラリンピックを通じて国内に留まった者が一定数いたこと等によるものと考えられる。



5.3 海外から来日する大会関係者数：オリンピック大会時

延期前

※ 特に記載がなければ千人単位にて記載

○ 簡素化や海外観客の受入れ断念、その後の大会関係者縮減要請の結果、海外から来日する
大会関係者の数は、４分の1以下（約14.1万人 ⇨ 約3.3万人）*となった。
*アスリート、一般観客を除く。 推計値。

5月公表時 6月公表時

オリンピック
約59千人

オリンピック
約120千人

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ* 3.0

NOC 14.8

IF 5.0

OBS等 18.4

プレス 8.4

その他 69.9

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ* 3.0

NOC 14.8

IF 4.5

OBS等 16.7

プレス 5.5

その他 14.5

アスリートの
友人・家族、

各種プログラム

約21千人

【計:約141千人】

【計:約59千人】

オリンピック
約41千人

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ* 1.2

NOC 14.8

IF 3.1

OBS等 11.9

プレス 4.6

その他 5.8

【計:約41千人】

*IOC委員、IOC職員（IOCのコントラクターを含む）、世界ドーピング防止機構（WADA）、スポーツ仲裁裁判所（CAS）、将来の組織委員会など

大会時

オリンピック
約33千人

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ* 1.0

NOC 11.4

IF 2.6

OBS等 11.0

プレス 3.2

その他 3.7

【計:約33千人】
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5.3 海外から来日する大会関係者数：パラリンピック大会時

※ 特に記載がなければ千人単位にて記載

○ 簡素化や海外観客の受入れ断念、その後の大会関係者縮減要請の結果、海外から来日する
大会関係者の数は、３分の1以下（約3.6万人 ⇨ 約1.0万人）*となった。
*アスリート、一般観客を除く。 推計値。

*IPC委員、IPC職員（IPCのコントラクターを含む）、世界ドーピング防止機構（WADA）、将来の組織委員会など

延期前 5月公表時 6月公表時

パラリンピック
約19千人

パラリンピック
約28千人

アスリートの
友人・家族、

各種プログラム

約9千人

【計:約36千人】

【計:約19千人】

パラリンピック
約12千人

【計:約12千人】

大会時

パラリンピック
約10千人

【計:約10千人】ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ* 2.0

NPC 5.9

IF 1.3

OBS等 5.4

プレス 1.6

その他 11.4

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ* 2.0

NPC 5.9

IF 0.8

OBS等 4.0

プレス 1.6

その他 5.1

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ* 0.4

NPC 5.9

IF 0.9

OBS等 1.6

プレス 0.8

その他 2.2

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ* 0.3

NPC 4.8

IF 0.8

OBS等 2.2

プレス 0.5

その他 1.2
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ステークホルダー 概要

選手及び各国オリンピック委員会(NOC)、各国パラリンピック委員会(NPC) 選手、チーム役員、NOC・NPCの役員

国際競技連盟(IF) IFの役員、技術代表、競技役員(役員、審判等)、機材技術者、
IF事務局員

マーケティングパートナー TOPパートナー、ワールドワイドパラリンピックパートナー、
ローカルパートナー

オリンピック・パラリンピックファミリー及び要人 国際・国内要人
将来の組織委員会の役員
スポーツ仲裁裁判所、世界アンチ・ドーピング機構

オリンピック放送機構(OBS)及びライツホルダー（放送権者）- 放送事業者 OBS及び大会の放送権者（RHB）

プレス 大会のアクレディテーションを保有するフォトグラファー、
ジャーナリスト

5.3 関係者の定義について
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5.4 オリンピック参加NOC一覧
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AFG アフガニスタン

ALB アルバニア

ALG アルジェリア

AND アンドラ

ANG アンゴラ

ANT アンティグア・バーブーダ

ARG アルゼンチン

ARM アルメニア

ARU アルバ

ASA 米領サモア

AUS オーストラリア

AUT オーストリア

AZE アゼルバイジャン

BAH バハマ

BAN バングラデシュ

BAR バルバドス

BDI ブルンジ

BEL ベルギー

BEN ベナン

BER バミューダ

BHU ブータン

BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ

BIZ ベリーズ

BLR ベラルーシ

BOL ボリビア

BOT ボツワナ

BRA ブラジル

BRN バーレーン

BRU ブルネイ・ダルサラーム

BUL ブルガリア

BUR ブルキナファソ

CAF 中央アフリカ共和国

CAM カンボジア

CAN カナダ

CAY ケイマン諸島

CGO コンゴ

CHA チャド

CHI チリ

CHN 中華人民共和国

CIV コートジボワール

CMR カメルーン

COD コンゴ民主共和国

COK クック諸島

COL コロンビア

COM コモロ

CPV カーボべルデ

CRC コスタリカ

CRO クロアチア

CUB キューバ

CYP キプロス

CZE チェコ共和国

DEN デンマーク

DJI ジブチ

DMA ドミニカ

DOM ドミニカ共和国

ECU エクアドル

EGY エジプト

EOR オリンピック難民選手団

ERI エリトリア

ESA エルサルバドル

ESP スペイン

EST エストニア

ETH エチオピア

FIJ フィジー

FIN フィンランド

FRA フランス

FSM ミクロネシア連邦

GAB ガボン

GAM ガンビア

GBR 英国

GBS ギニアビサウ

GEO ジョージア

GEQ 赤道ギニア

GER ドイツ

GHA ガーナ

GRE ギリシャ

GRN グレナダ

GUA グアテマラ

GUI ギニア

GUM グアム

GUY ガイアナ

HAI ハイチ

HKG ホンコン・チャイナ

HON ホンジュラス

HUN ハンガリー

INA インドネシア

IND インド

IRI イラン・イスラム共和国

IRL アイルランド

IRQ イラク

ISL アイスランド

ISR イスラエル

ISV 米領バージン諸島

ITA イタリア

IVB 英領バージン諸島

JAM ジャマイカ

JOR ヨルダン

JPN 日本

KAZ カザフスタン

KEN ケニア

KGZ キルギス

KIR キリバス

KOR 大韓民国

KOS コソボ

KSA サウジアラビア

KUW クウェート

LAO ラオス人民民主共和国

LAT ラトビア



5.4 オリンピック参加NOC一覧
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SYR シリア・アラブ共和国

TAN タンザニア連合共和国

TGA トンガ

THA タイ

TJK タジキスタン

TKM トルクメニスタン

TLS 東ティモール民主共和国

TOG トーゴ

TPE チャイニーズ・タイペイ

TTO トリニダード・トバゴ

TUN チュニジア

TUR トルコ

TUV ツバル

UAE アラブ首長国連邦

UGA ウガンダ

UKR ウクライナ

URU ウルグアイ

USA アメリカ合衆国

UZB ウズベキスタン

VAN バヌアツ

VEN ベネズエラ

VIE ベトナム

VIN
セントビンセント及びグレナ

ディーン諸島

YEM イエメン

ZAM ザンビア

ZIM ジンバブエ

PAK パキスタン

PAN パナマ

PAR パラグアイ

PER ペルー

PHI フィリピン

PLE パレスチナ

PLW パラオ

PNG パプアニューギニア

POL ポーランド

POR ポルトガル

PUR プエルトリコ

QAT カタール

ROC ROC

ROU ルーマニア

RSA 南アフリカ

RWA ルワンダ

SAM サモア

SEN セネガル

SEY セーシェル

SGP シンガポール

SKN セントクリストファー・ネービス

SLE シエラレオネ

SLO スロベニア

SMR サンマリノ

SOL ソロモン諸島

SOM ソマリア

SRB セルビア

SRI スリランカ

SSD 南スーダン

STP サントメ・プリンシペ

SUD スーダン

SUI スイス

SUR スリナム

SVK スロバキア

SWE スウェーデン

SWZ エスワティニ

LBA リビア

LBN レバノン

LBR リベリア

LCA セントルシア

LES レソト

LIE リヒテンシュタイン

LTU リトアニア

LUX ルクセンブルク

MAD マダガスカル

MAR モロッコ

MAS マレーシア

MAW マラウイ

MDA モルドバ共和国

MDV モルディブ

MEX メキシコ

MGL モンゴル

MHL マーシャル諸島

MKD 北マケドニア

MLI マリ

MLT マルタ

MNE モンテネグロ

MON モナコ

MOZ モザンビーク

MRI モーリシャス

MTN モーリタニア

MYA ミャンマー

NAM ナミビア

NCA ニカラグア

NED オランダ

NEP ネパール

NGR ナイジェリア

NIG ニジェール

NOR ノルウェー

NRU ナウル

NZL ニュージーランド

OMA オマーン



5.4 パラリンピック参加NＰC一覧
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AFG アフガニスタン

ALG アルジェリア

ANG アンゴラ

ARG アルゼンチン

ARM アルメニア

ARU アルバ

AUS オーストラリア

AUT オーストリア

AZE アゼルバイジャン

BAR バルバドス

BDI ブルンジ

BEL ベルギー

BEN ベナン

BER バミューダ

BHU ブータン

BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ

BLR ベラルーシ

BOT ボツワナ

BRA ブラジル

BRN バーレーン

BRU ブルネイ・ダルサラーム

BUL ブルガリア

CAF 中央アフリカ共和国

CAM カンボジア

CAN カナダ

CGO コンゴ

CHI チリ

CHN 中華人民共和国

CIV コートジボワール

CMR カメルーン

GUI ギニア

GUY ガイアナ

HAI ハイチ

HKG ホンコン・チャイナ

HON ホンジュラス

HUN ハンガリー

INA インドネシア

IND インド

IRI イラン・イスラム共和国

IRL アイルランド

IRQ イラク

ISL アイスランド

ISR イスラエル

ISV 米領バージン諸島

ITA イタリア

JAM ジャマイカ

JOR ヨルダン

JPN 日本

KAZ カザフスタン

KEN ケニア

KGZ キルギス

KOR 大韓民国

KSA サウジアラビア

KUW クウェート

LAO ラオス人民民主共和国

LAT ラトビア

LBA リビア

LBN レバノン

LBR リベリア

LES レソト

COD コンゴ民主共和国

COL コロンビア

CPV カーボべルデ

CRC コスタリカ

CRO クロアチア

CUB キューバ

CYP キプロス
CZE チェコ共和国

DEN デンマーク

DOM ドミニカ共和国

ECU エクアドル

EGY エジプト

ESA エルサルバドル

ESP スペイン

EST エストニア

ETH エチオピア

FIJ フィジー

FIN フィンランド

FRA フランス
FRO フェロー諸島

GAB ガボン

GAM ガンビア

GBR 英国

GBS ギニアビサウ

GEO ジョージア

GER ドイツ

GHA ガーナ

GRE ギリシャ

GRN グレナダ

GUA グアテマラ



5.4 パラリンピック参加NＰC一覧
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PLE パレスチナ

PNG パプアニューギニア

POL ポーランド

POR ポルトガル

PUR プエルトリコ

QAT カタール

ROU ルーマニア

RPC RPC

RPT パラリンピック難民選手団

RSA 南アフリカ

RWA ルワンダ

SEN セネガル

SGP シンガポール

SLE シエラレオネ

SLO スロベニア

SOM ソマリア

SRB セルビア

SRI スリランカ

STP サントメ・プリンシペ

SUI スイス

SVK スロバキア

SWE スウェーデン

SYR シリア・アラブ共和国

TAN タンザニア連合共和国

THA タイ

TJK タジキスタン

TOG トーゴ

TPE チャイニーズ・タイペイ

TUN チュニジア

TUR トルコ

UAE アラブ首長国連邦

UGA ウガンダ

UKR ウクライナ

URU ウルグアイ

USA アメリカ合衆国

UZB ウズベキスタン

VEN ベネズエラ

VIE ベトナム

VIN
セントビンセント及びグレナ

ディーン諸島

YEM イエメン

ZAM ザンビア

ZIM ジンバブエ

LTU リトアニア

LUX ルクセンブルク

MAD マダガスカル

MAR モロッコ

MAS マレーシア

MAW マラウイ

MDA モルドバ共和国

MDV モルディブ

MEX メキシコ

MGL モンゴル

MKD 北マケドニア

MLI マリ

MLT マルタ

MNE モンテネグロ
MOZ モザンビーク

MRI モーリシャス

NAM ナミビア

NCA ニカラグア

NED オランダ

NEP ネパール

NGR ナイジェリア

NIG ニジェール

NOR ノルウェー

NZL ニュージーランド

OMA オマーン

PAK パキスタン

PAN パナマ

PAR パラグアイ

PER ペルー

PHI フィリピン



5.5 出入国の状況
〇大会時入国者数は、オリンピック:約4.3万人、パラリンピック:約1.1万人。開会式の4～5日前が最大のピーク
〇入国のピークは、オリンピック:7月18日の約4,200人、パラリンピック:８月20日の約2,000人
〇出国のピークは、オリンピック:8月9日の約9,600人、パラリンピック:9月6日の約4,200人

【入国】
〇オリンピックの入国者は43,302人、パラ

リンピックの入国者は10,945人
〇オリンピック・パラリンピックともに開

会式の4～5日前が最大のピーク
〇オリンピックの最大ピークは7月18日の

4,195人
〇パラリンピックの最大ピークは8月20日

の2,044人

【出国】
〇オリンピック・パラリンピックともに閉

会式の翌日が最大のピーク
〇オリンピックの最大ピークは8月9日の

9,648人
〇パラリンピックの最大ピークは9月6日の

4,208人
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日別入国者数

日別出国者数

43,302人
(7/1～8/11)

10,945人
(8/12～9/5)

7/13
オリ選手村開村

7/23
オリ開会式

8/17
パラ選手村開村

8/24
パラ開会式

4,195人

2,044人

8/8
オリ閉会式

8/11
オリ選手村閉村

9/5
パラ閉会式

9/8
パラ選手村閉村

9,648人

4,208人

（出典：政府データ）

（出典：組織委員会ADSデータ）
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６．観客・チケット



オリンピック

項目 実施時期

抽選販売

第1次抽選販売 2019年5月

第1次抽選販売の追加抽選販売 2019年8月

第2次抽選販売 2019年11月

先着順販売

整理券はがき抽選による先行窓口販売

2020年4月以降

公式チケット販売サイトによるウェブ販売
(先着順)

窓口販売(先着順)

公式リセールサービス

実施時期

2019年8月

－

2020年1月

2020年5月以降

パラリンピック

6.1 チケット販売の経緯

※大会延期および
観客制限に伴い未実施

※大会延期および
観客制限に伴い未実施
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6.2 チケット販売枚数

オリンピック

(大会延期前の)
総販売枚数

約675万枚

一般抽選販売 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

一般抽選販売 約97万枚

学校連携観戦 約68万枚

パラリンピック

一般販売に加え、関係者(チケットホルダー)・学校連携・自治体等への販
売も含めると、大会延期前時点では、オリパラ合わせて約865万枚を販売
しており、V5予算のチケット売上900億円を超える見込みだった。

立候補ファイル 約780万枚 立候補ファイル 約230万枚

参考
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6.3 チケット枚数の詳細

項 目 オリンピック

一般販売

販売枚数 約448万枚

陸上(マラソン)会場変更に伴う払い戻し等 ▲3万枚

大会延期に伴う払い戻し枚数 ▲約81万枚

観客上限数決定後の払い戻し枚数 ▲約359万枚

観客上限数決定後の販売枚数 約4万枚

学校連携

大会延期前の申込枚数 約60万枚

観戦者数 約4,700人

パラリンピック

約97万枚

ー

▲約20万枚

▲約77万枚

ー

約68万枚

約15,700人
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オリンピック

合計 約43,300人

宮城 約19,300人

茨城 約3,400人

静岡 約20,600人

合計 約15,700人

東京 約12,100人

埼玉 約300人

千葉 約3,300人

パラリンピック

6.4 入場者数

※うち学校連携観戦 約4,700人 ※学校連携観戦のみ
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6.5 学校連携観戦の様子（オリンピック）
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6.5 学校連携観戦の様子（パラリンピック）
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競技 セッション数

自転車（マウンテンバイク） 2

自転車（ロード） 3

自転車（トラック） 7

サッカー（宮城・茨城） 9

合計 21

競技 セッション数

アーチェリー 1

陸上競技 7

陸上競技（マラソン） 1

バドミントン 5

ボッチャ 1

ゴールボール 9

柔道 1

パワーリフティング 1

射撃 4

シッティングバレーボール 7

卓球 3

車いすバスケットボール 10

車いすフェンシング 4

車いすラグビー 8

車いすテニス 2

合計 64

オリンピック パラリンピック ※学校連携観戦のみ

6.6 有観客セッション一覧
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７．大会デザイン



スポーツピクトグラムの起源

スポーツピクトグラムは、1964年開催の東京オリンピックで生まれました。

今ではパラリンピックでも採用され、大会を成功させる上で欠かすことのできないものと

なっています。

東京2020オリンピック・パラリンピックでは、“Innovation from Harmony”というブラ

ンドプロミスに基づき、1964年のピクトグラムを先人へのリスペクトとともに継承・進化

させ、新しい時代の革新的なピクトグラムが開発されました。

東京2020 スポーツピクトグラムコンセプト

東京1964オリンピックのピクトグラムは、世界中の人々が言語を問わずだれでも理解でき

るよう「情報伝達」という点を重視してつくられました。

東京2020オリンピック・パラリンピックのスポーツピクトグラムは、その情報伝達という

考え方を継承するだけでなく、さらに発展させ、躍動するアスリートの動きを魅力的に引

き出す設計で開発されました。これにより、大会競技を彩る装飾としての機能もかなえる

ピクトグラムが誕生しました。

また、東京2020大会では、スポーツピクトグラムの発展形として、大会史上初となる動く

スポーツピクトグラムを開発しました。

動くスポーツピクトグラムは、単に各競技の動きを反復させるのではなく、すでに存在す

る静止画のピクトグラムをダイナミックに表現するため、「出現」と「消失」の動きを静

止画の前後に加えることを一連のパターンにしています。動くピクトグラムは、大会会場

や各競技の中継映像などで使用されました。

7.1 東京2020スポーツピクトグラム

東京2020オリンピック・パラリンピックのス

ポーツピクトグラムは2種類で展開されました。

ひとつは、大会エンブレムをイメージする“円

形”の中におさめられた「フレームタイプ」。

もうひとつは、ピクトグラムを単体で表現され

る「フリータイプ」です。
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東京2020オリンピック 東京2020パラリンピック
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7.2 大会ルック

コアグラフィックスから派生し競技会場等に施されるデザイン装飾で、東京2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会を世界のどの大会とも区別し、大会の個性を表現する特徴的な装飾です。

さらに、大会のメッセージを伝え、開催国の文化や人々を表現するものでもあります。

大会ルックは観客たちに、大会の楽しさや祭典の興奮、個性を一貫性ある雰囲気で演出します。ま

た、競技・非競技施設、ユニフォーム、チケット、商品、ショップ、メダル等を彩り、大会期間中

のあらゆる経験を記憶に残します。

*コアグラフィックスとは

オリンピック・パラリンピックでは大会ごとに、開催国らしさを感じるコアグラフィックス

というデザインを開発しています。

コアグラフィックスは大会ルックや開催都市の装飾に使用されるデザインのベースとなりま

す。東京2020 大会では、エンブレムを基点に日本の伝統色を選び、十二単に代表される

「かさねの色目」という演出を用いて制作しています。
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横浜スタジアム馬事公苑

オリンピックスタジアム（外観） オリンピックスタジアム（内観）

7.2 大会ルック 会場装飾①
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有明体操競技場

潮風公園（外観） 潮風公園（内観）
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7.2 大会ルック 会場装飾②



８．大会運営総括



8.1 MOC（メインオペレーションセンター）

MOCでの会議の様子

• MOCとは大会運営本部のことである。MOCの主な役割は、大会全体を俯瞰するため大会
情報を集約し、大会運営に関わる様々な関係者間の情報共有のハブとなるとともに、主
として上申された事案に関する調整を行うことで、円滑な大会運営をサポートすること。

• MOCで対応した主な課題として、輸送対応・台風/落雷/暑さへの対応、濃厚接触者対応
などがある

MOCルームレイアウト
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8.1 MOC（メインオペレーションセンター）

大会期のMOCでは、大会運営の全体状況を共有するMOCアップデート会議を1日5回開催。
また、IOCやIPCの運営統括であるGDO(Games Delivery Office)との会議を1日4回開催
し大会運営上における課題の迅速な解決に向けて連携/調整を行った。

時間 会議等 場所 内容

22:00 FAレポート等→MOC
・各FA等において当日の運営状況をまとめたレ
ポートを作成し、MOCに提出

06:30
MOCレポート→IOC/IPC,
関係機関,MOC内FAデスク/FCC

・MOCで各レポートを取りまとめ、前日の大会運
営状況をまとめたMOCレポートを作成
・IOC/IPCや組織委員会内、関係機関にMOCレ
ポートを共有

06:30 06:50 MOC-GDO電話会議 1 MOC内会議室
・IOC GDOとMOCで大会運営の全体状況の共有、
課題解決を図る会議（1日4回実施）
・パラリンピック期間はIPCと同様の会議を実施

07:10 07:40 MOCアップデート会議 1 MOCルーム
・MOC及び各FA、都、国が参加し、大会運営の
全体状況の共有や、対応事案の進捗確認等を行う
会議（1日5回実施）

07:30 08:30 選手団団長会議 選手村
・IOC/IPCと組織委員会から各選手団長に対する
情報共有と意見交換の場

【MOCデイリースケジュール】※以下はオリンピック期間中の標準的なスケジュールであり、各会議は大会運営状況により開催されない日や回もあった
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8.1 MOC（メインオペレーションセンター）
時間 会議等 場所 内容

08:30 9:30 日次調整会議 IOCホテル

・IOCと組織委員会の両会長をはじめ幹部職員が
出席し、ハイレベルで大会運営の全体調整等を行
う会議
・パラリンピック期間はIPCと同様の会議を実施

10:00 11:00 MOCアップデート会議２ MOCルーム ・MOCアップデート会議 １と同内容

11:00 12:00
デイリー・メディア・ブリーフィ
ング

MPC ・IOC/IPCと組織委員会による定例記者会見

12:00 12:30 MOC-GDO電話会議 2 MOC内会議室 ・MOC-GDO電話会議 １と同内容

12:30 13:00 MOCアップデート会議 ３ MOCルーム ・MOCアップデート会議 １と同内容

15:00 16:00
OBS（オリンピック放送機構）
デイリーブリーフィング

IBC

・OBSから放送権を持つ放送局（RHB）に対する情報
共有、意見交換に加え、RHBから日々寄せられる大会
運営上の課題を解決するための場。組織委員会の関係
FAも同席し、課題の解決策を提示し、説明等を実施。

16:00 16:30 MOC-GDO電話会議 3 MOC内会議室 ・MOC-GDO電話会議 １と同内容

16:30 17:00 MOCアップデート会議 ４ MOCルーム ・MOCアップデート会議 １と同内容

19:20 19:40 MOC-GDO電話会議 4 MOC内会議室 ・MOC-GDO電話会議 １と同内容

20:00 20:30 MOCアップデート会議 ５ MOCルーム ・MOCアップデート会議 １と同内容
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8.1 MOC（メインオペレーションセンター）

【権限の明確化と二重報告】

• 大会時には競技会場などで多数の事案が発生することが見込まれたため、会場の
運営責任者であるVGMなどへの適切な権限の付与を行うことにより、現場におい
て迅速に判断し事案を解決した。

• また、各会場などで判断・解決した事案のうち、事案の重要度や再発防止など全
体へ共有すべきものについては、必要な情報をMOCに報告し、MOCをハブとした
円滑なコミュニケーションと大会全体を俯瞰した適切な事案管理を行った。

• 情報連携にあたっては、会場チームのFA
マネージャー（VFM)は大会運営に必要な
報告をVGM及びFCCの両方に行う二重報告
とした。VGMへの報告（直接報告）により、
会場運営の責任者であるVGMの役割をサポート
するとともに、FCCへの報告（二次報告）に
より、すべての会場においてFAが提供する
サービスの一貫性を担保することを図った。

【会場チームによる二重報告のイメージ】

MOC

VGM FCC FCC FCC

VFM VFM VFM
直接報告

二次報告
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8.2 会場運営体制

※上記を基本に競技や会場の特性に応じて会場毎に体制を構築
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8.3 MOC対応事案の変遷

• 大会期間中に発生した事案の多くは会場運営/競技運営に関するもので、原

則として各会場等で解決がなされた。一方、大会運営全体に及ぶもの、

IOC/IPCとの連携や幹部レベルでの対応が必要な重要な事案についてMOCで

対応を行った。MOCで対応した主な事案は以下のとおりである。

時期 主な対応内容

7月1日～
（大会関係者入国対応）

空港オペレーション強化、関係者入国サポート、
海外の空港からの問い合わせ対応

7月中旬～
（大会直前準備/大会運営対応）

台風など悪天候への対応、関係者輸送対応、スク
リーニング検査、濃厚接触者対応、プレイブック
ルール違反者への対応

8月上旬～
（オリンピック関係者出国対応）

スクリーニング検査、出国にかかる検査証明対応

8月中旬～
（パラリンピック関係者入国対応）

関係者入国サポート、濃厚接触者対応、アクセシ
ビリティ対応

8月下旬～大会終了まで
（大会運営対応/関係者出国対応）

落雷など悪天候への対応、濃厚接触者対応、プレ
イブックルール違反者への対応
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8.3 MOC対応事案（男子サッカーにおける濃厚接触者対応）

• 男子サッカー予選リーグの試合を行う南アフリカ選手団について、濃厚接触

者が発生。ホテルや選手団輸送について、通常オペレーションでは濃厚接触

者対応に支障が出ることから、濃厚接触者の隔離が可能な宿泊施設や練習・

競技参加のための輸送手段の手配が急遽必要となった。

【MOCでの主な対応】

• MOCアップデート会議における課題提起を踏まえ、関係FAを招集し、下記

のとおり課題の洗い出しや対応の方向性を検討・決定。

１：代替ホテルの確保及び運営

当初宿泊予定だったホテルから濃厚接触者受入不可の連絡を受けたため、

別途ホテルを確保。現地では、選手団へ提供する食事内容やランドリー対

応等を調整。
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２：輸送の調整

東京⇔札幌の都市間輸送については、チャーター機を手配し、機内前後で

濃厚接触者と非濃厚接触者を分離。また、市中移動（ホテル⇔空港/練習

会場/競技会場）についても、TAバスに加えて濃厚接触者専用バスを手配

し、動線分離に配慮した対応を行った。

【対応スケジュール】

日程 主な活動

7月26日（月）
• 選手村から宿泊先ホテルまでの輸送
• 練習会場への輸送

7月27日（火） • 練習会場への輸送

7月28日（水）
• 男子サッカー 予選リーグ グループA 試合6

南アフリカ × メキシコ

7月29日（木） • 宿泊先ホテルから選手村までの輸送

※上記期間は、組織委員会スタッフが南アフリカ選手団に帯同し、動線分離や選手団のサポートを実施。

8.3 MOC対応事案（男子サッカーにおける濃厚接触者対応）



8.3 MOC対応事案（一人で来日したメディアへのスクリーニング検査）

• 大会開催約一週間前頃。海外メディアの関係者は、14日待機か、さもなくば3日間は宿泊先で隔離（外出を禁

止した上で毎日検査）とされた。これらの者の中には最初の3日間のための検査キットを受け取れない者（フ

リーランス等であって、自社からの来日者が一人であり同僚がMPC等に検査キットを取りに来て届けてもらう

ことを期待できない者）が一定数あり、また、空港での頒布も特定が困難、検査会社も配布・回収拠点をこれ

以上拡大できないという状況があった。また、郵送等による提出については、時間や安全面での課題があった。
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【MOCでの主な対応】

• 応急的な対応として、自社から一人で来日しているメディア関係者（来日し

て3日以内に限る）とその宿泊先を毎日リストアップ。

• その上で、MOCやEVS等の職員が、一定の防護措置を取った上で、ホテルを

巡回し検体キットの配布と回収を実施。

• 海外メディア関係者は、毎日検査の厳格さにとまどいを見せつつも、協力的

な対応。



8.3 MOC対応事案（濃厚接触となった選手への対応）

• 濃厚接触者の対応として、毎日の検査（原則として鼻咽頭PCR）、徹底した動線分離等を条件に選手等に限り

活動が認められることになったが、検査の場所や、移動時の車両の確保等は全くなされていなかった。また、

各部門にも濃厚接触者の活動に忌避的反応があった。

• また、機内での濃厚接触は「機内の座席前後5列全員」とされ、多くの濃厚接触者が発生。対応業務が加速度

的に増える中、具体の対応方針を早急に決める必要があった。
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【MOCでの主な対応】

• 上記決定を踏まえ、MOCにて、検査場所は選手村の発熱外来とすること、個室確保ができることを条件に選

手村内の滞在も認めることとしそれが無理な場合は隔離療養者用施設を用いること、通常のアスリート輸送と

は別の車両確保のための新規契約の予算枠を認めること等について、7月20日に決定。

• それでも事前に想定していなかった大量の調整事務が発生した（例として、輸送が完全に個別となり大量の輸

送需要が発生し、協力事業者の確保、車輛の配車や各車輛の入構調整等が必要となった。また、IFを含めた練

習時間調整等も必要となった）。NCS（配車等を実施）、VIL（配室調整等）、SEC/VEM（各会場）、SPT

（各練習会場）、MOC（全体スケジュール調整）等の現場職員の連携により何とか乗り切った。

• 各国選手団については、機内で濃厚接触となり原因者との関係も分からないのに隔離される場合に情緒的に不

安定になるケースもあったが、大宗の参加者には対応に協力をいただいた。



8.3 MOC対応事案（ルール違反者への対応）

• ルール違反者については、非違行為を組織委員会職員が了知する場合に加え、報道や一般からの情報提供が想

定された。違反事案についてはMOCとIOCにおいて情報を一元化した。

• 組織委員会は、アクレディテーションのはく奪等は手順を踏めば可能になるとは言え、まずはルールの徹底的

な周知に努めることを重要視した。また、懲罰的な措置の執行に当たっては各SHオーナーFAと各ROの間でよ

く協議を行い、事実関係等に争いが生じないよう対応した。
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【MOCでの主な対応】

• 違反と処罰の状況については、日々行われたメディアブリーフィングにおいて状況を公開した。

• ルールの周知については、CLO Newsletterを定期的に発行した他、大会中に毎日行われた選手団長会議や
OBSブロードキャスターズミーティング等で何度も周知を行った。

• また、報道やSNS、個人等からの情報提供はあるものの個人や団体の特定に至らないものもあった。これらに
ついて、可能な限り特定のための調査を行った。違反者の特定に至らない場合であっても、必要に応じ、全
ROに対しルールの再周知と遵守要請を行うことで対応した。

• 隔離期間を過ぎていない大会関係者が市中に出ているのではないかと不安を煽る報道もあった。この対応の一
つとして、メディアセンターの最寄駅で、連日、組織委員会職員が、海外からの関係者と見える者に対し
OCHAの提示（14日間を経過しているか否か）を求めた。一日当たり概ね数十人に対応を求めたが、14日以
内の者が出歩いている状況は確認されなかった。

• 報道等では違反事例が取り上げられがちだが、実際はほとんどの海外の大会関係者はルール遵守に協力的で
あった（違反者の割合は0.16% (89名/54,250名）)。



8.3 MOC対応事案（出国時の陰性の検査証明の発行）

• 2020年12月の新型コロナウイルス感染症対策調整会議の中間取りまとめでは、選手向けコロナ対策は明確と

なったが、その他の大会関係者向けの対策は未だ検討途上であった。

• その後、2021年4月のコロナ対策調整会議において、関係者の扱いが明確になり、公共交通を使用しないこと等

が決定。帰国時に必要な検査証明書について、当初は市中の検査機関の利用が想定されていたが、別途対応を行

う必要が生じた。また、海外のステークホルダーからも組織委員会によるサービス提供に強い要望があった。

• 他方、この時点では、検査体制の検討等は佳境に入っており、また複数部門にまたがることから、MOCがリード

して体制整備することとなった。
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【MOCでの主な対応】

• 5月～6月に各国の入国要件をIOCと組織委員会で調査した結果、8割程度の国が組織委員会の行うスクリーニン

グ検査で対応可能であることが分かった。これを踏まえ、体制の整備を本格化。

• まず、選手村内のスクリーニング検査は抗原定量検査であったため陰性の検査証明として通用する国が限られて

いたこと等を踏まえ、別途の事業者に協力をいただくこととした（用地は選手村内の検査用施設を間借り）。ま

た、その他の関係者については、スクリーニング検査の結果に基づきICONから検査証明書を発行する体制を整

えることした。仕様決定から実装まで実質三週間程度でシステム事業者に対応いただいた。

• なお、スクリーニング検査事業者の決定が大会直前にずれ込み、検査事業者のシステムとICONとの連携を実装

するためのリードタイムが不足していた。このため、陰性の検査証明の発行に当たっても、検査結果の確認等に

課題が生じることもあったが、システム所管部署(TEC)とシステム事業者、検査所管部署(MED)と検査会社、

MOC職員の協力と尽力により乗り切ることが出来た。



8.3 MOC対応事案（悪天候等への対応１）

• 台風8号が発生。7月27日または28日には関東や東北地方に接近・上陸のお

それがあったため、競技への影響確認、会場におけるテント等の撤去やボラ

ンティアへの事前連絡などの対策が求められた。
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【MOCでの主な対応】

• 台風8号の発生以降、MOCアップデート会議において気象情報センターから

最新情報を組織委員会内に共有。

• MOCアップデート会議で台風8号の会場別の競技、会場運営等への影響・対

応について、MOCから各FAへ調査を実施し対応状況を集約。

• ボート、アーチェリー、サーフィン競技については競技日程が変更された。

• 施設等に大きな被害は発生しなかった。



8.3 MOC対応事案（悪天候等への対応２）

• ９月5日のパラリンピック閉会式の時間帯に、会場であるオリンピックスタ

ジアム周辺において落雷の可能性があるとの情報が前日にもたらされた。

• 閉会式における緊急時対応について事前に備えておく必要があった。
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【MOCでの主な対応】

• MOCアップデート会議において気象情報センターから最新情報を組織委員会

内に共有。

• 式典運営本部とIPC、MOCにて連携し、各関係者への情報連携方法の整理や

落雷発生パターン（閉会式前・式典中など）ごとの実施可否判断について検

討した。

• 結果的には、閉会式該当日時に落雷を含め気象の問題は発生しなかった。
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※開催日前日の判断により、サッカー女子決勝はオリンピックスタジアムから横浜国際総合競
技場に会場変更

8.4
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練 習 会 場 フ ァ シ リ テ ィ

※ …東京2020オリンピック・パラリンピック用の会場等

…東京2020オリンピック用の会場等

…東京2020パラリンピック用の会場等

※非競技会場とは、競技会場・練習会場以外で大会開催のために使用する拠点のうち、セキュアペリメーターを有し、独占的使用を行う拠点。

※ファシリティとは、大会開催のために使用する拠点のうち、競技会場、練習会場、非競技会場以外のもの。セキュアペリメーター、独占的使用は必ずしも必要ではない拠点。

※練習会場は、競技会場が練習会場とされている会場を除く、独立の練習会場を掲載している。

会場名

会場名

会場名

オリンピック用途 パラリンピック用途

真駒内公園屋外競技場
陸上競技（マラソン・競歩）

の練習会場

陸上競技（マラソン・競歩）

の練習会場

-

代々木公園陸上競技場
陸上競技の練習会場 陸上競技の練習会場

大田スタジアム
野球・ソフトボールの練習会

場

-

中央区

総合スポーツセンター

バスケットボール(3x3 バス

ケットボール)の練習会場

東京ビッグサイト

南展示場

バスケットボール、体操の練

習会場

車いすバスケットボールの練

習会場

夢の島競技場
サッカーの練習会場 -

-水泳 (水球)の練習会場
東京体育館プール

江戸川区陸上競技場
陸上競技の練習会場 陸上競技の練習会場

日本体育大学

東京・世田谷キャンパス

野球・ソフトボールの練習会

場

-

日本体育大学

横浜・健志台キャンパス

野球・ソフトボールの練習会

場

駒沢オリンピック公園

総合運動場

サッカーの練習会場 -

小机競技場
サッカーの練習会場 -

-

墨田区総合体育館
ボクシングの練習会場 -

高円宮記念

JFA夢フィールド

サッカーの練習会場 -

稲毛海浜公園

スポーツ施設球技場

サッカーの練習会場 -

秋津サッカー場
サッカーの練習会場 -

-

神奈川県立保土ケ谷公園

サッカー場

サッカーの練習会場 -

白旗山競技場
サッカーの練習会場 -

三ツ沢公園球技場
サッカーの練習会場 -

武蔵野の森総合スポーツプラザ

プール棟

水泳 (水球)の練習会場 -

宮城県サッカー場
サッカーの練習会場 -

鹿島アントラーズ

クラブハウス

サッカーの練習会場 -

仙台スタジアム
サッカーの練習会場 -

泉サッカー場
サッカーの練習会場 -

厚別公園競技場
サッカーの練習会場 -

札幌サッカーアミューズ

メントパーク

サッカーの練習会場

オリンピック用途 パラリンピック用途

港区スポーツセンター
ハンドボールの練習会場 車いすラグビーの練習会場

講道館
柔道の練習会場 柔道の練習会場

文京スポーツセンター
ハンドボールの練習会場 バドミントンの練習会場

品川区総合体育館
ハンドボールの練習会場 シッティングバレーボールの

練習会場

渋谷区スポーツセンター
近代五種の練習会場(フェンシ

ング, 水泳、レーザーラン)

-

辰巳の森海浜公園

ラグビー練習場

ラグビーの練習会場 -

東京武道館
空手の練習会場 -

早稲田大学

東伏見キャンパス

近代五種の練習会場(馬術, 

レーザーラン)

-

リコー総合グラウンド
ラグビーの練習会場 -

クボタ船橋グラウンド
ラグビーの練習会場 -

東芝 府中事業所

敷地内グランド

ラグビーの練習会場 -

目黒区立中央体育館
テコンドーの練習会場 テコンドーの練習会場

若洲海浜公園
トライアスロン（自転車）の

練習会場

トライアスロン（自転車）の

練習会場

NTTコミュニケーション

ズ

ラグビーの練習会場 -

中野区立総合体育館
卓球の練習会場 卓球の練習会場

中央区立中央小学校

温水プール

ラグビーの練習会場 -

葛飾区水元総合

スポーツセンター

バレーボールの練習会場 -

江東区スポーツ会館
バレーボールの練習会場 -

台東リバーサイドスポー

ツセンター

トライアスロン（水泳、陸

上）の練習会場

トライアスロン（水泳、陸

上）の練習会場

千代田区立

スポーツセンター

バレーボールの練習会場 -

市川市塩浜市民体育館
バレーボールの練習会場 -

荒川総合スポーツセンター
- シッティングバレーの練習会

場

中田スポーツセンター

球技場

サッカーの練習会場 -

北海浜多目的球技場
サッカーの練習会場 -

アキラスポーツフィール

ド

サッカーの練習会場 -

新浜緑地公園

多目的球技場

サッカーの練習会場 -

オリンピック用途 パラリンピック用途

京王プラザホテル札幌
サッカー選手宿泊施設 ー

ヒルトン成田
サッカー選手宿泊施設 ー

鹿島セントラルホテル

（新館）

サッカー選手宿泊施設

ウェスティンホテル仙台
サッカー選手宿泊施設 ー

HOTEL CLAD
自転車ロード選手宿泊施設 ー

ホテルメトロポリタン仙台
サッカー選手宿泊施設 ー

－

札幌グランドホテル
サッカー選手宿泊施設 ー

リッチモンドホテル

福島駅前

野球・ソフトボール選手宿泊

施設

－

仙台ロイヤルパークホテル
サッカー選手宿泊施設 ー

ヨコハマグランドインター

コンチネンタルホテル

サッカー選手宿泊施設 ー

新横浜プリンスホテル
サッカー選手宿泊施設 ー

富士レークホテル
自転車ロード選手宿泊施設 自転車ロード選手宿泊施設

富士ビューホテル
－ 自転車宿泊施設

ハイランドリゾートホテ

ル＆スパ

ー 自転車宿泊施設

ラフォーレリゾート修善

寺

－ 自転車宿泊施設

オリンピック用途 パラリンピック用途

GPC（Games Experience 

Programme キャンパス）

Future OCOGの学習拠点であるGames 

Experience Programmeにおける座学の活動

拠点

Future OCOGの学習拠点であるGames 

Experience Programmeにおける座学の活動

拠点

ユニフォーム＆アクレディテー

ションセンター（UAC）

ユニフォーム配布。アクレディテー

ションの発行と有効化、全ステーク

ホルダー向けのスペクトラムデスク

ユニフォーム配布。アクレディテー

ションの発行と有効化、全ステーク

ホルダー向けのスペクトラムデスク

ライブサイト
スクリーンでの競技観戦、ステージ

イベント、競技体験等

スクリーンでの競技観戦、ステージ

イベント、競技体験等

CASオフィス
スポーツ仲裁裁判所（CAS）が使用

するオフィス、聴聞会用スペース

ー

IOCオリンピッククラブ
IOCホスピタリティ －

大会運営用倉庫 

(MDC1・2)

大会運営に必要となる物品の保管拠点

精密機器のキッティングセンターとして

の機能も有する

大会運営に必要となる物品の保管拠点

精密機器のキッティングセンターとして

の機能も有する

東京駅・仙台駅・

福島駅・三島駅

都市間移動に係る乗換地点 都市間移動に係る乗換地点

テクノロジー機器の展開

＆設定センター (EDC)

晴海二丁目デポ
大会関係者向けの車両基地 大会関係者向けの車両基地

東京スポーツスクエア

若洲TMバスデポ
メディア輸送バスの車両基地 メディア輸送バスの車両基地

都市オペレーションセン

ター（COC）

大会運営を支援し都市機能を維持するた

めに、MOCや公共交通機関、警察、消防

等と調整・情報共有するためのセン

ター。開催都市が設置・管理する。

大会運営を支援し都市機能を維持するた

めに、MOCや公共交通機関、警察、消防

等と調整・情報共有するためのセン

ター。開催都市が設置・管理する。

大会専用ラボ
大会期間中に採取された全

ドーピング検体の分析

大会期間中に採取された全

ドーピング検体の分析

ショーケーシング

①NOP地区

緊急事態宣言によりクローズ 競技体験及びオフィシャルショップの実

施

オンライン配信企画に加え、事前予約に

ショーケーシング

②UV地区

緊急事態宣言によりクローズ 競技体験及びオフィシャルショップの実

施

オンライン配信企画に加え、事前予約に

大会で使用するテクノロジー機器の

準備・設定を行うセンター(ワーク

スペース)

大会で使用するテクノロジー機器の

準備・設定を行うセンター(ワーク

スペース)

トーキョーウォーター

フロントシティ

・東京2020お忘れものセンターとして、都内

の各競技会場の遺失物を集約して保管・返還す

るための事務所・公式ライセンス商品の販売

所。

・東京2020お忘れものセンターとして、都内

の各競技会場の遺失物を集約して保管・返還す

るための事務所・公式ライセンス商品の販売

所。

有明聖火台等が設置されるオリンピックプロム

ナードの管理運営、その他周辺競技会場等との

連携

有明聖火台等が設置されるオリンピックプロム

ナードの管理運営、その他周辺競技会場等との

連携



8.5 IOC/IPC 会議
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• IOC 調整会議：7月10日～8月6日（計21回）

• IPC 調整会議：8月10日～9月2日（計7回）

【参考１】 延期前、延期後のハイレベル協議(*CoCom、Project Review等を除く)

延期前

• IOC/IPC エグゼクティブミーティング 2019年1月～2019年12月、計17回

• IRG他 2018年8月～2020年3月、計41回

延期後

• HWG/Joint Steering：2020年5月～2020年11月、計16回

• IOC/IPC エグゼクティブミ―ティング：2020年4月～2021年7月、計34回

• IRG・コロナWS他：2020年4月～2021年6月、計101回

• コロナ対応のポリティカルミーティング：2021年3月～2021年8月、計6回／

テクニカルミーティング：2021年2月～2021年7月、計20回

コロナ対応のAPTF（延期前実施も含む）：2020年2月～2020年7月 計19回



【参考２】 観客に係る五者・四者協議

• 3月20日 五者協議 海外観客の日本への受け入れ断念

• ６月21日 五者協議 観客上限を50%以内1万人、7/12以降緊急事態宣言等
が発動された場合は措置内容を踏まえた対応を基本とする等

• 7月8日 五者協議 オリンピック無観客の決定

• 8月16日 四者協議 パラリンピック無観客（学校連携観戦除く）の決定

【参考３】CoCom（Coordination Commission 調整委員会）

• 2014年6月～2021年5月、計11回

【参考４】Project Review

• IOC：2014年4月～2020年2月、計11回

• IPC：2014年12月～2020年2月、計9回

*2020年11月にはIOC-IPC合同Project Reviewを開催

8.5 IOC/IPC 会議
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９．競技・会場運営



9.1 東京2020大会の特徴

✓ 史上最多33競技339種目を42の競技会場で実施
✓ 東京2020提案の5競技（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）を追加競技として実施
✓ 若者向けのアーバンスポーツとして、上記スケートボードなどの競技のほか、

3x3バスケットボール、BMXフリースタイルを新種目として追加
✓ アスリートファーストの観点から、暑さを考慮して競技日程を設定（マラソン、

トライアスロン等）
✓ ジェンダーバランスを考慮して、混合種目を追加（水泳、アーチェリー、陸上

競技、柔道、射撃、卓球、トライアスロン）。また、女子種目の決勝を男子種
目の決勝後に実施するよう競技日程を設定（バスケットボール、ハンドボール、
ホッケー、ラグビー、バレーボール）

✓ 22競技539種目を21の会場で実施
✓ 東京大会から新たに採用されたバドミントンおよびテコンドーを実施
✓ アスリートファーストの観点から、暑さを考慮して競技日程を設定（マラソン、

馬術、アーチェリー等）
✓ パラリンピック実施2大会目のトライアスロンを、お台場海浜公園を中心とし

た「史上最も都会的なコース」で開催
✓ 過去大会では後半に偏りがちであった団体競技の決勝を分散し、中盤に車いす

ラグビーの決勝を配置
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9.2 競技会場の運営振り返り

 会場および会場周辺の運営の最終責任者となるべニューゼネラルマネージャー
（VGM）、会場において競技を統括するスポーツマネージャーを早期に任命。

 その下で、会場チーム体制への移行（局・FA毎の体制から会場毎に構成される
体制への転換）等を段階的に進め、テストイベント等でシミュレーションやト
レーニングを実施。

 結果、大会期間中、オリンピック42会場、パラリンピック21会場において、全
体として大きな問題が生じることなく、概ね円滑な会場運営を行うことができ
た。
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9.3 競技運営状況（オリンピック）

• 7/21～8/8まで、19日間にわたり競技を実施（※開会式前、開会式日含む）

• 33競技/339種目を42競技会場で実施

• 大会期間中、台風・雷・雨・暑さなど、様々な気象条件での開催となったが、

IOC、IF、会場チーム、FCCが連携し、臨機応変に競技日程変更（全10回）

を行うなどして、大会期間中に全ての競技を終了

• 一方、マラソンやサッカーなどの一部競技においては、日程変更が直前と

なったため、アスリート等の一部関係者から批判の声もあった。

• 練習会場は、各競技の開始5日前から計80会場が稼働
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9.4 競技日程変更概要＜オリンピック＞
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競技・種別 変更内容 変更理由

ボート • 7月26日のセッションを7月24日と25日に分散して実施。
• 7月27日のセッションを7月28、29、30日に分散して実施。

強風予報のため

アーチェリー • 7月27日のセッションを開始及び終了時刻を遅らせて実施。
7月27日のセッションの一部を28、29日に分散して実施。

台風の影響を避けるため

サーフィン • 7月28日のセッションを7月27日の終了時刻を延長して実施。競技環境に最適な波が予
報されたため

テニス • 7月29、30、31日、8月1日の開始および終了時刻を遅らせ
て実施。また、7月29日は新たにセッション(屋外コート)を
追加して実施。

暑さ対策のため

ゴルフ • 7月30日のセッションの一部を7月31日に延期、7月31日の
元のセッションは開始及び終了時刻を遅らせて実施。

• 8月6日の終了時間を前倒し、アウトとインの両方の
ティーからのスタート（2ティースタート）に変更。

• 8月7日の開始及び終了時刻を前倒しし、２ティースタート
に変更。

雷雨のため
暑さ対策のため

サッカー • 8月6日の2セッション(男子3位決定戦及び女子決勝)の時間
を変更、女子決勝はオリンピックスタジアムから横浜国際
総合競技場に会場変更。

暑さ対策のため

陸上競技 • 8月7日女子マラソンの競技時間を前倒して実施。 暑さ対策のため

上記変更を行うためにCSCC※（Competition Schedule Change Committee/競技日程変更委員会）を10回実施。
※IOC・IF・OBS・組織委からなる競技日程の変更を承認する会議体



9.5 競技運営状況（パラリンピック）

• 8/25～9/5まで、12日間にわたり競技を実施（※開会式日含まない）

• 22競技/539種目を21競技会場で実施

• 大会期間中、雷・雨・暑さなど、様々な気象条件での開催となったが、IPC、

IF、会場チーム、FCCが連携し、臨機応変に競技日程変更（全4回）を行う

などして、大会期間中に全ての競技を終了

• 一方、車いすテニスにおいて、雨による競技の中断などにより、午前2時頃

まで試合が継続されるケースもあり、アスリートファーストの観点から、翌

日以降の競技スケジュールの変更を行った

• 練習会場は、各競技の開始5日前から計27会場が稼働

• リペアセンターは、選手村及び14競技会場に設置され、8/15～9/8まで25

日間稼働し、総計2,083件の対応を行った
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9.6 競技日程変更概要＜パラリンピック＞
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競技・種別 変更内容 変更理由

ボッチャ • 8月31日のセッション開始時間を後ろ倒しして実施。 出場選手辞退に基づく試
合数変更のため

アーチェリー • ８月31日のセッションを9月1日に延期して実施。 雷予報が出ているため

テニス • 9月2日の屋外コートのセッションを屋内コートのセッショ
ンの中で開始時間を前倒し、終了時間を後ろ倒しして実施。

• 9月3、4日のセッションを開始時間を前倒し、終了時間を後
ろ倒しし、9月2日のセッションで実施できなかった試合を
実施。

降雨に伴う影響のため

上記変更を行うためにCSCC※（Competition Schedule Change Committee/競技日程変更委員会）を4回実施。
※IPC・IF・OBS・組織委からなる競技日程の変更を承認する会議体

●今回の気象情報システムや暑さ対策は今後のスポーツ大会のモデルになる。

●オリンピックにおいて、IF・地元自治体等ステークホルダー間の調整に時間がかかり日程変更が直前となったため、

アスリート等から批判の声もあった。

●これを踏まえ、パラリンピックにおいて、より迅速な決定、アスリートへの早期のアナウンスメントを合意。

今後の大会においても活かされるよう、適切に引き継いでいく。



9.7【参考１】気象情報センターからの情報の提供

・気象情報センター(WIC)を運営し、全会場を対象に台風、雷、雨、暑さなどの予測情報
等を“大会関係者向け気象情報Webサイト”により提供するとともに、細かな気象条件の
影響を受ける一部屋外競技に対しては、予報技術者を会場へ派遣し、IF及び競技チーム
へ解説を実施した。また、MOC/各FCCやIOC/IPCに対し解説を実施した結果、その時々
の気象状況に応じた競技運営や大会運営の判断に有効活用された。

気象情報センター

IFに対する競技運営視点での解説

大会関係者向け気象情報Webサイト
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9.8【参考２】IF ブリーフィングの開催
１ 目的

オリンピック大会期間中に、重要課題の解決、最新情報の共有や意見交換を
行うことを目的に、IOCやIFとミーティングを実施
２ 参加者

IOC SPT、ASOIF、夏季オリンピックIF幹部（会長、事務総長）、
MOCチーフ、スポーツディレクター他

３ 場所
オリンピックファミリーホテル（ホテルオークラ）/ オンライン形式

４ 開催日程及び主な議題
・第１回（7/23）：輸送、濃厚接触者の取扱、検査キット、SDA席
・第２回（7/25）：輸送、濃厚接触者の取扱、気象情報の提供、

競技会場における行動管理・プレイブック遵守
・第３回（7/29）：輸送、濃厚接触者の取扱、IFとの連携、競技日程変更
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※IFとは大会前から継続的にミーティングを開催
◆プレイブックブリーフィング

2/5（Ver.1）、5/7（Ver.2）、6/21（Ver.3）
◆CLOブリーフィング

3/31, 5/25, 6/30, 7/9（入国手続、検査体制、各サービス、行動制限など）



国際水泳連盟
International Swimming Federation (FINA)

世界空手連盟
World Karate Federation (WKF)

世界アーチェリー連盟
World Archery Federation (WA) 

国際近代五種連合
International Modern Pentathlon Union (UIPM) 

ワールドアスレティックス
World Athletics (WA) 

国際ボート連盟
World Rowing (WR) 

世界バドミントン連盟
Badminton World Federation (BWF) 

ワールドラグビー
World Rugby (WR)

世界野球ソフトボール連盟
World Baseball Softball Confederation (WBSC)

ワールドセーリング
World Sailing (WS)

国際バスケットボール連盟
International Basketball Federation (FIBA) 

国際射撃連盟
International Shooting Sport Federation (ISSF)

IOCボクシングタスクフォース *オリンピック大会 ボクシング競技運営の役割を担う
IOC Boxing Task Force (BTF)

ワールドスケート
World Skate (WSK)

国際カヌー連盟
International Canoe Federation (ICF)

国際スポーツクライミング連盟
International Federation of Sport Climbing (IFSC)

国際自転車競技連合
International Cycling Union (UCI)

国際サーフィン連盟
International Surfing Association (ISA) 

国際馬術連盟
International Equestrian Federation (FEI)

国際卓球連盟
International Table Tennis Federation (ITTF)

国際フェンシング連盟
International Fencing Federation (FIE)

ワールドテコンドー
World Taekwondo (WT)

国際サッカー連盟
International Association Football Federation (FIFA)

国際テニス連盟
International Tennis Federation (ITF) 

国際ゴルフ連盟
International Golf Federation (IGF) 

国際トライアスロン連合
World Triathlon (WT)

国際体操連盟
International Gymnastics Federation (FIG)

国際バレーボール連盟
International Volleyball Federation (FIVB)

国際ハンドボール連盟
International Handball Federation (IHF) 

国際ウエイトリフティング連盟
International Weightlifting Federation (IWF)

国際ホッケー連盟
International Hockey Federation (FIH) 

世界レスリング連合
United World Wrestling (UWW)

国際柔道連盟
International Judo Federation (IJF) 

東京2020オリンピックIF一覧 (33競技）

（2020年8月現在）
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世界アーチェリー連盟
World Archery Federation (WA)

世界パラ水泳連盟
World Para Swimming (WPS)

世界バドミントン連盟
Badminton World Federation (BWF)

国際ボート連盟
World Rowing (WR) 

国際ボッチャ競技連盟
Boccia International Sports Federation (BISFed)

世界パラ射撃連盟
World Shooting Para Sport (WSPS)

国際カヌー連盟
International Canoe Federation (ICF) 

世界パラバレーボール機構
World ParaVolley (WPV)

国際自転車競技連合
International Cycling Union (UCI)

国際卓球連盟
International Table Tennis Federation (ITTF)

国際馬術連盟
International Equestrian Federation (FEI) 

ワールドテコンドー
World Taekwondo (WT)

国際視覚障がい者スポーツ連盟
（視覚障がい者５人制サッカー）
International Blind Sports Federation (IBSA), Football Subcommittee 

国際トライアスロン連合
World Triathlon (WT)

国際視覚障がい者スポーツ連盟
（ゴールボール）
International Blind Sports Federation (IBSA), Goalball Subcommittee

国際車いすバスケットボール連盟
International Wheelchair Basketball Federation (IWBF)

国際視覚障がい者スポーツ連盟
（柔道）
International Blind Sports Federation (IBSA), Judo Subcommittee

国際車いす・切断障がい者スポーツ連盟 （車いすフェンシング）
International Wheelchair and Amputee Sports Federation （IWAS） Wheelchair 
Fencing

世界パラ陸上競技連盟
World Para Athletics (WPA) 

国際車いすラグビー連盟
World Wheelchair Rugby (WWR) 

世界パラパワーリフティング連盟
World Para Powerlifting (WPPO)

国際テニス連盟
International Tennis Federation (ITF)

東京2020パラリンピックIF一覧（22競技）

（2020年8月現在）
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9.9 競技会場運営状況 ①

【新型コロナウイルス感染症対策】

・来場者の検温（一次・二次）、手洗い、マスクの着用、黙食等の徹底を周知する

ことで感染拡大防止に努めた

・スクリーニング検査を全ての競技会場で実施。分かりやすい場所に検体回収場所

を設置するとともに、スタッフが声がけを行うなど検査の確実な実施を徹底した

・競技不参加という事態は防ぐことはできたものの、濃厚接触者の取扱いが直前に

決まったことで運営上十分な対応ができず一部競技における練習参加が円滑に進

まなかったケースがあった

・これに対し、濃厚接触者の競技・練習参加についてはMOCやIDCC、SPT、NCS、

TRA、VEM等で緊密に連携して対応
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9.9 競技会場運営状況 ②

【暑さ対策】

・テントやパラソルの設置、飲料や塩飴の配布などの対策を適切に行った

・車両乗降所での厳しい暑さを防ぐため急遽テントやパラソルを設置するなど、

現場の状況に応じて臨機応変に対応した

・暑さ指数（WBGT）表示盤を多くの人が目にする場所に設置

することで注意喚起を図った

【天候対応】

・会場の浸水、備品の破損、雨漏りなど、荒天により様々なアクシデントが起き

たが、関係者と連携し競技に影響を与えることが無いよう対応を実施した

・特に台風については、気象予報を踏まえ、事前に備品等の撤去を行うことで、

会場における被害の発生を最小限に抑えた

203

暑さ指数（WBGT）表示盤



9.9 競技会場運営状況 ③

【観客席対応】

・有観客の会場では、検温、マスク着用、フィジカルディスタンスの確保、密の

回避など、基本的な新型コロナウイルス感染症対策の徹底を観客に対し行った

・距離を確保するため、目印（フットプリント）を設置するなどの対策を実施した

・SDA（同種別アスリート）の競技観戦時、密を回避するため、着席可能な座席に

目印をつけるなど工夫を行ったが、一部では、観戦者同士の距離が近くなる

場面も見受けられた
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9.9 競技会場運営状況 ④

【学校連携観戦】

・学校連携観戦の実施に当たり、児童・生徒の安全・安心な観戦を実現するため、

下記をはじめとした新型コロナウイルス感染症対策を行った

➢参加者の当日の朝及び学校での検温及び健康観察

（14日前からの検温及び健康観察も実施）

➢会場入口での検温、手指消毒の徹底

➢専用動線の確保

➢観客席での参加人数に応じたフィジカルディスタンス

の確保、拍手による応援の徹底、観客席の消毒の実施

・専用バスでの来場が強く推奨されるなか、児童・生徒の来場方法、輸送計画が来

場直前まで決定しないため、複数パターンを想定し準備をするとともに、当日も

臨機応変に対応した

・担当部署の垣根を越えて連携することで円滑な受入を実施した
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ソメイティの座席のみに着席し
フィジカルディスタンスを確保



9.10 スポーツプレゼンテーション（SPP）

• 選手にベストな環境を提供することを目標にしたSPPは、大きなトラブルな

く、選手や関係者にTokyo 2020を体感してもらうことに貢献。また、計64

チームの高校生パフォーマー等が参加して、ダンスやマーチングバンド等で

選手にエールを送った。
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9.10 表彰式

• 表彰式については、オリンピック339回、パラリンピック539回実施。コロナ対策として、マス

クを着用する、選手自らメダルを取る、表彰台の台数を増やす等、運用を変更。選手の立ち位置

間違い、国名や国歌の誤りとミスが発生したが、その場で修正を行うなどし、全体としては概ね

円滑に実施できた。

• 表彰される選手は広く都民国民から集められたペットボトル等から作られた表彰台の上に立ち、

その選手の胸には同様に多くの方から届けられた携帯電話等から作られたメダルが輝いた。東京

大会の持続可能性の強いメッセージが、表彰式の度にそれを見る世界の人々に届いた。
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9.11 競技会場外の運営振り返り

【トーキョーウォーターフロントシティ（TWFC）】

≪有明聖火台（競技期間用聖火台）≫

・オリンピック、パラリンピック両競技期間において、臨海

副都心エリア夢の大橋（有明側）に聖火台を設置、点灯

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一般の方の来場の自粛を依頼

聖火台周辺は鉄柵にて立入制限エリアを設けるとともに、誘導員・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

⇒聖火台観覧客は散見されたが、著しい混雑は生じず安全に管理運営を行った

≪2020 FAN PARK / 2020 FAN ARENA≫

・パラリンピック期間中、パラ競技を中心にスポーツ体験コーナー等の

コンテンツを設置し、来場予約システムを導入の上、都内在住者かつ

人数を限定して公開（来場者実績：約3万8千人 / 13日間）

・両エリアの取組内容は、来場せずとも楽しめるように公式SNS上、

並びにオンライン配信「2020 FAN TV」にて発信

（視聴者実績：約686万人）
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9.12 オリンピック／マラソン競技（男子・女子）
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＜コース図＞

【会場名】

札幌大通公園

【スタート】

大通公園西4丁目（北大通）

【フィニッシュ】

札幌駅前通

＜コース高低図＞

【重点ポイント】

①札幌駅前通

①



9.13 パラリンピック／マラソン競技（男子・女子）
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＜コース図＞

【会場名】

【スタート】

【フィニッシュ】

全て

オリンピックスタジアム

【重点ポイント】

①日本橋

②吾妻橋

③銀座

④芝公園

⑤二重橋

⑥神保町

①

②

③

④

⑥

⑤



9.13 パラリンピック／マラソン競技 沿道観戦自粛対策
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【会場としての主な取組】

〇公共交通機関での告知

〇スタッフ等が観戦自粛・ディスタンス確保のサインボードを掲げ

巡回するとともに、呼びかけを実施

〇録音音声による呼びかけの実施

⇒沿道観戦者は散見されたが、全体として著しい混雑は生じなかった

※呼びかけの内容

「観戦自粛をお願いします」・「間隔を空けてください」など

※自転車、トライアスロン等の路上競技についても同様に沿道観戦自粛対策を実施

重点ポイントを中心に下記の取組を実施



9.14 オリンピック マラソン・競歩の会場変更

212

⚫ 2019年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のドーハで開催。
深夜スタートにも関わらず、女子マラソンで68人中28人が棄権、男子50キロ競歩で46人
中18人が棄権。

⚫ 2019年10月16日 マラソンと競歩の開催地を札幌に変更する検討についての発表。

⚫ 2019年11月1日 IOC、組織委、都、国による四者協議を経て、東京2020オリンピック
競技大会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。
また、以下4点について合意。

(1)東京2020オリンピックの会場変更の権限がIOCにある

(2)マラソン、競歩が札幌開催に変更となったことで新たに発生する経費は東京都に負担させない

(3)すでに支出した経費は精査・検証し、東京都において別のものに活用できない場合は東京都に負担させない

(4)マラソン、競歩以外の競技の会場は変更しない

また、IOCのバッハ会長から小池都知事に対し、東京2020オリンピック後に、東京都で予定されていたマラソ

ンコースで「セレブレーションマラソン」の開催を提案があったことも紹介された。

⚫ 2019年11月8日 「マラソン・競歩の実施に向けた実務者連絡会議」第1回を開催。
（北海道、札幌市、組織委員会が出席。以降、2021年7月6日まで、計12回開催）

⚫ 2019年12月4日 IOC理事会において、マラソン及び競歩の札幌への変更が承認された。
会場は「札幌大通公園」となった。

⚫ 2019年12月19日 ワールドアスレチックス（WA：世界陸連）の承認を経て、コースが
決定。

※大会延期に伴う開催都市契約の見直しに当たっては「計画の重大な変更があった場合に、IOCは他の契約当事者

に事前に協議する」旨の条文が設けられた。



【参考】マラソンおよび競歩の会場・コース・競技日程についてのプレスリリース（2019年12月4日）
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9.15 テストイベント実施概要

・2014年にIOCの理事会で採択された「アジェンダ2020」に則り、FOP、リザ

ルトシステム、主要スタッフの3点を必須テスト項目とし、それ以外の項目は

競技ごとに検討をすることに決定。

・経費削減の一環として、IF/NF主催大会がある場合にはその大会を活用したが、

一方で、主催者との役割、権利、費用などの調整には時間を要した。

・2019年6月から本格的に実施したが、2020年3月にコロナにより一時中断。

・2021年4月の再開後は、コロナ対策テストの場として基本的なコロナ対策に

加え、競技運営における所要時間や動きの確認などをおこなった。

・テストを実施するためには海外関係者の入国が必須であり、入国条件の調整、

受入態勢の整備など、初めてとなる取組に多くの労力を費やした。

・最終的には、計画していたテストイベントはほぼ実施でき、課題等の洗い出し、

適切な対策の実施など、本大会の円滑な運営に寄与したと考える。
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9.16 実施テストイベント数
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先行開催 Wave1 Wave2
Wave3

（延期前）
Wave3

（延期後）
合計

オリンピック

IF/NF等主催 ２ １０ ７ - 3 22

2020組織委員会主催/
共催

- １０ ５ 1 11 27

パラリンピック

IF/NF等主催 - 1 １ - - 2

2020組織委員会
主催/共催

- １ - 1 3 5

合計 2 22 13 2 17 56

・オリンピック種別は、開催都市契約に基づき、すべて実施。

・パラリンピック種別は、競技や会場の特殊性を考慮して決定。



9.17 テストイベント実施スケジュール①
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No Wave 日程 イベント名 会場 競技（種別） 主催

1 先行開催 2018年9月9日~16日 セーリングワールドカップシリーズ江の島大会2018 江の島ヨットハーバー セーリング
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

5 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

10 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



9.17 テストイベント実施スケジュール②
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No Wave 日程 イベント名 会場 競技（種別） 主催

15 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）

20 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

25 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



9.17 テストイベント実施スケジュール③
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No Wave 日程 イベント名 会場 競技（種別） 主催

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

30 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 TOKYO 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

35 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

40 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
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No Wave 日程 イベント名 会場 競技（種別） 主催

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

45 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 ２０２
１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

50 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

55 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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10.1 新型コロナ対策概要
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〇ルール違反に関する処分件数
［オリンピック期間］(7/1～8/11)

・大会参加資格剥奪：15名
・大会参加資格一時効力停止：9名
・厳重注意：32名

［パラリンピック期間］(8/12～9/5)
・大会参加資格剥奪：3名
・大会参加資格一時効力停止：１名
・厳重注意：29名

 徹底した水際対策（防疫措置）、海外の「バブル」方式を参考にした感染防止対策を実施。
・徹底した検査（入国前・入国時、入国後は定期的に）
・徹底した行動管理（宿泊施設や競技会場等などに用務先を限定、移動は専用車両に限定）
・ルール違反に対する厳格な対応

入

国

出
国

大会前

移動

競技会場

練習会場選手村

ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等

（
事
前
キ
ャ
ン
プ
）

ホ
ス
ト
タ
ウ
ン

（
事
後
交
流
）移動

移動

移動 移動

移動

出
国
前

（
出
国
前
検
査
、
健
康
管
理
等
）

大会期間 大会後

行動管理・健康管理（誓約書・活動計画書の提出等：受入責任者による管理）、
徹底した検査、実効性の担保（違反時の出場停止等）

・出国前（96時間以内）
２回検査、 「陰性」証
明取得
・入国前14日間の
健康モニタリング

入国時検査

・定期的に検査を実施（選手は原則毎日検査）
・行動範囲を限定、専用車両で移動等、行動管理を徹底

・受入れマニュアルの作成・受入れマニュアルの作成

(宿泊施設)

 来日する大会関係者について、大会運営の簡素化等により、合計約4分の1程度に合理化。
オリンピック 約14.1万人 ⇒約3.3万人 パラリンピック 約3.6万人 ⇒約1.0万人

 ワクチン接種（国内の選手・大会関係者約4万人分。IOC・ファイザー社から提供）
 パラリンピック期間中は、検査頻度の引き上げ等、追加の対策を実施。

[大会における水際対策]

10.1 新型コロナ感染症対策（水際対策）

222



 新型コロナの感染拡大により医療資源がひっ迫。
地域医療への支障を生じさせない対応が必要。

• 医療体制の見直し（医師・看護師は1日当たり
のピーク時で約700人⇒約540人に）。

• 医師はスポーツドクターや整形外科医を中心、
看護師は潜在看護師を中心にご協力。

• IOC、IPCからも医療スタッフの支援（療養施
設）。

 陽性者には、組織委員会の感染症対策センター
と東京2020大会保健衛生支援東京拠点が連携
して対応。

大会指定病院

選手用医務室

• アスリート、NOC/NPC関

係者を対象

観客用医務室

• 観客など、アスリート、

NOC/NPC関係者以外を

対象

競技会場

練習会場医務室

• アスリートを対象

IBC・MPC医務室

• 放送、出版等メディア関

係者を対象

• 東京ビッグサイトに設置

IOC・IPCホテル医務室

• IOC/IPC関係者を対象

• 設置場所は検討中

選手村総合診療所

• アスリート、NOC/NPC関係者を対象

• 中央区晴海の選手村内に設置

検査・入院

：大会専用救急車

• ファーストレスポンダー

による巡回を実施（大会

ボランティア：医療資格を

要しない）

［東京2020大会の医療サービス提供体制］

大会指定病院
宿泊療養施設

 濃厚接触者は、選手等に限り一定の条件の下
（毎日鼻咽頭PCR検査、厳格な行動監督など）
で大会参加。

［新型コロナ対応の連携体制］
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 保健所によりクラスターとされた事例はなし。
大会関係者等から市中に感染が広がった事例の報告もなし。

 海外からの入国者約5.4万人のうち、陽性者は261人（うち、入国後14日以
内の陽性者は157人）、入院者は6人（都内5人※）、重症者は０人。

 陽性率はオリパラ関係者以外の空港での検査陽性率と比べ低い水準。
・空港での検査陽性率：0.10％（55人/54,250人）

【参考】オリパラ関係者以外の空港での検査陽性率：0.25％
（同一期間。424人/170,320人）

・スクリーニング検査数は100万回以上（国内関係者を含む）。なお陽性者の
属性・状況などを大会期間中は原則毎日公表。

【参考】スクリーニング検査の陽性率：0.03％（299件/1,014,170件）

 海外関係者の入院者、宿泊療養施設利用者も概ね大会前試算の範囲内。

 関係者の帰国に際しては、検査結果に基づき陰性の検査証明を発行。

[空港における動線分離]

[空港における到着時の検査の様子]

[専用バスによる移動]

都内医療
機関(入院)

都内宿泊
療養施設

入院者数（ピーク時）:2人

●大会指定病院への入院

ピーク時

8.5人

実 績大会前試算

ピーク時

44.6人

入所者数（ピーク時）:49人

●大会用に組織委が300室準備

余剰の部屋は都民に活用

〇 都内入院総数（新型コロナ:5人※、熱中症:0人）、療養施設への入所総数225人。

10.1 感染症対策の結果

※うち一名は別途の主訴で入院した患者についてコロナの陽性も判明したもの
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〇新規感染者数は東京都発表の数値をもとに作成。
〇実効再生産数は 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料を参考に作成。

 感染の拡大や収束傾向を示す実効再生産数は、大会前の7月22日にピークとなったが、それ以降は大会後まで一貫して
下落する収束傾向となった。

 「大会が感染の拡大に繋がるのではないか」との懸念があったが、大会開始と期を一にして増加スピードにブレーキが
効き始めていた。

 収束の主因はワクチンの普及と考えられる。加えて、大会の原則無観客というアナウンスや度重なる自宅観戦の要請等
による強いメッセージの効果等もあり、大会期間中の人流はコロナ前比で平均35%減、大会直前期比で平均15%減と
低い水準であった。

 医療への影響は重要な課題であり続け、5月には医療体制を徹底的に見直した。大会移行期間に新規感染者数はピーク
となるが、訪日大会関係者の入院数は想定の範囲内（ピーク時2名、全体で5名※（都内））であり、地域医療への影響
は最小限度にとどめることが出来たと考えらえる。

新規陽性者数

実
効
再
生
産
数

新
規
陽
性
者
数
（
人
）

7/22
1.4

(期間中最大値)

9/198/24
開会式

9/5
閉会式

7/1 7/23
開会式

8/8
閉会式

8/11
1.00

実効再生産数

9/5
0.64

パラリンピック期間オリンピック期間

10.1 都内の実効再生産数

※うち一名は別途の主訴で入院した患者についてコロナの陽性も判明したもの

再 掲

225



• コロナ禍における安全・安心な大会を実現するため、マスクや物理的距離の確保、三密の回避
といった基本的コロナ対策の徹底に加え、海外入国者数の絞込み、入国前の2回の検査および
入国後の定期的な検査の実施、厳格な用務先制限／行動管理、健康管理、陽性者が確認された
場合の迅速な隔離等により、海外からの感染の持込を抑制し、選手村や競技会場における感染
拡大を防止した。

• これらの総合的な対策を講じたことにより、大会参加者の陽性率は、空港検疫0.10％・スク
リーニング検査0.03％に留まり、選手村や会場でのクラスターの発生もなく、専門家からも
「大会は安全に行われた」「行動管理や検査などの対策がうまく機能した」との評価をいただ
いた。

• さらに、大会に伴う人流を抑制するため、ライブサイト等の中止、デジタル配信への転換、多
くの会場で無観客開催としてステイホーム観戦を呼び掛けたことや交通需要マネジメントの効
果もあり、人流の抑制が図られた。

• なお、推定感染日ベースでの実効再生産数は、7月22日をピークに大会期間中は低下し続けた。

⇒・世界が格闘を続けるコロナ禍において、安全・安心な環境で大会を完遂した東京・日本の実
行力・総合力を世界に示し、世界からはポジティブなメッセージが寄せられた。

・北京大会でもプレイブックが刊行されるなど、今後の世界における大規模イベントのスタン
ダードとなった。

10.1 全体総括
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10.2 プレイブック
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10.2 プレイブックについて
 IOC、IPCとともに、専門家の意見を踏まえ、東京2020大会において参加者が遵守すべきコロナ対策上のルールを

取りまとめたプレイブックを関係者毎に作成、公表（大会史上初。V1：2021年2月公表（2/3～3/16）、V2：4月
公表（4/28～5/10）、V3：6月公表（6/15～6/22））。

 各関係者とのコミュニケ―ション
各組織と個別のコミュニケーションのほか、プレイブックを３回発行しその都度、各関係者に対し説明会を開催し、
必要情報を共有、説明。大会の安全安心・ルールの遵守に向けた理解を形成した。また、英語版だけでなく邦訳版
も作成し国内への情報提供にも努めた。

 外部からの評価
プレイブックを活用して総合的な対策を講じたことにより、大会参加者の陽性率は、空港検疫0.10%・スクリーニ
ング検査0.03%に留まり、選手村や会場でのクラスターの発生もなく、専門家からも「大会は安全に行われた」
「行動管理や検査などの対策がうまく機能した」との評価をいただいた。

⇒●世界が格闘を続けるコロナ禍において、安全・安心な環境で大会を完遂した東京・日本の実行力・総合力を世
界に示し、世界からはポジティブなメッセージが寄せられた。

●北京大会でもプレイブックが刊行されるなど、今後の世界における大規模イベントのスタンダードとなった。
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10.2 プレイブックについて（続き）

V1 V2 V3

公開日 2021年 2/3～3/16に順次。 2021年 4/28～5/10に順次。 2021年 6/15～6/22に順次。

更新の
考え方

〇2020年12月2日のコロナ調整会議の「中間
とりまとめ」に基づく。

〇2021年4月28日の同会議の「変異株等に対
応した追加的な対策について」に基づく。

〇その後の状況等を踏まえ更に具体化。

主な更新
内容

〇選手について、以下の防疫措置を講じた上
で、入国後14日間の待機期間中の活動を認
める（事前キャンプ、練習、競技参加など
大会に関わる活動に限る）
・入国前（14日間の健康モニタリング・行動
管理、陰性の検査証明の取得）

・入国後（用務先の限定（選手村、競技会場な
ど）、毎日の健康モニタリング、定期的な検
査（4日に一度）、公共交通機関の不使用、
GPS情報の常時記録、マスクの常時着用な
ど）

〇関係者や観客、大会スタッフの対策につい
ては、選手の対策を基本としつつ、アス
リートとの接触の多寡等に応じ詳細を今後
検討。

〇選手用の仮訳版（日本語）を公開。

〇選手について、変異株等に対応し防疫措置を
強化（以下変更内容のみ記載）。
・入国前（陰性の検査証明の取得（出国の96h

以内に2回））
・入国後（定期的な検査（原則毎日））
・濃厚接触者となった選手について、毎日検査

を行い陰性を確認することなどを条件に大会
参加を認めることを検討（最終方針の決定・
公表は7/15となった）

〇関係者について、原則14日待機を求めるが、
大会の運営に支障がある場合は毎日の検査や
組織委員会による厳格な行動管理を条件に入
国後4日目以降又は入国後直ちに活動を認め
る。その際、以下の防疫措置を実施。
・入国前（選手と同じ）
・入国後（用務先の限定（宿泊先は最大限集約。

メディアの取材活動もあらかじめ認められた
場所に限定（入国後14日間））、毎日の健康
モニタリング、定期的な検査（海外関係者は
選手との接触の多寡等に応じ毎日又は4日に1
回）、公共交通機関の不使用（新幹線は一両
貸し切りなど）、GPS情報の常時記録）

〇選手用及びプレス用の日本語版を公開。

〇検査頻度・プロセスの具体化
・大会における役割と、アスリートの接触レ
ベルに応じて異なる検査頻度を、検査対象別
に明示。
・空港における検査、滞在中の検査について、
検体採取から提出、結果判明に至る詳細なプ
ロセスの明示。
・専門家グループ（RAEG）の役割。

〇ルール違反に対する制裁措置を明確化
・組織委は違反者に対する大会出場停止処分
やアクレディテーション剥奪等について適切
な措置を講じるようIOCと協議。
・IOCは、IOC/IPC COIVD-19 サポートユ
ニット（ICSU）を通じ、警告、アクレディ
テーションの一時又は完全撤回、大会からの
除外、失格等を含む措置と制裁を適用。

〇その他
・PVC未達者の入国プロセス
・出国前に必要な陰性証明の要件
・東京2020感染症対策センターの役割
・TCTサービスの利用について

〇全バージョンの日本語版を公開。

〇３回に渡る発行と対話を通じ理解を促進（V1,V2,V3作成の都度、SHカテゴリごと、全組織の代表に対しオンラインミー

ティングを開催（組織委員会の開催・説明は都合17回。それぞれ数百問に及ぶQAをやり取り））。
〇IOCと協力し「CLO Newsletter」（メルマガ）を数日に一度のペースで発出。海外の大会関係者が苦労しがちな
点やプレイブックの発行後に詳細決定した内容を何度も周知（6月中旬～。CLO登録、入国前の検査証明の要件、本邦活

動計画書、OCHAの導入、検査キットの入手と提出の場所、14日間の行動管理、出国前検査証明など）。
〇大会期も毎日の選手団長会議やOBSブリーフィングなどで周知。
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【参考】プレイブックV1公表のプレスリリース（2021年2月3日）
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【参考】プレイブックV2及びV3公表のプレスリリース（2021年4月28日、6月15日）

プレイブックV2公表
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10.3 コロナ対策の検討経緯
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10.3 新型コロナウイルス感染症対策調整会議概要
⚫第1回：2020年9月4日

東京大会への参加者のカテゴリーとジャーニーについて
東京都の新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症への対応状況について

⚫ 第2回：2020年9月23日
アスリートの対応について

⚫ 第3回：2020年10月9日
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

⚫ 第4回：2020年10月27日
アスリートの保健衛生・医療・療養機能について

⚫ 第5回：2020年11月12日
アスリートトラックの運用開始について
パラアスリートの適切な感染症対策について
観客の感染症対策について
都市ボランティア等の論点について

⚫ 第6回：2020年12月2日
中間整理

⚫ 第7回：2021年4月28日
変異株等に対応した追加的な対策について
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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の開催について（設置要綱）
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◯東京2020大会「新型コロナウイルス対策のための専門家ラウンドテーブル」を
2021年4月末設置し、計6回実施。

◯調整会議の指針やプレイブック等に基いて、組織委員会がコロナ感染状況など
環境変化を踏まえ、安全・安心な大会運営のために講じる、
具体的なコロナ感染予防対策について助言を得る機会とし、情報公開を行った。

◯開催日程と主な検討内容
第１回：2021年4月30日 プレイブックV2

検査・陽性者発生時・濃厚接触者発生時の競技運営
第２回：2021年5月28日 選手村対策

視察、医療体制、行動管理、感染状況
第３回：2021年6月11日 観客や人流関係の感染予防対策

オリンピック開会式での対策のシミュレーション報告
※換気、マスク、手洗い等の対策を行った場合、対策無しと比べて、

感染リスクを99％低減可能
大会期間中の来訪者減少、人流抑制の対応策

第４回：2021年6月18日 専門家有志による提言を尾身新型コロナウイルス感染症対策分科会会長から受けての検討
開会式の感染リスクアセスメントと対策評価
五輪による国内感染への影響評価
大会期間中の感染拡大とワクチン接種と全国の移動
プレイブックV3、変異株への対応
観客ガイドラインの考え方

第５回：2021年8月20日 オリンピック感染対策振返り、パラリンピック対策
第６回：2021年9月28日 これまでの振り返り

10.3 専門家ラウンドテーブル
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東京2020大会における新型コロナウイルス対策のための専門家ラウンドテーブル（構成員）

【メンバー（50音順）】

岡部 信彦 （川崎市健康安全研究所長・調整会議メンバー）

河野 一郎 （公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副会長）

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 センター長・調整会議メンバー）

田島 文博 （和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座教授、JPSA医学委員会副委員長）

森村 尚登 （帝京大学医学部救急医学講座 主任教授・2020年東京オリンピック・パラリンピックに係る救急

災害医療体制検討合同委員会委員長）

矢野 晴美 （公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事）

【オブザーバー】

東京都オリンピック・パラリンピック準備局

内閣官房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事務局

【ゲストスピーカー】

第二回 仲田 泰祐 （東京大学大学院経済学研究科准教授）

第三回 保高 徹生 （国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター研究グループ長）

第四回 仲田 泰祐 （東京大学大学院経済学研究科准教授）

千葉 安佐子 （東京財団政策研究所博士研究員）

井元 清哉 （東京大学医科学研究所ヘルスケアセンター教授）

第五回 仲田 泰祐 （東京大学大学院経済学研究科准教授）

第六回 井元 清哉 （東京大学医科学研究所ヘルスケアセンター教授）
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予防的観点 事態対応

出国・入国
（外国人対象）

大会前後
（事前キャンプ

等）
移動・行動ルール 選手村・宿泊

競技会場
・非競技会場

感染者発見時 疫学調査等 治療・療養等 情報共有等

アスリート
（審判・コーチ等）

オリンピック

検査の実施（手法・タイミング・頻度・実施体制（・ワクチン）等）

・選手の扱い
・チームの扱い
・競技運営ルール
の扱い
・ベニュー、選手
村の扱い
・保健所等の機能
の確保・強化
・感染等に係る個
人情報の扱い
等

・行動履歴
の把握アプ
リの扱い
・濃厚接触
者等の扱い
等

・検査、治療、
療養体制
・病床、医師、
看護師、保健
師の確保
・無症状者の
扱い
等

・国、都、
組織委、地
元自治体、
IOC/IPC,
NOC/NPC,
IF
等

・出国時の検査
・入国時の手続
・誓約書、行動
計画 等

・事前キャンプ
に関する再検討
・地元自治体と
の関係 等

・外出制限、公共交
通機関の利用等の行
動ルール
・事前キャンプへの
交通手段 等

・入村時、その後の
体調チェック
・行動規範（食事等
の日常生活活動・外
出等）
・動線管理
・設備系対策（清掃
等）
・選手村外宿泊の扱
い 等

・入場時の体調
チェック
・動線管理
・競技別対策（オリ
ンピック・パラリン
ピック）
等

パラリンピッ
ク

大会関係者
（VIP、IOC/IPC等、

メディア、
ボランティア、職員
コントラクター 等）

アスリート等
と接触

同上の論点
・クリーン状態
の確保の在り方

公共交通機関の利用、
外出制限等の行動
ルール 等

・体調チェック、検
査の実施
・宿泊場所のクリー
ン確保 等

・体調チェック、検
査の実施
・動線管理

同上の論点

アスリート等
と非接触

同上の論点 ・行動ルール 等
※指定ホテルのケー
ス、一般宿泊のケー
ス

・体調チェック等、
動線管理 等

今後検討

観客
(国内・海外）

同上の論点 ・行動ルール 等 ※一般宿泊
・観戦ルール
（座席の扱いを含
む）等

今後検討

10.3 コロナ対策検討にあたっての論点(調整会議冒頭の論点鳥瞰図)
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10.3 新型コロナウイルス感染症対策調整会議中間整理（概要）

１．アスリートについて
東京大会の主役であるアスリートについては、最優先で検討を実施し、以下の点等について方向性

を確定。

①基本的考え方
・アスリートが安全・安心な環境の下、万全のコンディションでプレーするため、入国からホストタ

ウン、大会への参加等を経て出国まで、それぞれの場面ごとの感染症対策を行い、トータルでの環
境整備・ルール作りを実施。

・アスリートとの接触は必要最小限とし、接触する相手方も検査等により防疫措置を講じる。
②出入国
・本年11月に運用を開始した「アスリート用オリパラ準備トラック」（オリパラに関連し国内で開催

する国際大会へのアスリート等の入国措置）に加え、東京大会本番に関し、国外のアスリート等に
ついて、必要な防疫上の措置を講じた上で、入国を認め、入国後14日間の待機期間中の活動（練習
や大会参加等）を可能とする仕組みを整備。

③感染症対策・行動ルール
・競技会場や選手村等におけるアスリート等の感染症対策については、基本的な感染防止策の徹底と

ともに、アスリート等が行動できる範囲や移動方法を限定する等のアスリート等の行動ルールを策
定・徹底。

④検査
・出入国時の検査のほか、入国後もホストタウン・選手村等を安全・安心な環境とするため、アス

リート等に対して、スクリーニング検査や、試合前の検査など、必要な検査を実施。このため、選
手村内に検体採取センターや検査分析設備を整備する等、体制を整備。
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⑤保健衛生・医療・療養機能
・徹底した感染防止策を行った上でも、アスリート等に感染者・疑い例が発生した場合を想定し、ア

スリート等の感染症に係る迅速な初動対応と関係部門の情報共有、保健衛生上の各種対応に一元的
に取り組める機能を構築するため、組織委員会感染症対策センター（仮称）の設置、保健衛生の拠
点機能の構築等を実施。

・感染疑いのあるアスリート等に対し迅速に医療・療養の機会を提供するため、選手村総合診療所内
の発熱外来等の設置、入院先医療機関、宿泊療養先の確保等を実施。

⑥パラアスリート
・パラアスリート等に関しては、障がいの種別にも配慮しつつ、パラアスリート介助者等のスタッフ

等による感染防止の支援の際のガイドラインを策定。

２．大会関係者、観客について
● 主催者等、メディア、大会スタッフ等の大会関係者については、海外関係者の出入国や行動ルー

ル、移動等の点に関して、大会運営との関わりの度合い、業務内容、アスリートとの接触の多寡等
に応じ対応を決定。

● 観客については、観客向けガイドラインの策定・周知や、競技会場において観客に体調不良者が
発生した場合の対応、入院・療養する医療機関の確保等の対策を定める。

観客数の上限については、内外の感染状況や現在行っている観客数を引き上げた場合の実証の結
果なども踏まえ、国内の上限規制に準じることを基本として、最終的な決定は、来春までに行う。

外国人観客の取扱いについては、「観客の安全」と「地域の安全」の両立を図る観点を踏まえ、
検討。その際、14日間隔離・公共交通機関不使用を条件とすることは、観戦を事実上困難とするも
のであることから、これらと同程度の防疫措置を構築。また、各国の感染状況等を踏まえ、14日間
隔離の維持も含めリスクに応じた適切な防疫措置を講じる。具体的な措置の内容（入国前の検査・
健康管理、入国時の検査・誓約書等確認、入国後の行動管理・健康管理、隔離などの医療面の対応、
実効性の担保方法、アプリ等の導入等）については、感染症の専門的知見も踏まえつつ、来春まで
に決定。
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３．聖火リレー、ライブサイトについて
● 聖火リレーについては、観覧客・聖火ランナー・運営スタッフと地域住民の双方の安全・安心の

確保等の観点から、組織委員会において具体的な感染予防策を年内に作成し、都道府県実行委員会
など各ステークホルダーの対策を推進。

● ライブサイトについては、組織委員会は感染症対策の指針を年内に策定するとともに、ライブサ
イト実施予定の各自治体に対して、改めて計画を検証した上で、会場ごとの感染症対策に係る計画
の提出を依頼。

４．ホストタウン・事前キャンプについて
● ホストタウンについては、感染防止対策を講じた上で、充実した交流を実現し、それを大会後の

レガシーとしてつなげることが重要。
● これらの観点から、本年11月に国において策定した「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」を踏まえ、ホストタウンや事前キャンプ地について、それぞれの自治体等
に「受入れマニュアル」の作成を求め、感染防止対策を実施。

● 大会出場前には選手等との接触が生じない公開練習の見学やオンライン交流、出場後には感染防
止策を講じた上で各ホストタウンのニーズに応じた様々な交流の実施を推進。
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10.3 変異株等に対応した追加的な対策について（概要）

Ⅰ．アスリート等・大会関係者の出入国に係る措置の在り方
・出国前（96時間以内）に2回検査を受検。(出国前（72時間以内）の陰性証明を検疫又は入国審査時に提出)

・選手村への入村は出場する競技開始5日前からとし、競技終了後、2日後までに退去する。
・大会関係者は原則、入国後14日間宿泊施設で待機する。入国後14日以内又は3日以内に活動しなけ

れば大会の運営に支障がある場合、毎日の検査での陰性確認、受入責任者（組織委員会等）の厳格
な監督などを条件として入国後4日目以降又は入国後直ちに活動することを認める。

Ⅱ．アスリート等を中心とする検査の在り方
・海外から来日するアスリート等は、入国後、ホストタウン、選手村等で、原則毎日検査を実施。
・海外から来日する大会関係者（入国後14日以内に活動する者）のうち、アスリートに一定の接触が

ある可能性のある者は、原則毎日検査を実施。その他の者は、入国後3日目までの毎日検査の後、
必要な頻度（4日又は7日に一度）で検査を行うとともに、14日目に検査を実施する。

・陽性となったアスリートについては、法令上必要な措置を講じるとともに、競技には出場させない。
・濃厚接触者となったアスリートについては、毎日検査を行い陰性を確認することなどを条件に練習

参加、試合出場を認めることを保健当局と調整しつつ検討（※最終的に条件等が示されたのは7月
15日。全国保健所長会議で説明）。

Ⅲ．大会関係者の取扱い
・用務先は各SHごとに必要な場所に限る。取材活動もあらかじめ認められた場所に限定。
・関係者の宿泊先は最大限集約。
・入国後14日間は公共交通機関を原則として使用しない。航空機や新幹線の利用時は一般乗客との離

隔を確保（新幹線は一両借り切り）。

中間整理に加え、第7回新型コロナウイルス感染症対策調整会議において、変異株等による状況の変化
を踏まえた追加的な対策を決定した。
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●大会は安全に行われたと評価。ベーシックな衛生管理、検査体制、トラッキングが重要である。
全ての措置を実施し、衛生対応と検査をパッケージとして実施。

●WHOは社会的距離、マスク着用、検査、濃厚接触者を追いかけていくことが必要だとしてきたが、
東京大会はこの助言が正しいことを示した。

●毎日の検査を行うことで、濃厚接触者を確定し、フォローアップした措置が奏功した。

●アスリートに近い人たちは毎日検査実施。接触が少ない関係者は4日に1度検査実施。
国内外の関係者での感染の広がりは無かったと評価。
今後、本国に戻った人たちについて、日本の当局含め、今後数週間フォローをしていく。

●オリンピックの実施が間接的に日本の感染者の増加につながったとの見解に対しては、
そうした証拠はないと考えており、大会と日本人の感染の広がりについて関係性は証明されていない。

●ワクチンもコンビネーションの措置の一環。90％近くの選手がワクチンを接種していた。

●ギリシャ、チェコのチームで、感染が一部広がったケースがあるが、陽性は東京に着いて
からではなく、空港で捕捉できずに持ち込まれたものと認識している。
空港検疫が失敗したのではなく、ウィルスが十分に検査できるところまで増えておらず、
その後に検知できるようになったと理解。

Chair of the Independent Expert Panel (IEP)
IOCによる独立専門家パネル議長 プレス説明 2021年8月7日コメント要旨

10.3 IOCによる独立専門家パネルのプレス説明
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10.4 事前のワクチン接種
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10.4 大会関係者への新型コロナワクチン接種（経緯）
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、より一層安全で安心な大会開催に向けて一歩前進するものとして希望者に実施。

このワクチンはIOCによる無償提供。

2月17日 プレイブック第一版公表。大会関係者のワクチン接種を強く慫慂

5月 6日 IOCがファイザー製ワクチンの無償提供を発表、2万人分

・ 総理大臣とファイザー社CEOとの対談を契機に、日本政府とIOC会合を経て実現
・ IOC/IPCは各NOC/NPCと協力、選手や大会関係者の訪日前接種を奨励・支援

6月 1日 日本選手団等のワクチン接種スタート

6月15日 約2万人分のワクチン追加提供の発表、計4万人分に。

6月18日 都庁45階北展望室でのワクチン接種スタート
＜基本＞ １回目 6/18～7/8

２回目 7/9  ～7/29
＜追加＞ １回目 7/19～7/31

２回目 8/9  ～8/21

8月21日 都庁45階北展望室でのワクチン接種プログラム終了
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10.4 大会関係者への新型コロナワクチン接種（対象者）

⚫ プレイブック等による強い慫慂の結果、オリンピックに関する海外からの大会関係者の接種状況については、
選手及び選手団役員は85％以上、メディアは70％以上（IOC発表）。また、パラリンピックに関する選手、
競技役員のワクチン接種率は88％（IPC発表）。

⚫国内の大会関係者のワクチン接種：約40,000人（IOC提供、ファイザー製）

日本選手団 約 2,200人

競技役員 約 1,300人

大会スタッフ（職員、ボランティア、コントラクターなど） 約 30,000人

メディア 約 5,000人 など

参考① 大会スタッフのうち主な対象・人数（計画ベース）
・スタッフについては選手と接触のある者などを対象に実施。
・接種は、１回目6/18~、２回目7/9～。都庁北展望室
会場などで実施。

・ 競技関連 約16,800

・ 選手村 約 3,000

・ NOC/NPCアシ、通訳 約 2,100

・ 輸送、空港 約 3,000

・ 医療、アンチドーピング 約 2,000

・ 飲食 約 2,000

・ セキュリティ 約 2,000

・ 国内メディア 約 6,400

など

参考② ボランティア等の接種状況

✓ ボランティアについては、選手と接触のある方などを対象に接種を実施

・都庁北展望室会場や会場所在自治体を通じて約14,300人の

ボランティアを含む大会スタッフ等が接種

・なお65歳以上や医療従事者の大部分は国や自治体による優先

接種対象として、また、企業・団体等による職域接種（モデルナ製）

においても一定程度が接種したものと考えられる

✓ IOCから提供されたファイザー製とは別に、東京都の協力により追加で

ワクチン（モデルナ製）及び接種会場を確保。この際、残りの全ボラン

ティアへ声掛け

１回目 6/30～7/3 築地市場跡地

２回目 7/31～8/11 代々木公園
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10.5 検査体制と検査結果サマリ
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10.5 各参加者に対する検査方針

○計画
➢ 入国後3日間の毎日検査、アスリート等は原

則毎日、大会関係者はアスリートへの接触度
合いに応じた頻度をプレイブックに定めた

○実績
➢入国時の空港検査で陽性となったアスリート

等の再検査を選手村内で実施

➢アスリート等は唾液・抗原定量検査により毎
日検査を、大会関係者は、個々の検査頻度に
応じて唾液・PCR検査を実施

➢スクリーニング検査で要再検査となった場合、
鼻咽頭ぬぐい・PCR検査による再検査を実施

➢国内感染者数の急増を受け、パラリンピック
期間は大会スタッフの検査頻度を向上

➢濃厚接触者に指定されたアスリート等に対し
て毎日のPCR検査を実施

➢変異株解析や唾液採取困難者(パラアスリー
ト)への対応も実施

○総括
➢スクリーニング検査により、無症候性病原体保有者の早期探知が可能となり、大会における感染

拡大の阻止につながった。
➢世界的なコロナ流行に伴い、空港検査及び入国3日以内の検査における陽性者が一定数発生したが、

選手村内で速やかに再検査を行い、空港検疫から継続した水際対策となった。
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10.5 海外からの入国者の陽性者数

海外からの入国者の陽性率はそれぞれ低い水準

空港検疫
入国後

14日以内
入国後

15日以降

オリンピック 39人 72人 64人

パラリンピック 16人 30人 40人

計 55人 102人 104人

陽性者の割合 0.10％ 0.19％ 0.19％

※7/1～9/8の入国者総数54,250人
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7月1日～8月11日 検査数 陽性者数 陽性率

アスリート等（国内外以下同） 298,950件 37人 0.01％

大会関係者（国内外以下同） 407,435件 144人 0.04％

計 706,385件 181人 0.03％

7月1日～9月8日 検査数 陽性者数 陽性率

アスリート等 418,506件 53人 0.01％

大会関係者 595,664件 246人 0.04％

計 1,014,170件 299人 0.03％

8月12日～9月8日 検査数 陽性者数 陽性率

アスリート等 119,556件 16人 0.01％

大会関係者 188,229件 102人 0.05％

計 307,785件 118人 0.04％

10.5 スクリーニング検査結果（国内外）

大会期間中、アスリート、大会関係者ともにいずれも低い水準
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都内医療機関
（入院）

都内宿泊療養施設

入院者数（ピーク時）：2人

※大会指定病院への入院

大会前の想定

ピーク時 8.5人

実 績大会前の試算

大会前の想定

ピーク時 44.6人

入所者数（ピーク時）：49人

※大会用に組織委員会が300室準備

余剰の部屋は都民に活用

入院者数 宿泊療養者数

7月1日～8月11日 2人 139人

8月12日～9月8日 3人 86人

合 計 5人 225人

（参考）訪日アスリート・大会関係者の都内療養者数の累計

10.5 海外入国者の医療機関・宿泊療養施設利用数
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10.5 2021年2月～５月までに入国した大会関係者の陽性率

 大会前（早期の大会準備やテストイベント等で2月から5月まで）に、オリパラ関係で入国した者の
陽性率は低い水準に抑えられていた（オリパラ入国者からデルタ変異株が日本に広がったかのよう
な言説は事実ではないと考える）。

 このとき、実施されていたコロナ対策は基本的に本大会に向けに取られていた対策と同じであり、
本大会向け対策の効果の実証となっていたとも考えている。

月 入国者数
陽性者
(空港)

陽性者
(入国14日以内)

2月 80 1

3月 393

4月 991 1

5月 1,072 1

合計 2,476 2 1

●入国時陽性率 ＝0.08％（0.0808%)
●隔離期間中陽性率 ＝0.04％（0.0404%)
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10.6 医療サービスの提供
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東京大会では、地域医療に支障のない形で医療体制を構築するとともに、選手や関係者に

とって安全・安心な大会となるために必要な医療サービスを提供

◯ 無観客の決定や大会関係者の縮減等により医療スタッフ数を見直した結果、
1日当たりピーク時の医師・看護師は約700人から約540人まで合理化

◯ 大会時は、他の医療スタッフも含め概ね計画通り活動に従事

◯ 地域医療の需要が増す中、各会場及び選手村における医療スタッフ確保や入院患者の
受入れについて、地域医療への影響を考慮し、医療界からの協力を得ながら医療体制
を構築
・医師は、アスリートの外傷治療や関係者の熱中症救護等を主な業務と想定し、コロナ

対応に直接従事していない、我が国スポーツイベントの経験が豊富な整形外科等を
中心に参画

・看護師は、大会における業務として健康観察や問診などの業務を担当いただくことも
含め、以前に業務ご経験のある看護師等に丁寧に働きかけを行い必要数を確保

・IOC/IPCからも、陽性者のケアに対応するために宿泊療養施設に医療スタッフを派遣
・競技会場やポリクリニックの初期医療を提供することで、市中の医療機関受診（入院）

を真に必要な患者に限定

10.6 大会における医療サービスの提供
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10.7 入国・出国・空港・輸送の対応
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10.7 空港対応の概要
○入国にあたっては、入国審査、税関検査の前に、新型コロナウイルスの検査を受検
○検査前には、本邦活動計画書の政府承認、出国前の陰性証明等を確認
○オリ・パラ関係者を他の入国者と交わらせない、いわゆるバブル形成の対応のため、動線

の分離やリエゾンによる誘導を実施

オリンピック アスリート等選手団の入国
※パラリンピックでは、検疫の

検査結果を待って入国するオ
ペレーションとした。

降機 入国審査

検 疫

COVID-19
検査受付 税関検査 到着ロビー ロードゾーンPVC有効化

検査結果
待ちなし

関係者専用
受付

関係者専用
採取場所

関係者
専用レーン

関係者
専用レーン

検体採取

※

検査結果報告

待機場所

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羽田空港の入国状況
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＜組織委員会担当FA＞＜各SHのCLO＞ ＜内閣官房オリパラ事務局＞
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※Categories：1. Athletes and officials, 2. IF, 3. Olympic and Paralympic Families,

 4. Marketing Partners, 5. Press, 6. Broadcasters, 7. Staff, 8. Others
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Written Pledge and will have the visitors understand and follow rules
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(1) Visitors' information (Enter the information of all the members who stay at the same hotel and whose arrival dates are within around three days.)
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Type of quarantine
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Others

Additional information (Name of facility, address)
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・新型コロナウイルス感染症を踏まえた我が国の水際対策上、入国後14日間の宿泊場所・用務先等を
記載した「本邦活動計画書」を政府に提出し、これが承認された者のみ、一定の隔離期間（14日間、
3日間及び0日間の待機）の下に特別に入国が認められた。

・具体的には、各ステークホルダー（SH）のコロナ対策責任者（CLO）が、担当する入国者分の本邦
活動計画書を組織委員会担当FAへ提出し、組織委員会及び政府で審査を行い、入国の必要性等が認め
られた者が大会関係者として入国した。

・入国制度の周知徹底やシステム（ICON/OCHA）の使い方の面で若干混乱もあり、組織委員会のサポー
トを得て初めて入国が可能となる案件もあったが、大会期間中に約1万4千通の本邦活動計画書が承認
され、大会に真に必要な海外SHは全て無事に入国することができた。

約14,000通が承認
→OCHA(※)による円滑な入国各国NOC/NPC、IOC/IPC、

各国放送権者/記者、…等

追加聴取

10.7 大会関係者の入国調整
Tokyo 2020 ICON (※)を活用した入国関係事務

※Tokyo 2020 ICON：東京2020感染症対策業務支援システム（Tokyo 2020 Infection Control Support System)

※OCHA：統合型入国者健康情報等管理システム（Online Check-in and Health report App）
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10.7 輸送にあたってのコロナ対策
大会関係車両における新型コロナウイルスの感染症対策として、以下を実施

【大会関係車両の対策】
・フリートについては、運転席と後席との間にパーティションを設置するとともに、車内の換気、消毒等を徹底
・バスについては、運転席の後席を不使用とし、フリートと同様、車内の換気や消毒等を徹底

【バスの増便等による対応】
・バス車内のフィジカル・ディスタンスの確保が課題であったことから、混雑するルートや時間帯に関する情報を

収集した上で、順次、予備車を投入し、バスの輸送力を増強
・メディアが宿泊するホテルについて、防疫対策として国から要請があり、ホテルを集約するとともに、複数のホテ

ルに対し1か所設けていたミーティングポイント（TMバス乗降場）を廃止し、全てのメディアホテルについて、
ホテルの敷地内又はその隣接地にTMバス乗降場を設定。これに伴い、TMバスホテル便のルート数（東京圏）が
当初の37ルートから57ルートに増加したため、バスを増車。また、バスの乗車人員が概ね45人のところを30人
に設定し、車内の密を回避するため、バスを増便。これらの取組により安全・円滑なメディア輸送を実施。

・選手村のTAモールにおいては、練習期間の短縮に伴い、練習会場行きのバスの需要が当初の想定を超えるような
事態も一時的に発生したが、増便等により対応

TMバスに掲示した
乗車定員30人のマーク

MTM（ﾒﾃﾞｨｱﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄﾓｰﾙ）とMPC間の巡回バスでも需要
が大きい時間帯に運行間隔を10分から5分に短縮・増便
し、輸送力を増強することで、乗車するメディア関係者
のフィジカル・ディスタンスを確保

フリート車内に設置したパー
ティション
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10.7 輸送にあたってのコロナ対策
【都市間輸送における対策】
・札幌や仙台への移動にあたっては、「東京2020大会新型コロ

ナウイルス感染症対策調整会議」で検討された変異株等に対応
した追加的な対策として、全ての移動手段は貸切（新幹線の一
両借り等）に限り、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（チャーター機等）を実施

・伊豆・富士へは専用バスによる都市間輸送を実施
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【公共交通に代わる輸送サービスの提供】
・国の防疫措置により、入国後14日間は公共交通を使用するこ

とができない大会関係者*1
を輸送するため、タクシー車両をハ

イヤー車両に臨時的に流用する国の特例制度を活用した輸送
サービス（TCT*2

サービス）を提供
※1 選手等、IFについては、15日目以降も公共交通の利用はできない。
※2 TCT=Transport by Chartered Taxi

新幹線での移動にあたっては、駅構内に警備員
を配置し、選手団と一般利用者の動線を分離

選手村におけるTCT乗降場



【濃厚接触者輸送における課題①】

・他選手との接触を避けるため、輸送車

両を選手村内居住棟に直付けするなど

のオペレーションを実施した。

・これを実現させるため関係者内で認知

される CC表示ステッカーを作成した。
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【濃厚接触者輸送における課題②】

・濃厚接触者輸送は、事業者探しに難航

したが特定の事業者の協力により実現

した。

フラッグ通りに配車した濃厚接触者用バス

濃厚接触候補者となった南アフリカサッカーチームへの対応

10.7 輸送におけるコロナ対策 濃厚接触者対応



10.7 入国前陰性証明について
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□ 入国にあたっては、出発の96時間以内に新型コロナウイルス検査を別々の日に2回受検する
ことが必要とした。その上で、少なくとも2回の検査のうちの1つは出国の72時間以内の検
査を必要とし、水際対策が強化された。

□ さらに入国に際しては、要件に合致する証明書を発行できる検査機関をあらかじめ登録し、各
ステークホルダーは、リスト掲載の約4,000の検査機関において真正な証明書を取得すること
が義務付けられた。

□ これらの取組についても、プレイブックに掲載・各ステークホルダーへの丁寧な説明を実施。
当初、乗り換え便の扱い等（米国では乗り換えにも一度出入国が必要となるが、陰性証明を新
たに取得することが必要となるかどうかなど）混乱も生じたが、MOCに24時間体制の問い合
わせ窓口を整備し、各ステークホルダーのコロナ対策責任者と連携して円滑な入国を実現した。



10.7 出国前検査・陰性証明書発行について
■背景

・大会関係者の出国には、出国前に行った検査の陰性証明書が必要。
（必要な検査方法や提出方法（データもしくは証憑）は国によって異なる。）

→ 検査の体制、陰性証明書発行のスキーム構築が課題。

■対応
➀ ICON利用者にスクリーニング検査の最新結果に基づき陰性証明書をデータ提供。

・選手村の選手／TO・NOC、分村分宿の選手／TO・NOC ➡抗原定量検査
・分村・分宿・村外のTOには、スクリーニング検査（抗原定量検査）と別に

PCR唾液検査と陰性証明書のデータを提供 ➡PCR唾液検査
・他ステークホルダー ➡PCR唾液検査

②-1 選手村に検査施設（PCR鼻咽頭＊・血清抗体）設置し陰性証明書をデータ提供。
（＊PCR唾液検査結果にも代替） ➡PCR鼻咽頭検査

➡血清抗体検査
②-2 メディア・プレス向けにMPCに検査施設

➡PCR鼻咽頭検査
➂ 市中民間検査機関の推奨により個人責任で受検し、陰性証明書を取得。

・出国前に必要な陰性証明用の検査とスクリーニング検査が方法が異なる場合
・スクリーニング検査と陰性証明用の検査の方法は合致するが、日程が適合しな

い場合
・利便性を考慮し、個人責任で検査機関を利用する場合
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■対応体制

・検査の受検方法、陰性証明書発行方法、ユーザーズガイドを各SH向けに発信

・MOC内に専門チーム（MOC-NRCチーム）を立ち上げ

＜構成＞MOC内ICONサポート担当+各局の応援職員

＜業務内容＞陰性証明書発行に関する問合せ対応、陰性証明書の代理発行業務等

■出国前検査の陰性証明書発行件数

ICONからの発行
選手村 MPC 合計

ICONからで各自発行 専門チームが発行

オリンピック
（8/11まで）

37,587 1,060 6,740 379 45,766 

パラリンピック
（8/12以降）

15,906 529 3,936 ─ 20,371 

合計 53,493 1,589 10,676 379 66,137 

（発行期間）

ICONから各自が発行 ：オリンピック 7/24～8/11、 パラリンピック 8/12～9/13

専門チームが発行 ：オリンピック 7/26～8/11、 パラリンピック 8/12～9/12

10.7 出国前検査・陰性証明書発行業務について

262



10.8 選手村での対策
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◆概要

• 選手・役員のコロナ感染リスクを抑えるため、選手村の滞在

期間を最短化し滞在人数を抑制するガイドラインを策定

• 選手と競技に紐づく役員は原則、当該競技開始日の5日前から

入村可とし、競技終了後48時間以内に退村を求めた

• 日本と6時間以上の時差がある国・地域からの参加、飛行機の

スケジュールなど渡航に制限がある場合等、適用除外申請に

より上記原則に拠らないケースもあった

◆実績 適用除外申請 5日前入村 48時間後退村

NOCs
申請件数 1,072 260

対象者数 7,049 1,126

NPCs
申請件数 777 498

対象者数 3,260 2,537

10.8 選手村滞在期間の方針
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【検温の実施】

• 入村時に非接触型体温計を使用して検温を実施

【飛沫感染防止策】

• 村内各施設内においてこまめな換気を行うとともに、メインダイ
ニングホールやフィットネスジム等にはアクリル板を設置

• 足元サインの設置等によりフィジカル・ディスタンスを確保

• 選手へのインタビュー取材をビレッジプラザ内に設置したミック
スゾーンに限定

【接触感染防止策】

• 手指消毒液を各所に設置

• アルコール消毒液等コロナ対策キットを選手団に配布

【混雑緩和策】

• メインダイニングホール等の混雑状況が分かるサイネージを設置

10.8 選手村運営のコロナ対策（感染防止策）
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10.8 選手村運営のコロナ対策（検査・陽性者対応）

【選手団に毎日検査を実施】

• 検査センターを設置し、スクリーニング検査を実施

• 総合診療所発熱外来に検査分析設備を整備し、24時間体制で運営

【陽性結果が確認された場合の対応】

• 村外の医療機関または宿泊療養施設への搬送

• 陽性者滞在居室の消毒の実施

【濃厚接触者への対応】

• 濃厚接触者の個室への移動及び動線分離

• 専用車両での競技会場等への移動

• 食事は各自の居室（個室）で喫食
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入村時における非接触型体温計の検温

メインダイニングホールにおける
混雑状況が分かるサイネージの設置

フィットネスセンターにおける
足元サイン・手指消毒液設置

10.8 選手村運営のコロナ対策

メインダイニングホールにおける
アクリル板設置
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【概要】
１．調査機関

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター
（主な実施者：有志研究チーム

（Mass gathering risk control and communication［MARCO］））
協力：東京都下水道局

２．調査期間
• オリンピック：7/14～8/11（29日間）
• パラリンピック：8/17～9/8（23日間）

３．サンプリング場所・時間など
• 選手村内3地点のマンホールから下水をサンプリング（選手村居住棟全てをカバー,、採水は

概ね午前9時から10時の1時間で実施 など

【結果及びチームによる考察】
• 陽性者の報告がないエリアの下水からも検出される場合が多くあったが、その理由として今

回の下水調査に使用した手法の検出感度が高く、一般的に感染性がないとされている既感染
者やウイルス量の少ない不顕性感染者から排出されたウイルスRNAも検出していたことなど
が考えられる。

• 下水（パッシブサンプリング）から3日間連続して検出されなかった場合は、概ね人からも
検出されなかった。

• ゲノム解析によりSARS-CoV-2配列を確認し、変異株が検出された。
• オリンピック期間中、下水からの検出地点数及びウイルス濃度が持続的に増加し続けること

はなかった。選手村内居住者における持続的な感染拡大が起こらなかったことと合致
• パラリンピック期間中、毎日下水から検出。オリンピック期間に比べて検出率、濃度ともに

高い傾向。オリンピック期間中と比較して既感染者等のウイルス保有者が多かったことを示
唆する結果と考えられる。

• なお、組織委員会としては、パラリンピック期間中、アスリートと定期的に接触する選手村
内スタッフは原則毎日検査とするなど検査頻度を高め、更なる感染防止対策を実施した。

図2. サンプリング方法のイメージ

エリアA

エリア
B

マンホール

サンプリング場所

図1. サンプリング場所のイメージ

パッシブサンプ
ラー
（24時間浸漬）

バケツ
（流水を採取）

パッシブサンプリング グラブサンプリング

10.8 選手村における新型コロナウイルス下水調査
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10.9 競技会場での対策
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【新型コロナウイルス感染症対策】

・来場者の検温（一次・二次）、手洗い、マスクの着用、黙食等の徹底を周知する

ことで感染拡大防止に努めた

・スクリーニング検査を全ての競技会場で実施。分かりやすい場所に検体回収場所

を設置するとともに、スタッフが声がけを行うなど検査の確実な実施を徹底した

・競技不参加という事態は防ぐことはできたものの、濃厚接触者の取扱いが直前に

決まったことで運営上十分な対応ができず一部競技における練習参加が円滑に進

まなかったケースがあった

・これに対し、濃厚接触者の競技・練習参加についてはMOCやIDCC、SPT、NCS、

TRA、VEM等で緊密に連携して対応

10.9 競技会場でのコロナ対策 再 掲
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１ アスリートが利用する場所の対策例

〇FOP・練習場所
・定期的な消毒、換気の徹底
・練習場所の指定、時間の指定

（NOCごと）
・マスク着用ルールの設定、周知

〇ミックスゾーン
・フィジカル・ディスタンス確保

〇アスリートダイニング
・飛沫防止板の設置
・配膳用スタッフの配置
（アスリート自身での配膳不可）

２ 濃厚接触者の対策例

・一般のアスリートと動線や練習場所を分離
・アテンドする専従スタッフを用意

３ ボランティア・スタッフの対策例

・基本的な対策の励行

・アスリートとの接触頻度による検査の実施

10.9 競技会場でのコロナ対策
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【学校連携観戦】

・学校連携観戦の実施に当たり、児童・生徒の安全・安心な観戦を

実現するため、新型コロナウイルス感染症対策を行った

➢参加者の当日の朝及び学校での検温及び健康観察

（14日前からの検温及び健康観察も実施）

➢会場入口での検温、手指消毒の徹底

➢専用動線の確保

➢観客席での参加人数に応じたフィジカルディスタンス

の確保、拍手による応援の徹底、観客席の消毒の実施

・専用バスでの来場が強く推奨されるなか、児童・生徒の来場方法、

輸送計画を複数パターンを想定し準備をするとともに、当日も

臨機応変に対応した

ソメイティの座席のみに着席し
フィジカルディスタンスを確保

10.9 競技会場でのコロナ対策（学校連携観戦）
再 掲
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10.10 パラリンピックでの対策
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◯ 日本国内の感染状況に鑑み、国内外関係者を対象にパラリンピック期間中の
更なる感染防止対策を実施。

＜国内関係者＞

●選手村内スタッフは、原則毎日検査とするなど国内関係者の検査実施頻度を上げる。

＜海外からの入国者＞
●海外入国者について、入国後14日間はプレイブックに従い、厳格に行動管理。

●これまで、アスリート等以外の入国者は、入国後15日目以降、厳格な行動管理の
対象とはなっていなかったが、今般、入国後15日目以降についても、
プレイブック上のルールに従った行動を維持するよう要請。

（参考）要請事項の例
・食事：大会施設、ホテル内レストランの利用を推奨。原則、個食、黙食。
・用務先：用務のある大会関係施設に限定、大会関係者以外との接触を最小限とする。
・移動手段：大会専用車両、自己手配車両等の優先的な利用。

対象者 変更前 変更後

アスリート等 毎日検査（変更なし）

選手村に出入りするスタッフ※ 4日に1回 毎日検査

プレス関係者等 4日に1回（変更なし）

その他のスタッフ 7日に1回 4日に1回

10.10パラリンピック期間中の更なる感染防止策

※アスリートと定期的に接触する場合
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10.10 パラリンピック特有の感染防止策

①感染リスク
・パラアスリートだから、感染しやすいということはない。
・選手、競技役員のワクチン接種率は88％。

②感染防止対策
・アスリート向け感染防止策は原則オリンピック・パラリンピック共通となっており、
「プレイブック（アスリート/チームオフィシャル）」として策定・公表済。

・パラアスリートだから感染防止対策ができないというわけではなく、
パラアスリートの障がいの程度は様々で、多くの選手は自立的に健康管理や
感染防止に取り組むことが可能。

・一部、他者の支援を必要とするパラアスリート（※次頁参照）がいるので、
パラアスリート向けの「追加的な」考慮事項を別途まとめている。

③感染後の重症化リスク
・パラアスリートだから重症化しやすいということではない一方、一般に基礎疾患が

あると肺炎などの症状が重症化しやすいとも指摘され、きめ細やかな対応が必要。
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10.10 パラリンピック特有の感染防止策

他者の支援を必要とするパラアスリートの具体的事例

・上肢の麻痺や欠損の選手で、消毒液のある場所までは行けても適切に自身の指に

消毒液をつけることが困難なアスリートは、NPC選手団スタッフ等がサポート

・重度の脳性麻痺の選手で、自身で車いすのハンドリムなどの消毒が困難な場合は、

NPC選手団スタッフ等が消毒液を塗布したペーパータオル等で消毒をサポート

・知的障がいの選手の一部で、検温結果の確認やアプリ等を用いた体温の報告作業

等が困難なアスリートは、NPC選手団スタッフ等が代理で入力

・視覚に障がいのある選手は一人でソーシャルディスタンスを確保するのが難しく

また消毒液の設置場所や操作方法などを認識しづらい場合があるため、声かけや

消毒動作が完了することを見守る等によりサポート
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10.11 暑さ対策とコロナ対策の両立
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✓ 暑さ対策とコロナ対策を踏まえた
3密を避けるオペレーション

✓ マスク着用時は体への一定の負荷
がかかるため、暑さ対策の注意喚
起を強化

✓ 暑さ対策とコロナ対策を踏まえた
多面的な情報発信の強化

Image

10.11 暑さ対策とコロナ対策の両立の観点
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10.12 海外関係者の対策
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◆活動計画書（用務先と移動
手段等を記載）の事前提出

◆活動計画を遵守させる旨の
誓約書（行動管理・健康管
理）の提出※

◆ ホテル待機措置（外出
禁止）

◆ アクレディテーション
停止・はく奪

◆ 国外退去強制手続

※誓約書違反のペナルティ
（行動に疑義がある場合はGPS
等も活用）

96h 搭
乗

到
着

3日目 14日目
入国前14日間の

健康モニタリング

⚫ 組織委員会調達・登録ホテル約150カ所に集約
⚫ 組織委員会が監督者を常駐
⚫ 原則、外出禁止とし、例外的に出る場合には、帯

同やGPSによる行動管理
⚫ 違反が確認されれば、アクレディテーションの停

止・はく奪、退去強制手続等の措置を厳格に適用

検
査

◆ 入国後14日間ホテル待機
◆ 14日間待機に支障がある場合、3日間待機の後、受入責任者の監督の下、国

内在住者との接触回避などを条件に、4日目以降の活動を認める
◆ 例外的に、厳格な監督（帯同やGPSによる行動管理）の下、入国後直ちに

活動を認める

●
●

検
査

検
査

●
●

●
●

検
査

検
査

検
査

入国後は定期的な検査により早期発見・隔離
●アスリートと一定の接触の可能性のある者：原則毎日
●その他：入国後3日まで毎日＋その後4～7日に1回

◆受入責任者の責任（組織委員会）の下、各所属組織のCLO（コロナ対策責任
者）が各人の行動管理を実施

競技会場・練習会場

IBC（国際放送センター）
MPC（メインプレスセンター）

選手村（指定エリア）

組織委員会管理施設

入
国

空
港

ホ
テ
ル

【入国前】 【入国後】

専用バス
ハイヤー

専用バス
ハイヤー

※厳格な感染対策（責任者・監視員等配置）
※一般人への取材等は禁止
※移動は専用バス、ハイヤーなど
※エリア内に食事・買物スペースを確保

用務先

入国前のワクチン
接種を強く推奨

検
査

検
査

検
査

（空港）

入国後の日々の健康情報の登録・管理（組織委員会感染症対策センター）

〈検査・ワクチン・健康管理〉

〈バブル方式（メディア）〉

組織委員会に事前承認済の
取材スポット
（事前登録制）

事前に活動計画書に登録
されたものに限定

10.12 海外関係者の対策について
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【ルールの周知】
 「プレイブック（PB）」は2月に初版を公表し、全参加組織の代表に対しオン

ラインで説明会を実施。4月にV2を公表時も同様の対応。6月には最終版。3回
に渡るPBの発行と対話、数百に及ぶQAのやり取り等を通じ理解を促進。

 IOC・IPCと協力し「CLO News Letter」（メルマガ）を数日に一度のペース
で発出海外の大会関係者が苦労しがちな点をメルマガで何度も周知（6月中旬
～。CLO登録、入国前の検査証明の要件、本邦活動計画書、OCHAの導入、検
査キットの入手と提出の場所、14日間の行動管理、出国前検査証明など）

 大会期も、毎日行われた選手団長会議やOBSブリーフィングなどで周知。

【ルールの順守状況】
 報道等では違反事例が取り上げられがちだが、実際はほとんどの海外の大会関

係者はルール遵守に協力的（違反者の割合は0.16% (89名/54,250名）)。
 日々の健康管理（合計178万回実施。一人当たり平均25日分）や検査（スク

リーニング検査を合計100万回以上実施）の実施回数、OCHAの導入状況（7/1
以降、海外5.4万人の来日に対し5.2万人が導入）から振り返っても、ほとんど
の海外関係者はコロナ対策の実施に協力的であった。

 なお、隔離期間を過ぎていない大会関係者が市中に出ているのではないかと不
安を煽る報道もあった。この対応の一つとして、メディアセンターの最寄駅で、
連日、組織委員会職員が、海外からの関係者と見える者に対しOCHAの提示
（14日間を経過しているか否か）を求めた。一日当たり概ね数十人に対応を求
めたが、14日以内の者が出歩いている状況は確認されなかった。

【感染症対策の結果】（詳細は「感染症対策の結果」のページを参照）
 海外の関係者が対策に協力的であったことの一つの証左として、空港検査、ス

クリーニング検査ともに陽性率は低い水準。
 また、海外関係者の入院者はピーク時2名、合計6名※に止まった（宿泊療養施

設利用者も含め、概ね大会前試算の範囲内）。 [国際展示場前駅での対応]

[CLO News Letterのイメージ]

10.12 海外の大会関係者に関するコロナ対策遵守状況（まとめ）

※うち一名は別途の主訴で入院した患者についてコロナの陽性も判明したもの
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10.12 プレイブック等違反の事例

• IOC/IPC と協議の上、迅速に処分決定
厳重注意 アクレディ 一時停止 アクレディ 剥奪

オリンピック 32名 9名 15名

パラリンピック 29名 1名 3名

厳重注意
ー 大会関係者）入国後14日間の隔離期間における、軽微な外出違反
ー 大会関係者）ホテル内での集団飲食/飲酒
ー 選手等） 観客席でのマスク未着用、選手村内での騒動 等

アクレディの一時停止
ー 大会関係者）ホテル内での集団飲食/飲酒（複数回注意） 等

アクレディの剥奪
ー 選手等） 観光目的等の外出違反
ー 大会関係者）FOPへの無断侵入
ー 選手等） 暴行事件、大麻所持等による刑法犯罪

• プレイブックはV1、V2、V3とも全て公表しており、都民、国民
にもルールは周知。違反事例も公表し、理解に務めた。
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10.13 大会ボランティア・スタッフの対策

283



【主な取組】

１．新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの策定

全ての大会スタッフがコロナ対策を着実に実施するため、

プレイブックの内容を具体化・詳細化したマニュアルを策定

２．PCR検査の実施

選手や来日外国人との接触頻度に応じて、会場内でPCR検査を

実施。国内の感染状況を踏まえパラリンピック時には頻度を向上

３．ワクチンの接種

国及び東京都と連携して、全ての大会ボランティア・職員に

対し、接種機会を提供

①アクリル板越しにチェックイン

②ダイニングでの「黙食」の周知

【参考】会場内での取組例

【課題と対応】

当初はコロナ対策の内容が十分に浸透されず、フィールドキャストダイニング内でマスクなしで会話を

している状況が一部散見されたため「黙食」のポスターを掲示した。またPCR検査について、

役割・会場によって実施状況に差があったため、ボランティアへの一斉メールなどにより、

周知徹底を図り、状況が改善した。

10.13 大会ボランティア・スタッフの対策
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10.14 聖火リレー・沿道競技での対策
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【実行策】

✓ 「密集対策」が「安全なリレー実現」のための最重要事項であるという共通認識を前日に再確認する。

✓ 予め密集が懸念される場所の具体的対応策を議論し決めておく。

✓ 特に、聖火観覧客と駅利用客が入り混じる駅前広場や直近の沿道については、各種資機材を活用して

観覧エリアを明確にしておく。

✓ 映像と沿道の2つの方法で、密集の存在（＝リスク）を最適なタイミングで把握し、全体に共有。

✓ 把握した密集の存在（＝リスク）に対して、直ちに密集解消のための対応策を講じる。

また、解消したことまでを全体に共有する。

【ポイント】

✓ 前日の全体会議（自治体、県警、組織委員会）にて、「密集対策」の重要性と密集発生時の具体策について、
改めて議論し、重要性を再認識できた。

✓ その後も数度にわたり、実施本部にて、密集が懸念される場所の具体的対応策を議論

✓ 早期に、確実に、密集の有無を把握(特に密集が懸念される箇所は1時間位前から、その他は30分前に現場情報を吸
い上げ)

✓ 密集発見後の自治体（実行委員会）の速やかな対応

25.1 聖火リレーでのコロナ対策（密集対策）
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【会場としての主な取組】 重点ポイントを中心に下記の取組を実施

〇公共交通機関での告知

〇スタッフ等が観戦自粛・ディスタンス確保のサインボードを掲げ

巡回するとともに、呼びかけを実施

〇録音音声による呼びかけの実施

※呼びかけの内容

「観戦自粛をお願いします」「間隔を空けてください」など

⇒沿道観戦者は散見されたが、全体として著しい混雑は生じなかった

※自転車、トライアスロン等の路上競技についても

同様に沿道観戦自粛対策を実施

10.14 マラソン競技でのコロナ対策 再 掲
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パラリンピックマラソンの観戦自粛について

9月3日㈮ 11時30分～12時15分（予定） ＠メインプレスセンター

１．コロナ対策の状況について

・パラリンピック時のアスリート/大会関係者の検査結果

・東京都の陽性者推移

・大会期間中の滞在人口の変化／競技会場等の周辺における滞在人口の変化

２．パラリンピックマラソンにおける感染予防について

・デルタ株の感染リスク／感染予防について

３．パラリンピックマラソンにおける沿道対策について

- 事前のコミュニケーション

- 競技日当日の対策

◯観戦自粛の周知を行うため、プレス向けに記者ブリーフィング実施

メディアのみなさまも
観戦自粛の呼びかけに

ご協力をお願いいたします

10.14 パラリンピックマラソン観戦自粛啓発活動
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◆ 事前のコミュニケーション
コロナ感染の拡大を防ぐため、沿道ではなくご家族と一緒に、ご自宅で観戦いただきたいと
考えています

・アスリートやソメイティから様々な媒体を活用してお願いをしています

◆ 競技日当日の対策
それでもどうしても観戦に来てしまった方には、強く行動の規制をお願いいたします

・密回避の行動、大声の禁止 など
・警察とも連携して安全を確保

TOKYO 2020
ホームページ

デジタルサイネージ
都営地下鉄 / 東京メトロ・車内ビジョン等

⛔️マラソンの沿道観戦はご遠慮ください⛔️

#パラリンピック もまもなく閉幕
最終日となる9月5日(日)、東京都内ではマラソンが開催さ
れます。

競技の模様は、テレビ・インターネット中継にて。テレビでは
NHK総合にて放映予定です📺

#自宅観戦 で #おうちで応援
https://olympics.com/tokyo-
2020/ja/paralympics/notices/notice-
paralympics-road-races

ツイッター（イメージ）

TOKYO 2020
メールマガジン

10.14 パラリンピックマラソン観戦自粛啓発活動

新聞広告
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（１）沿道全体の対策
➀「コロナ対策巡回スタッフ」の配置

・コース沿線に、固定・巡回スタッフを約100名配置
・観戦自粛、密集回避を呼びかけ（プラカードを活用）

②運営要員による首かけパネル着用（約1,600枚準備）
・誘導スタッフ、警備員、コースサポーターなど

③ 録音済みのアナウンスの活用
「観戦自粛のお願いをしています」「立ち止まらずにお進み下さい」

（２）重点エリア対策の実施
～ 始終点、折り返し点等を重点エリアに設定

・ 札幌マラソンの経験を活かし、７地点に追加的措置を実施
① 東京都のシティキャスト等から観戦自粛と感染症対策の呼びかけを実施

・ランナー通過の２時間前から最終ランナーの通過後にかけて、
1,256名のシティキャストが手持ちサインも活用しながら、周辺の駅付近
で観戦自粛と感染症対策を呼びかけ

② 横断幕の掲示
・右記横断幕を作成、掲示

（３）密集発生情報の収集と対策
各種映像、SNS情報等を駆使し、密集発生状況に係る情報入手に努める
～ 映像監視システム（カメラ映像）、高度監視制御センター装置（SNS情報）など

予め準備したスタッフを機動的に活用し、密集回避に努める
（４）密集発生時の対応方針

コース対策巡回スタッフ等から、観戦自粛、密集回避を可能な限り呼びかけ
密集の度合いが高く、歩行上の通行路を確保しにくいといった一般通行に支障が
生じかねない状態になれば具体的な注意指導を実施
密集が解消されない場合はコロナ対策巡回スタッフがさらに強い注意を実施

10.14 パラリンピックマラソン観戦自粛啓発活動

◆ 競技日当日の対策
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10.15 IDCC・保健衛生拠点の活動
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(1)感染症対策センター (IDCC)
■稼働期間 7月1日～9月20日
■体制 大会期間中：シフト制により24時間稼働

それ以外：7~23時稼働
日中：18名程度、夜間12名程度

(2)東京2020大会保健衛生支援東京拠点
■稼働期間 7月1日～9月20日
■体制 医師1名、保健師3名、事務8名

トレーサー6～15名（時期による）

(3)発熱外来
■稼働期間 7月7日～9月8日（オンコール期間含む）
■体制 シフト制により24時間稼働

日中：医師2名、看護師6名
夜間：医師1名、看護師2名

○計画

○総括
➢ 3つの機能（感染症対策センター、保健衛生拠点、発熱外来）が有機的に連携することで、円滑な検査の実施

と陽性者の早期特定、速やかな事態対応を実現
➢ 発熱外来では、感染エリアと非感染エリアのゾーニングを徹底し院内感染の防止を図るとともに、施設内で検

体分析を行うことにより、検体採取から2～3時間での結果判明を実現
➢ IDCCでは、同室内で関係機関（IDCC、東京都、厚生労働省）が業務を行うことによりコミュニケーションが

円滑化され、情報共有や意思決定のスピード向上に寄与
➢ IDCCや選手村の濃厚接触者エリアでは、専門的な知見を有する関係機関の協力を得て、適切に事案に対処

10.15 IDCC・保健衛生拠点・発熱外来の体制

東京2020大会保健衛生支援東京拠点
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10.15 検査総数、陽性者の数、割合など

○実績
➢ スクリーニング検査実績

➢ アスリート等のその他の検査数（選手村）

○総括
➢ アスリート等/大会関係者にスクリーニング検査を実施し、1日あたり平均約14,000件（最大

36,225件）の検査を実施

➢ 陽性者の多くが無症候性病原体保有者であり、早期の陽性者隔離に寄与したため、有症者の検査
は想定数より少なく、発症前に陽性者を探知できていた可能性がある

スクリーニング検査件数 一次検査陽性件数(※) 陽性確定者数
スクリーニング検査件数に
占める陽性確定者の割合

総数 1,014,170 514 299 0.03%

区分 件数 陽性確定者数
検査件数に占める
陽性確定者の割合

有症状による発熱外来受診者数 48件 2 4.2%

濃厚接触者数 3,427件 11 0.32%

その他、必要な対象者(※) 22件 4 18.2%

総数 3,497件 17 -

※ 一次検査陽性件数には同一人物が複数回陽性判定となった場合を含む。

※帰国時検査で陽性となった際の確定検査や、ホストタウンから移動中に陽性疑いとなったため急遽実施した検査等
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（人）

○計画 ○実績 ※新型コロナのみ

○総括

日毎入院者数（海外大会関係者）

10.15 新型コロナ入院者数（海外）

➢ コロナ陽性者のうちで、
入院加療が必要な大会関
係者については、大会指
定病院や保健部局の指定
する医療機関などと調整
を行い、適切な医療機関
へ入院

➢ 療養施設との連携を図り、
地域の影響を最小限にと
どめるよう配意

※なお、国内関係者の入院者は37名であったが、これらについて感染と大会との関係は明確ではない。
いずれにしても日本国内で感染者数が増加している状況の中、全体として、地域への影響を最小限にと
どめられたと考えられる。
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➢ 海外大会関係者の入院者数は事前の想定よりも低く抑えることができた。
（ピーク：2名（都内2名）、総計：6名（都内5名））

※うち一名は別途の主訴で入院した患者についてコロナの陽性も判明したもの
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10.15 陽性者対応（宿泊療養施設の運営）

○計画 ○実績
■対象者

選手等のうち、軽症又は無症状の者

■運営期間
7月13日～9月17日

■運営
療養施設の運営は東京都の運用基準に準拠

➢ ゾーニングによる立入りエリアの厳格化

➢ 原則10日間の療養期間
➢ 医師又は看護師による健康確認の実施

➢ 看護師及び事務職による24時間体制

○総括
➢ IOC/IPCからオリンピック20名、パラリンピック6名（重複含む）の医療スタッフの応援

➢ 運営開始予定日より前に陽性者の受入れを開始することとなったが、食事やリネンの準備など緊
急購入により対応することで、適切に受け入れを実施

➢ パラリンピック期間は、介助が必要な陽性者の受入れについて、マンパワーの不足や必要な施
設・設備の不足が課題となったが、適切に対応（詳細は後述）。

➢ 実際の運営は7月9日～9月8日
➢ 入所者数は142名（オリ期89名、パラ期53名）
➢ 療養期間中の入院対応は1名のみ
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• 大会期間中、保健所より一定数のアスリート等が濃厚接触者に指定された。（濃厚接触者＝定期的検査で陰性の者）

• アスリート等の濃厚接触者に対し、国内ルールに整合した14日間完全隔離の厳しい対応とすることは、競技への出場

機会を奪うこととなる。一方、一切適用外とすることは、理解が得られないことから、国・東京都・IOC/IPCと協議

し、関係保健衛生当局とも連携して、感染拡大の防止とアスリートファーストを両立させるべく、一定の条件を満た

すことを前提として競技や練習の参加を可能とし、プレイブック等で周知した。

• 濃厚接触者の競技・練習への参加条件は以下とした。

〇毎日の検査（鼻咽頭PCR）および競技・練習参加6時間前の検査で陰性であること

〇個室で滞在・宿泊し、食事は自室で一人でとること

〇移動は個別車両での移動とすること

〇練習や試合を除き外出禁止、練習会場・試合会場における他者との物理的な距離を確保すること

• 上記の対象となった濃厚接触者は以下の通り。

【陽性事例からの濃厚接触者：374人】

オリンピック期間 （7/1～8/11） アスリート等：106人、関係者：116人

パラリンピック期間 （8/12～9/8） アスリート等：102人、関係者： 50人

【入国時の機内濃厚接触者 ：861人】

オリンピック期間 （7/1～8/11） アスリート等：413人、関係者：242人

パラリンピック期間 （8/12～9/8） アスリート等：167人、関係者： 39人

10.15 濃厚接触者対応
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輸送 競技参加

練習参加

宿泊

10.15 濃厚接触者対応

297

濃厚接触者の練習は、他の選手と別の時間に行うか、動線を厳格に分離した

移動時も通常のTAバス
とは別に個別車輌を確保

配車計画は極めて複雑

協力事業者の確保や、
アクセシビリティ

車輌の確保に苦労があった

会場でも他の選手とは原則別動線とされ常に組織委員会の担当職員が行動監督を
行った。また、競技や練習の参加前には毎日検査（原則鼻咽頭PCR）

宿泊時は個室を確保

村外宿泊でも極力従業員や
一般の方と接触を避けた。
（画像は鍵等の受け渡し）



10.15 アスリート等に対する再検査フロー

○計画 ○実績
➢スクリーニング検査における再検査

➢空港検査陽性例の発熱外来再検査

➢検査陽性後、既感染判明
オリンピック期 2例 / パラリンピック期 5例

○総括
➢アスリート等に対する再検査のほとんどが発熱外来で速やかに実施された。都外での再検査事例が

4例あったが、近隣医療機関や往診により対応（陰圧車で搬送、選手用療養施設で隔離対応）

➢入国前の感染歴があるために陽性反応が遷延する例が複数発生したが、自国の感染証明を取得した
上で、Ct値等により再感染でないことを確認し、感染性のない者として対応

一次陽性 再検査者数 陽性者数 陽性割合

都内滞在者 81 53 65.4%

都外滞在者 4 ４ 100%

合計 85 57 67.1%

再検査者数 陽性者数 陽性割合

空港検査 38 28 73.7%
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10.16 情報公開・情報共有
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大会公式Webサイト情報発信ページ

10.16 検査結果を期間中毎日公表し情報発信

検査結果、陽性者数の広報
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10.17 大会時の感染状況等と取組の結果

301



■ 競技会場周辺、道路・鉄道の混雑箇所等の人流は、交通需要マネジメントの推奨

やテレワークの呼びかけで減少

・交通需要マネジメントの重点取組地区では、平日の14時台で8～11%減、休日の14時台

で9%減

・大会期間中の鉄道利用者数は、大会前から1～2割程度減

■ ステイホーム観戦の呼びかけ等により、開閉会式等の時間帯の人流は減少傾向

・開閉会式等時間帯の主要繁華街等の人流は減少傾向

・同時間帯のテレビ視聴率や水道使用状況から、在宅で観戦されていた方が多かったと推

測

■ 実効再生産数は、大会前の7月22日をピークに下落傾向へ

10.17 間接的影響：大会の人流等への影響
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10.17 間接的影響：大会期間中の人流の推移（重点取組地区）（実績）

≪重点取組地区≫
①新宿 ②渋谷 ③品川 ④浜松町・田町 ⑤新橋・汐留 ⑥大手町・丸の内・有楽町 ⑦八重洲・日本橋 ⑧神田・秋葉原・御茶ノ水 ⑨九段下・飯田橋
⑩番町・麹町 ⑪青山・表参道 ⑫赤坂・六本木 ⑬霞ヶ関・虎ノ門 ⑭晴海・有明・台場・豊洲・大井ふ頭 ⑮池袋 ⑯大崎

※ 大会前(平日)：7/5～7/9 オリ大会中(平日)：7/26～7/30・8/2～6 パラ大会中(平日)：8/24～8/27、8/30～9/3
大会前(休日)：7/3･4、7/10･11 オリ大会中(休日)：7/23～25、7/31･8/1 、8/7･8 パラ大会中(休日)：8/28･29、9/4･5

【平日】
オリ大会：7時台 3％減
パラ大会：7時台 4％減

【休日】
オリ大会：7時台 1％減
パラ大会：7時台 2％減

【平日】
オリ大会：14時台 8％減
パラ大会：14時台 11％減

【休日】
オリ大会：14時台 9％減
パラ大会：14時台 9％減

㈱ドコモ・インサイトマーケティングの「モバイル空間統計®」データを利用し東京都で作成

（／人〔500mメッシュ当たり〕）

➢ 報道では開会式の日に国立競技場の周辺に多数の人が集まっていること等が取り上げられたが、マクロでみると、
競技会場等が集中し、道路・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、昼間の滞在人口が減少
（携帯電話の位置情報をもとに算出）
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10.17 間接的影響：大会期間中の鉄道利用者数の推移（実績）
➢ 大会期間中、コロナ禍前から3～4割程度減（平均約35％減）、大会前から1～2割程度減（平均約15％減）で推移

コロナ禍前（2020年2月）

76％
大会前平均（7/5～9）

（95％） （85％） （84％） （80％） （83％）

出典：国土交通省鉄道局データより集計

※首都圏の主なターミナル駅における平日ピーク時間帯の自動改札出場者
対象とした駅は
東京・新宿・渋谷・品川・池袋・高田馬場・大手町・北千住・押上・日暮里・町田・横浜

※なお、公共交通マネジメントの「輸送力の確保」については、大会に向けて
『東京2020大会期間中の鉄道運行（臨時列車の運行等）について』を
6月30日に公表したが、無観客となった東京圏等は、とりやめた。

緊急事態宣言①
4/7～5/25

緊急事態宣言②
1/8～3/21

緊急事態宣言③
4/25～6/20

緊急事態宣言④
7/12～
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日程・競技
※ 時間は視聴率の最も高い時間帯

視聴率
人流（大会前（７月）の直近同曜日同時間比）【視聴率24%以上】

新宿駅 渋谷駅 東京駅 歌舞伎町 銀座

7/23（金）20:00～

オリンピック開会式
56.4％

(NHK)

29.5％減
（13.5％減）

37.5％減
（16.4％減）

63.0％減
（5.3％減）

16.5％減
（19.2％減）

54.1％減
（27.3％減）

7/24（土）19:00～

柔道男子60キロ級決勝等

24.2％

(ＮＨＫ)
17.5％減 14.7％減 4.7％減 3.5％減 24.5％減

7/26（月）22:00～

卓球 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ決勝等
24.6％

(フジ)
2.3％減 11.5％減 4.3％増 8.3％増 0.9％減

7/31（土）20:00～

ｻｯｶｰ男子準々決勝 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ戦

26.9％

(ＮＨＫ)
11.2％減 9.0％減 6.1％減 5.2％増 10.2％減

8/3（火）20:00～

ｻｯｶｰ男子準決勝 ｽﾍﾟｲﾝ戦

30.8％

(日テレ)
9.4％減 7.7％減 10.9％減 15.2％増 16.2％減

8/4（水）21:00～

野球準決勝 韓国戦

26.2％

(ＮＨＫ)
4.3％減 0.8％増 7.8％減 6.9％増 5.4％減

8/5（木）20:00～

卓球女子団体決勝 中国戦

26.3％

(ＮＨＫ)
7.7％減 10.8％減 17.9％減 3.3％減 7.8％減

8/7（土）21:00～

野球決勝 アメリカ戦

37.0％

(ＮＨＫ)
26.1％減 12.3％減 10.1％減 15.5％減 13.7％減

8/8（日）8:00～

男子マラソン

31.4％

(ＮＨＫ)
27.5％減 18.7％減 6.7％増 14.0％減 24.6％減

8/8（日） 20:00～

オリンピック閉会式

46.7％

(NHK)
19.7％減 0.9％減 12.2％減 7.3％増 18.1％減

（参考）8/24（火） 20:00～

パラリンピック開会式
23.8％

(NHK)
12.8％減 9.3％減 16.6％減 22.9％増 19.2％減

（参考）9/5（日） 20:00～
パラリンピック閉会式

20.6％

(NHK)
18.0％減 2.1％減 11.1％減 9.5％減 15.1％減

※（ ）は7/17（土）比

10.17 間接的影響：開閉会式・各種競技時間帯の人流（実績）

(株)Agoop「人口推移分析ツールPapilio」のデータを加工して東京都で作成305



日付 主な放送競技種目

7月21日
（水）

14.1％【サッカー女子1R<日本対カナダ>（TBS 19:00-21:30）】

7月22日
（木）

前半23.8％、後半25.1％【サッカー男子1R<日本対南アフリカ>（NHK総合 20:00-20:49、20:54-22:00）】

7月23日
（金）

56.4％【開会式（NHK総合 19:56-24:00）】

7月24日
（土）

13.5％【競泳予選男子100m平泳ぎ・女子4×100ｍリレー（テレビ朝日 19:00-21:30）】、24.2％【柔道女子48kg級<髙藤直寿「金」>（NHK総合 19:18-19:49）】

7月25日
（日）

21.6％【柔道女子52kg級<阿部詩「金」>、男子66kg級<阿部一二三「金」>(テレビ朝日 17:00-20:06)】、18.7％【サッカー男子1R<日本対メキシコ>(テレビ朝日 19:56-22:00)】

7月26日
（月）

17.1％【柔道決勝男子73kg級<大野将平「金」>（NHK総合 19:30-20:28）】、18.3％【卓球決勝混合ダブルス<水原準／伊藤美誠「金」>（フジテレビ 20:00-21:00）】、
19.9％【体操決勝・男子団体（NHK総合 20:28-21:00）】

7月27日
（火）

23.0％【卓球4回戦・女子シングルス3回戦・男子シングルス（テレビ朝日 19:00-23:20）】

7月28日
（水）

13.0％【体操決勝・男子個人総合<橋本大輝「金」>（TBS 19:00-21:10）】、9.6％【バレーボール日本予選ラウンド<日本対イタリア>（NHK総合 19:58-21:10）】、
18.5％【サッカー男子1R<日本対フランス>（フジテレビ 20:00-22:35）】

7月29日
（木）

12,6％【体操決勝・女子個人総合<村上茉愛「5位」>（NHK総合 19:46-21:00）】、
11.5％【卓球3位決定戦・女子シングルス、柔道3回戦～決勝男子100kg級<ウルフアロン「金」>（テレビ東京 19:50-21:20）】

7月30日
（金）

11.0％【バドミントン3位決定戦・混合ダブルス<渡辺勇大／東野有紗「銅」>（TBS 19:50-22:00）】、12.4％【サッカー女子準々決勝<日本対スウェーデン>（NHK総合 20:30-21:00）】

7月31日
（土）

26.9％【サッカー男子準々決勝<日本対ニュージーランド>（NHK総合 19:30-20:39）】、10.2％【バレーボール女子予選ラウンド<日本対韓国>（TBS 19:50-21:25）】

8月1日（日） 12.6％【男子走り幅跳び決勝・女子100ｍハードル（NHKEテレ 19:30-20:55）】、11.9％【卓球女子団体1回戦<日本対ハンガリー>（NHKEテレ 20:00-20:56）】

8月2日（月） 19.9％【野球第2ラウンド<日本対アメリカ>（TBS 18:30-23:10）】

8月3日（火） 21.1％【男子体操決勝（NHK総合 19:30-20:05）】、30.8％【サッカー男子準決勝<日本対スペイン>（日本テレビ19:40-22:45 ）】

8月4日（水） 前半24.1％、後半21.5％、26.2％【野球準決勝 <日本対韓国>（NHK総合 19:33-20:06、20:08-21:00、21:20-21:33）】

8月5日（木） 26.3％【卓球女子団体決勝<日本対中国>（NHK総合 19:33-21:00）】

8月6日（金）
13.2％【サッカー男子３位決定戦<日本対メキシコ>（NHKEテレ 18:00-20:10）】、10.8％【バスケットボール女子準決勝<日本対フランス>（NHK総合 19:46-21:00）】、

19.0％【陸上競技男子4×100リレー他（テレビ朝日 19:50-23:00）】

8月7日（土） 前半30.4％、後半37.0％【野球決勝 <日本対アメリカ>（NHK総合19:30-20:30、20:30-22:05）】

8月8日（日） 前半46.7％、後半39.8％【閉会式（NHK総合 19:58-20:49、21:23-22:00）】

⚫ 19:30～20:30の時間帯に放送していたオリンピック競技が放送された主な番組視聴率のみを掲げた。
⚫ なお、視聴率とは調査対象世帯（上記で言えば関東地区）全体のテレビ所有世帯のうち、特定のテレビ番組を何パーセントが視聴していたかを示すもの。
（対象の時刻にテレビの電源が入っていた世帯に対する割合ではない。）

10.17 大会期間中におけるオリンピック競技の平均視聴率【関東地区】
一覧

※公開されているデータを基に組織委員会が作成。
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東京2020大会直前の標準的な日の配水量（区部） 当日の配水量（区部）

19:56
放送開始

23:51
放送終了選手団入場

22:32
日本選手団

入場 23:24
ピクトグラム

23:45
大坂なおみ選手

聖火点火

20:13
日本国旗入場

20:19
MISIA

国歌独唱

(千m3/h)

10.17 間接的影響：大会時の上水道の配水量の推移（実績）
➢ 上水道使用量の約7割は家庭で使用されており、開会式などでの配水量の推移から在宅

での視聴状況を推測

7/23（金・祝）オリンピック開会式

※東京都水道局ホームぺージより
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東京2020大会直前の標準的な日の配水量（区部） 当日の配水量（区部）

前 半 後 半
延

長

前

半

延

長

後

半

ハ

ー

フ

タ

イ

ム

19:40
放送開始

23:00
放送終了

(千m3/h)

8/3（火）サッカー男子準決勝 スペイン戦

10.17 間接的影響：大会時の上水道の配水量の推移（実績）

※東京都水道局ホームぺージより
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東京2020大会直前の標準的な日の配水量（区部） 当日の配水量（区部）

19:58
放送開始

22:53
放送終了選手団入

場

22:25
布袋寅泰さん

登場

21:44
飛行機に扮した
少女の物語演舞

(千m3/h)

10.17 間接的影響：大会時の上水道の配水量の推移（実績）
8/24（火）パラリンピック開会式

➢ 多くの方が在宅で視聴していたことが配水量の変化に表れたと推測される。

※東京都水道局ホームぺージより309



実効再生産数の推移 （厚生労働省アドバイザリーボード（11月17日会議資料）より）※10月31日時点の数値

10.17 実効再生産数の推移（実績）

東京の実効再生産数は7月22日をピークに下落傾向へ

実効再生産数のピークは
７月22日

オリンピック
7/23～8/8

パラリンピック
8/24～9/5

東京2020大会

実
効
再
生
産
数

推定感染日

東京都

パラリンピック閉会式
9月5日

1.40

0.64
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11．医療サービス



11.1 会場医療

○計画 ○実績

○総括
➢ COVID-19感染拡大が続く厳しい状況下で、多くの医療機関、医療従事者の方々の多大な

るお力添えをいただき、すべての会場で医療サービス提供を実現することができた。

➢ その一方で、コロナ禍での初の大規模国際イベントにおいて、スクリーニング検査や陽性
者の搬送・療養等について計画時に想定していない課題が生じ、その対応に追われた。

■医療体制

■医療提供対象
➢ 選手用医療：選手及びNOC/NPC・IF
➢ 観客用医療：オリンピックファミリー／パラリンピックファミリー

メディア・マーケティングパートナー・大会スタッフ

■オリンピック
➢ 医務室受診件数

選手用 628件
観客用 471件

➢ 病院救急搬送 71件
入院 18件

■パラリンピック
➢ 医務室受診件数

選手用 193件
観客用 210件

➢ 病院救急搬送 28件
入院 12件

312



○計画 ○実績

○総括

■総合診療所（ポリクリニック）
➢ 開設期間：7月13日～8月11日、8月17日～ 9月8日

➢ 設置部門：救急科、整形外科、内科、眼科、皮膚科、精神科、女性
アスリート科、歯科、発熱外来、（パラリンピック時：泌尿器科）、
理学療法部門、検査部門、放射線部門、薬剤部門

➢ 診療時間：16時間(7:00～23:00) ※救急(サービス)･発熱外来は24時間

➢ 対 象 ：選手村内に居住する選手、役員等

■ビレッジプラザ医務室
➢ 開設期間：7月7日～8月11日、8月15日～9月8日
➢ 診療時間：12時間（9:00～21:00）
➢ 対 象 ：選手村内で活動するスタッフ 等
※この他に分村/分宿においても医務室を設置

11.2 選手村医療（総合診療所、ビレッジプラザ）

■ポリクリニック
➢ オリンピック 8,530件
➢ パラリンピック 5,242件

■ビレッジプラザ
➢ オリンピック 53件
➢ パラリンピック 26件

➢ 新型コロナウイルスを含む感染症対策として「発熱外来」を設置するとともに、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、受診を希望するアスリート等に
対して必要な医療の提供を行った。また診療録としてEMR（電子カルテシステム）を安定稼働させ、各
科の診療内容を一元的に記録した。

➢ コロナ対策の一環として、スマートフォンからも予約可能な予約システムを導入し、患者数を適正にコ
ントロールするとともに、ポリクリニック入口で検温と問診票によるトリアージを実施（オリンピッ
ク・パラリンピック計20,832件）し、感染症疑い患者の発熱外来早期受診と院内感染防御を図った。

➢ 緊急事案の際は現場対応/応急処置を実施するとともに、必要に応じて転院搬送（オリンピック・パラリ
ンピック計46件）を行い適切な医療につなげた。心肺停止の患者が2名発生したが、適切な処置により
大事には至らなかった。
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 多様な来所者を想定した、バリアフリー対応等

○アクセシビリティ・ガイドラインに準拠した施設整備
・通路、ドア幅、出入り口等の高さ、幅への配慮
・段差のない床、診療室入口にスライドドアを設置
・多機能トイレの設置

○パラアスリートへの配慮
・壁（面、角）や床と壁との境などに黒色のテープを貼付、

白黒を反転させた表示の掲出（視覚障がいに対する配慮）
・理学療法部門 水治療室への患者移乗用リフトの設置 等

 スポーツ医療に対応した医療機器の導入

○理学療法部門

・短時間での痛みの軽減、創傷治癒、筋緊張の抑制等を図り、コンデ
ィショニング効果を高めるため、各種物理療法※機器を導入。

・過去大会での導入実績のあるメーカーの最新機材を整備。本機材を
用いた治療は、選手から非常に好評を得、口コミで新たに理学療
法受診を希望する選手も多く見られた。

・水質及び水温を管理したアイスバスも人気が高く、利用頻度が非常
に高かった。

※物理療法：機器を用い、患部に高周波や赤外線レーザー、超音波による刺激を当てる
ことにより治療を行う理学療法の手法の1つ

11.3 選手村医療（総合診療所における対応）
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○放射線部門

・MRI診断装置2台、X線撮影装置1台を設置し、整形外科と連携し、

撮影、読影、診断を実施。

○歯科
・大柄の外国人選手にも対応可能な歯科チェアのほか、より短時間で、歯冠修
復を終えるため、口腔内スキャナーとCAD/CAMシステム※を導入、2時間以内
にセラミッククラウン等を作製し、選手への提供を可能とした。本治療システムの使
用は、オリンピック・パラリンピック競技大会史上初の試みだったが、非常に好評で
あった。
※CAD/CAMシステム：コンピュータ制御でセラミック等の歯の修復物を設計・製作まで行うシステム

・スポーツ選手のニーズに対応した硬質のマウスガードが作成できる機器を導入。
マウスガードは、48時間以内に提供することを原則とし、常駐した歯科技工士に
より、1日に20個以上作成した日もあった。

 緊急時の選手サポート

・棒高跳びの選手が練習中、バーが顔面に落下、前歯を折る怪我を負った際は、
22時頃の一報を受け、チーフ歯科医師、口腔外科、歯内治療の専門医、歯
科衛生士がポリクリニックの診療時間終了後も治療のための器材を準備して待
機。23時30分過ぎに選手が到着した後は、X線検査、抜歯、根管治療、脱
臼歯の整復固定を各専門医が同時進行で行い、翌日の競技復帰を可能とし
た。

11.3 選手村医療（総合診療所における対応）
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11.4 大会指定病院について（概要）

○計画 ○実績 ※新型コロナを除く

○総括

ＡＤ
有無

大会関係者
（ステークホルダー）

会場医務
室

（組織委
運営）

搬送先医療機関
（指定病院数）

都内 都外

有

選手及び選手団役員 選手用
医務室

大会指定病院
（2）

大会指定病院
（20）

国際競技連盟

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
ﾌｧﾐﾘｰ

観客用
医務室

大会指定病院
（2）

メディア
大会指定病院

（5）
マーケティングパートナー

大会スタッフ

無 観客 近隣の救急医療機関

➢ 計画通り、大会指定病院と
覚書を締結し、大会関係者
の受傷・急病時の医療体制
を整備

➢ 大会指定病院受診者数
計219名（実人数）

※入院を含む

➢ 大会関係者の来日数が減ったことにより、会場医務室から救急搬送されるケースは少なかった。
一方で、大会指定病院以外の医療機関（選手村総合診療所を除く）にも25名が受診した。

➢ 大会関係者の受傷・急病時の医療体制を整えるために、以
下のとおり大会指定病院を指定する。

【内訳】
・アスリート

90名（うち外国人82名）
・その他

129名（うち外国人96名）

316



日毎受診者数/入院者数(新規)

○計画 ○実績 ※新型コロナを除く

○総括

➢ 会場医務室の治療範囲を超える

医療を提供するために、大会指

定病院を指定した（前頁参照）。

➢ 医務室以外からの受診について

も、医療機関の対応いただける

範囲での診療を依頼した。

➢ 受診者数 計244名（実人数）

※入院を含む

➢ 医療機関に過剰な負担をかけないよう、当初予定していたステークホルダー区分に限定しない
柔軟な受診について依頼し、分散化を図った。

➢ MED-FCCに医師・救急救命士によって構成した「医療調整本部」を設置。患者の受診調整を
行い、円滑な診療につなげた。

11.5 受診者数/入院者数

【内訳】
・アスリート

100名（うち外国人 92名）
・その他

144名（うち外国人 104名）
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合計/入院 35 合計/受診 209
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11.6 医療スタッフについて（概要）

○計画 ○実績
■医務体制と医療スタッフ

➢ 各会場（競技会場・非競技会場）、選手村（本村・分村）

に診療所を開設し、医務体制を構築

➢ 診療所登録は53か所、医務室数は140室

（医務室数にはポリクリニックを含む）

➢ 当初、大会期間を通じて必要な医療スタッフ数は、1人5日

間程度の参画を前提として約1万人と推計

➢ その後、地域医療におけるコロナ対応の状況に鑑み必要数

の精査を行い、3割程度の削減を実施

■主な依頼先

国内競技団体、大会協力病院（大学病院・救急医療

機関等）、職能団体（医師会、歯科医師会、薬剤師

会、看護協会、理学療法士協会）等

○総括 ➢ 医療資源がひっ迫する地域医療への支障を生じさせない対応が必要。具体的には、

・医療体制の見直し（医師・看護師は１日当たりのピーク時で約700人→約540人に）

・医師はスポーツドクターや整形外科医を中心、看護師は潜在看護師を中心にご協力

・IOC、IPCからも医療スタッフの支援（療養施設） という対応を取った。

➢ 各団体から医療スタッフを派遣していただき、大会関係者等に対する救護体制を確保した。

➢ 一方で、無観客の決定により、体制やシフト等について直前の変更を依頼することとなった。

➢ また、大会開催中にも新たな着任があり、スタッフ管理に困難が生じた。

オリンピック パラリンピック

医師 1,468 749

歯科医師 126 53

薬剤師 36 21

看護師 1,247 591

理学療法士 731 333

臨床検査技師
放射線技師
視能訓練士

歯科衛生士/技工士
救急救命士

等

841 346

4,449 2,093

（単位：人）
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11.7 海外医師関連業務について（概要）

○計画 ○実績

○総括

➢ 大会期間中における海外医師の活動を支援す
るため、各チーム・団体で医療行為を行う海
外医師を組織委に登録（①）

➢ 国内薬事法令に基づき、海外医師による輸入
申請手続きを支援（②）

➢ オリパラ特措法の改正により、TUEを取得し
たアスリートによる個人の治療目的としての
覚醒剤医薬品（アデラール）の輸出入が可能
となり、関係省庁やチームドクターと連携し、
国内における適正な服用を管理（③）

➢ 医師登録業務は延期に伴う影響は少なかったものの、医薬品等の輸入については、申請件数が
増大する中で、申請側と当局との間の取り次ぎ業務が非常に困難であった。

➢ アデラールの輸出入については、当該アスリートのチームドクターを管理責任者としたことか
ら、その申請から滞在時の管理まで、比較的円滑に処理を行った。

①医師登録
登録申請

チーム/団体数 申請（人） 登録（人）

NOC 136 1,148 984

NPC 117 346 289

IF/IOC 26 67 63

②医薬品等
の輸入

輸入申請

チーム/団体数 申請件数 許可件数

NOC 90 739 534

NPC 47 251 193

IF/放送業者 10 25 22

③アデラールの輸
出入

輸出入申請

チーム数 申請（人） 許可（人）

NOC 3 4 4

NPC 2 3 3
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11.8 選手団へのコンドームの提供について

〇コンドーム提供の趣旨

• コンドームの配布は、HIV/AIDSがアスリートをはじめ若者の未来を奪う病気であり、差別や貧困も
生んでいることから、IOCにより、その撲滅のための啓発活動の一環として、1988年ソウル大会か
ら継続して行われている。

• IOCの医療ガイドなどにより、アスリートに対する健康教育プログラムとしても位置付けられ、
2004年からは国連組織とも連携した取組になっている。

• オリンピック、パラリンピックの場を通じて、選手等に性感染症予防の重要性や感染症対策として
のコンドームについて、目を向け理解してもらうとともに、啓発に協力いただくことを目的として
提供

〇コロナ禍を踏まえた東京大会ならではの配布方法
＊啓発リーフレット

＊選手団に渡す箱の表面
に提供趣旨を貼付（啓発
リーフレットも在中）

＊啓発キット（啓発リー
フレット+コンドーム）

＊ドクターミーティングの様子

・視覚に障がいのある選手のための音声読上コード

・提供の趣旨を説明

↓日本語 ↓英語• 母国に持ち帰って啓発にご協力いただくよう、各選手団に対
して帰国時に配布

• 啓発メッセージに加えて、啓発リーフレットを制作し併せて
提供

• 提供趣旨が選手等により確実に伝わるよう、各NOC、NPCの
ドクターが集まるミーティングにおいて、啓発キットを配布
し、組織委員会から提供趣旨をスライドにて説明（7/22 NOC
ドクターミーティング、8/21 NPCドクターミーティング ）

• この他、大会HPにも、HIV/AIDS及び性感染症予防啓発をオ
リ・パラで行う経緯・意義の説明ページをアップ
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11.9 大会中に生じた課題と対応（1/3）

○発生した課題
• 想定より早く入村した選手団が多かったことに加え、大会参加者確定リストの

入手が困難であったため、検査キットの不足・過剰配布が発生

• 当初計画ではCLOによる検査キット発注および配布を想定していたが、CLOの
来日が遅れたり、CLOが地方会場等での配布等が困難な状況が発生

○対応
• 選手等の検査キット不足分をメールで発注できる仕組みを

構築し、運営時間を延長し検査センターで随時配布

• 配布数の抑制と余剰キット回収により在庫不足に対応

• 3日間隔離でホテルから外出できないステークホルダーに
対するオーナーFAによる検査キットの配布回収

• 各会場回収場所の早期開設および新設（UAC、要人ホテル、
練習会場 等）に加え、CLOによる配布以外にも回収場所で
の配布も開始

▲検査センター

▲競技会場回収場所

321



11.9 大会中に生じた課題と対応（2/3）

○発生した課題

• パラリンピック時に陽性者が発生した
場合、円滑な対応のため、対象者の障
がいの程度等の見極めが必要となった。

• MED搬送車は車いす非対応のため、車
いすから移乗できないアスリート等の
搬送手段の確保が必要となった。

○対応

• 空港への搬送車出動の際、必ず看護師を同乗させることで、空
港から発熱外来への動きの中で、陽性者の障がいの程度や介助の
必要性の評価を実施した。

• 組織委員会所有のアクセシブル車両の数が限られることから、
福祉車両を有し陽性者搬送にも対応可能な交通事業者を確保し、
案件発生毎に搬送を依頼し対応した。

MED搬送車（陰圧仕様）

福祉車両（イメージ）
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11.9 大会中に生じた課題と対応（3/3）

○発生した課題

• パラリンピック期間中、宿泊療養施設においては、入所者が必要とする介助の内容に応
じて、個別・具体的に対応する必要が生じた。

○対応

【人員】
➢IDCC内の看護師の再配置により増強。

【施設・設備】
➢設備の追加手配

・シャワーチェア、マットレス、スロープ（①）
➢現場スタッフの創意工夫による環境改善

・発泡スチロールでトイレまでの階段を作成（②）
・小型車いすが入れるように、ユニットバスの扉を

外し、シャワーカーテンを設置（③）

①

② ③
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11.10 東京2020大会医療データの研究利用について

• 研究機関は組織委員会に対しデータの申請書（研究計画書の概要を含む）及び誓約書を提出
• 組織委員会は依頼のあったデータ供与の可否を検討
• 組織委員会は匿名化データを研究機関に提供
• データ保護・管理は誓約書によって安全性を担保

※研究機関とは東京大会に関わった医師等が所属する医療施設（大学附属病院）や国立感染症研究所等を想定

組織委員会 研究機関※

①データ利用の相談、データの確定
②データ利用の申請書・誓約書

③データ供与の可否を検討
④データの匿名化処理

⑤データ提供

誓約書によって
データ保護を約束医学データ

⑥利用後、データ破棄
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12．アンチ・ドーピング



12.1 ドーピング検査

○検査実績

■実施検査数

【オリンピック*1】

合計6,200検体(OCT2,145検体 ICT4,055検体)
【パラリンピック*2】

合計1,500検査(OCT 600検査 ICT 900検査)

○総括
➢ 検体採取に関して、選手の入村がプレイブック上競技日5日前からとなり、OCT*3が相対的に減

ったが、ICT*4の増加により対応し、オリンピック6,200検体・パラリンピック1,500検査に到達。
➢ 大会専用ラボにおける検体分析業務は、24時間体制下で適正に遂行され、検体の到着後概ね24 時

間以内にITA/IPC に結果が報告された。
➢ 現時点でオリンピックでのアンチ・ドーピング規則違反は6件。（パラリンピックは未公表）

■対象者 すべての参加選手

■運営期間

【オリンピック】
7月13日（開村日）～8月8日（閉会式）

【パラリンピック】

8月17日（開村日）～9月5日（閉会式）

*1メディア公表数値（https://ita.sport/event/olympic-games-tokyo-2020/）
ITAは検体数による公表のため、検体数にて表記。
1検査(1対象者)から複数検体(血液検体含)採取することがある。（ 検体数 ＞ 検査数 ）

*2IPCが未公表のため速報値
*3 OCT:Out-of-Competition Testing（競技会外検査）
*4 ICT :In-Competition Testing（競技会検査）
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12.2 検査体制の整備
■ITAの設立
➢ ドーピング検査の独立性担保のため、オリン

ピックでは、IOCに代わり独立した立場で検査を
管轄するInternational Testing Agency(ITA)が
2018年1月に新設され、東京2020大会から本格
的に稼働した。

■ITA/IPCとの連携
➢ アンチ・ドーピングプログラムを計画・管理す

るITA /IPC の指示及び監督の下、検体採取計画
を具体的に遂行するべく、大会準備段階から大
会期間中に渡り密な連絡・報告・相談を行った。

■ドーピング検査員の確保
➢ 国内・海外の検査員確保人数は、コロナ禍の影

響で減少したが、一人当たりの勤務時間・勤務
日数を増やすことで、最終的に、ITA/IPCが予定
するドーピング検査数に対応可能な人数を確保
できた。

■検査実施場所
➢ 検査計画を遂行するため、競技会場や選手村だけでなく、分村・選手宿泊施設・練習会場でも検体採

取ができる場所の確保及び検体搬送体制を整備した。

■ペーパーレスシステムの導入
➢ オリンピック・パラリンピックで初めて、検査に係る情報入力等を電子化する、ペーパーレスシステ

ムを導入し、ドーピング検査を実施した。

■大会におけるドーピング・コントロール体制図
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12.3 ドーピング分析

■所在地等
➢ 板橋区内の約5千㎡の建物を改修し、WADA認定の大会ドーピング分析施設(大会専用ラボ)を整備。

■大会専用ラボの主な役割
➢ 大会の円滑な運営、クリーンな競技者保護、競技の信頼性確保等に資するよう、大会中に採取し

たドーピング検体の正確、迅速な分析業務が遂行され、ITA/IPCへの適正な結果報告が行われた。

■運営原則（運営主体、稼働方針）
➢ 既存のWADA認定分析施設を運営する（株）LSIメディエンスへ大会専用ラボの運営業務を委託。
➢ １日最大約400検体の分析の実施に必要な分析機器、スタッフにより24時間体制で稼働した。
➢ スタッフに関して、大会の１年延期、コロナ禍の影響を受けたものの、LSIM社員、海外ラボス

タッフ、臨床検査技師養成課程を有する大学の学生等により必要人数を確保できた。
➢ 適正なドーピング分析を実施するため、警備員の配置、フェンス、セキュリティカメラ、生体認

証システムの設置等のセキュリティ対策を実施した。

1階 分析室

検体受付・保管、前処理

報告作業、共有スペース

分析室

2階

3階

4階

○概要
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➢ 東京2020組織委員会と公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（JADA）と
東南アジア地域アンチ・ドーピング機構（SEA RADO）の3者で覚書を締結

（2017年12月5日）、アンチ・ドーピング／クリーンスポーツに係る
教育活動の展開・導入や人材育成における相互協力を約束。

➢ 覚書に基づき、各種イベントでのアンチ・ドーピング
活動を通して、大会へ出場するアスリート、スタッフ、
観客等の様々な方へ「スポーツの価値」を考えていた
だく機会を提供した。

12.4 アウトリーチ活動及びインテリジェンス活動

○アウトリーチ活動

➢ 東京2020大会では、アンチ・ドーピング分野における情報及び専門的知識の交換を円滑に実施で
きるよう、覚書を締結の上、国内外の関係機関と連携・協力し、ドーピングに係る情報収集に
よってアンチ・ドーピング規程違反を特定する取組であるインテリジェンス活動を充実させた。

➢ 【当事者】ITA/IPC、スポーツ庁､日本スポーツ振興センター､JADA、東京2020大会組織委員会

➢ 【覚書の締結】オリンピック：2021年5月25日、 パラリンピック：2021年7月30日

➢ 【その他協力機関】文部科学省、財務省、税関

➢ 【関係法令】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(2018年10月1日施行)

○インテリジェンス活動
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13．暑さ対策



 競技運営面の見直し
① 競技開始時間の変更
・テニス ：午前11/12時 ⇒午後3時開始に変更
・マラソン（女子）：午前7時 ⇒午前6時開始に変更 等

② 休憩時間の設定（テニス）
③ 競技運営方法の変更（ゴルフ）

 アスリート、大会関係者の暑さ対策
① アスリート、審判などへの対応（アイスバス、クールベスト 等）
② 大会関係者への対応（シフト、水分や塩分の摂取）

 熱中症に対応した情報発信の強化、医療体制の構築
① 暑さ指数（WBGT)等の情報発信
② 競技会場の医療体制の構築

医療用アイスバスを12競技18種目で準備。熱射病の選手2名に迅速な
応急処置を実施して回復。

⇒ オリンピック期間中に214名、パラリンピック期間中に66名の熱中症
患者（うち熱射病２名）

［アイスバス］

［クールベスト］

［WBGT表示盤］

 IOCとWHOが推進する「たばこのないオリンピック」実現のため、
競技会場敷地内（屋内・屋外）を完全禁煙。

暑さ対策

受動喫煙対策

13.1 暑さ対策等
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13.2 大会期の暑さの状況

・平年より気温が若干高い日が多かったものの、期間中の最高気温は34.8℃と猛暑日
（最高気温35℃以上）は観測されず、際立った高温の日は無かった。その中、湿度が
高い日が多く、WBGT危険レベル（31℃以上）が9日あった。

※（参考）過去4年の最高気温と猛暑日日数：2017年 33.9℃,0日、2018年 39.0℃,6日、2019年 35.6℃,5日、2020年 35.4℃,1日

オリンピック期間（7月21日～8月8日の19日間、於：東京）

・8月中は高温となった一方、9月に入ると低温となり、気温の変動が顕著だった。
・期間中の最高気温は35.7℃で猛暑日が1日、WBGT危険レベルが5日あった。
※（参考）過去4年の最高気温と猛暑日日数：2017年 34.9℃,0日、2018年 36.0℃,4日、2019年 34.6℃,0日、2020年 35.1℃,2日

パラリンピック期間（8月24日～9月5日の13日間、於：東京）

※ 平年の気温：1991年～2020年の30年間の観測結果を平均したもの
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（参考）大会期の暑さの状況

AlibabaグループとのHeat Stroke Measure Projectでの測定値

パラリンピック時の各会場の最高WBGT値 ８月26日

オリンピック期間時の各会場の最高WBGT値 8月6日
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13.3 大会期の暑さ関連情報・対応

〇オリンピック期間（7月21日～8月8日）
熱中症214名（うち救急搬送8名、入院0名）
（内訳）選手117名（救急搬送6名うち熱射病2名）、その他97名（搬送2名）

〇パラリンピック期間（8月25日～9月5日）
熱中症66名（うち救急搬送3名、入院0名）
（内訳）選手36名（救急搬送2名）、その他30名（搬送1名）

→一定の熱中症患者は発生したが、対策実施により、重症者は少なく抑えられた。

大会期間中に発生した熱中症患者数

大会期間中は、必要に応じて、暑さ対策を臨機応変に実施。

（例）
・ロードゾーンに日射遮蔽備品を追加。
・飲料冷却用の氷を追加発注。

臨機応変な暑さ対策の実施
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13.4 東京2020大会における暑さ対策

335

選手・競技役員 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。）

大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含むｽﾀｯﾌ

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

・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

・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

飲料供給 ・飲料提供 ・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

・飲料提供
・飲料販売
・給水機
・東京2020エコ水筒

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

・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

・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

救護運営 ・選手用医務室
・救急車配備
・医療用アイスバス

・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

・医務室
・救急車配備

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

・大会公式Webサイト
・Tokyo 2020 COOLING ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
・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

・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



13.5 会場別実施状況

336

会場名 WBGT表示盤 WBGTモニタリング 塩飴 座面シート 丸型穴あきチラシ

オリンピックスタジアム ● ● ●

東京体育館 ●

国立代々木競技場 ●

日本武道館 ●

東京国際フォーラム ●

国技館 ●

馬事公苑 ● ● ●

武蔵野の森総合スポーツプラザ ●

東京スタジアム ● ● ● ●

武蔵野の森公園 ● ● ●

有明アリーナ ●

有明体操競技場 ●

有明アーバンスポーツパーク ● ● ● ●

有明テニスの森 ● ● ● ●

お台場海浜公園 ● ● ● ●

潮風公園 ● ● ● ●

青海アーバンスポーツパーク ● ● ● ●

大井ホッケー競技場 ● ● ● ●

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 ● ● ●



13.5 会場別実施状況
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会場名 WBGT表示盤 WBGTモニタリング 塩飴 座面シート 丸型穴あきチラシ

夢の島アーチェリー場 ● ● ● ●

東京アクアティクスセンター ●

東京辰巳国際水泳場 ●

札幌大通公園 ●

幕張メッセA～Cホール ● ●

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ ● ● ● ●

さいたまスーパーアリーナ ●

陸上自衛隊朝霞訓練場 ● ● ● ● ●

霞ヶ関カンツリー俱楽部 ● ● ● ● ●

江の島ヨットハーバー ● ● ● ●

伊豆ベロドローム ● ●

伊豆MTBコース ● ● ● ●

富士スピードウェイ ● ● ● ● ●

福島あづま球場 ● ● ● ●

横浜スタジアム ● ● ● ●

札幌ドーム ●

宮城スタジアム ● ● ● ●

茨城カシマスタジアム ● ● ● ●

埼玉スタジアム２００２ ● ● ● ●

横浜国際総合競技場 ● ● ● ●

選手村 ●



13.6 取組内容（選手・競技役員向け）

（１）施設設備・予防運営における対策

• 十分な飲料/氷の提供

• アスリートラウンジ、更衣室等の空調管理

• ポータブルクーラー

• ファン/ミストファン

• アイスバス など

オリンピック・パラリンピック競技の各IFからのアドバイス、テストイベン

トでの経験等を踏まえ、主に下記の暑さ対策を実施
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13.6 取組内容（選手・競技役員向け）

（２）競技日程変更による対策

【オリンピック】

①テニス・・・競技時間を後ろ倒し

②サッカー（女子決勝）…競技時間を日中から夜に変更

※競技会場も変更（オリンピックスタジアム→横浜国際総合競技場）

③ゴルフ・・・競技時間の前倒し及び短縮

※併せて2 Tee Start（アウト・インの両方のティーからスタート）に変更

④陸上競技（女子マラソン）・・・競技時間を前倒し

【パラリンピック】

①車いすテニス・・・一部の試合について、競技時間を後ろ倒し

※正式な競技日程変更は行わず運用により変更

最新の気象情報を踏まえ、IOC/IPCやIF等と協議の上、下記のとおり競技

日程を変更
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チェックインセンター、ダイニング等にて
暑さ対策グッズの配布を行った。

【配布したグッズ】
・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
・瞬間冷却材
・東京2020エコ水筒
・アクエリアスハンディパック ※

・追加飲料（いろはす）※

※屋外会場のみ

13.6 取組内容（大会ボランティアを含むスタッフ向け）
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13.6 取組内容（観客等向け）

暑さ指数表示盤

・暑さ指数を測定し、大きく表示することで広く周知し、注意喚起を実施。
ー暑さ指数はスタッフ内で共有。
ー暑さ指数が上昇した際には、こまめな水分補給・休憩を促す注意喚起を強化、

体調不良者を注意深く確認。

熱中症警戒アラートが発表されて
いる日は、POPにより周知。
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13.6 取組内容（観客等向け）

Image

ミストクルー

・観客向けにミストを噴射するとともに、エンターテインメントを実施。
（実施会場：富士スピードウェイ、伊豆マウンテンバイクコース）

塩飴

・熱中症予防のために必要な塩分補給を促すため、観客や大会関係者に配布。
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13.6 取組内容（観客等向け）

丸形穴あきチラシ

・熱中症予防への注意喚起のため、観客や大会関係者に配布。

座面シート

・座席が熱くなることを防止するため、仮設の屋外会場（一部）に設置。
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13.6 取組内容（情報提供・注意喚起）

■公式WEBサイト 暑さ対策について

■TOKYO2020 COOLING
プロジェクト

■公式モバイルアプリ
観客向け情報のプッシュ通知

■公式ガイドブック
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■環境省

■気象庁

■観光庁ポスター掲出

■Web誘導告知

■関係リンク集

13.6 取組内容（情報提供・注意喚起）
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■記者ブリーフィング・取材機会の提供・プレスリリース

■ファクトシート■大会期間中の発信（デイリーブリーフィング）

13.6 取組内容（情報提供・注意喚起その他）

新型コロナウイルス対策と合わせて暑さ対策に関する記者
ブリーフィングを実施。

毎年夏季シーズンには数多くの暑さに関する問い合わせがあり、メディアに取材機会を
提供。報道を通じ、一般の皆様含めた多くの方に知っていただく機会となった

大会アプリと公式
サイト報道機関向
けページ内に、暑
さ対策に関する基
本情報をまとめた
ファクトシートを
掲載

日程 内容

2018年6月1日 暑さ対策記者ブリーフィング （カードホルダー向け）

2019年8月 FIVBビーチバレーボールワールドツアー2019 4-star 東京大会における暑さ対策の検証
および東京2020組織委員会が実施するテストに関する取材機会の提供

2019年11月15日 暑さ対策の検討状況およびお台場海浜公園における水質・水温調査結果に関する記者ブ
リーフィングの開催。
合わせて事後に「東京2020大会 暑さ対策等の検討状況について」をプレスリリース

日程 内容

2021年7月18日 東京2020大会における暑さ対策や暑さ対策
とコロナ対策の両立の観点等について説明

2021年8月21日 パラリンピックに向けたアスリート向けの
暑さ対策等について説明
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13.6 取組内容（モニタリング）
■会場内(屋外の競技会場）の暑さ指数を測定し、リアルタイムでモニタリング

競技が実施される会場の各所に暑さ指数（WBGT、温度、湿度等）
を計測するためのセンサーを設置。

各センサーの情報をクラウド上で集約し、各場所の熱中症警戒度を
可視化。熱中症リスクの危険度が高い箇所にいるスタッフには、熱
中症に警戒するように通知。
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✓ 暑さ対策とコロナ対策を踏まえた
3密を避けるオペレーション

✓ マスク着用時は体への一定の負荷
がかかるため、暑さ対策の注意喚
起を強化

✓ 暑さ対策とコロナ対策を踏まえた
多面的な情報発信の強化

13.7 暑さ対策とコロナ対策の両立の観点（概要）

Image

再 掲
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14．会場



14.1 会場整備について
• 組織委員会の役割

➢43競技会場、IBC/MPC、選手村、練習会場、仮設

電源などの整備を着実に進め、期限までに全て完成

➢新競技種目やマラソンなどの会場変更への対応、サービ

ス水準の見直しや延期に伴うコスト削減の実施

➢リース・レンタルでの物品調達等、持続可能性への取組

• 大会延期の対応

➢現場の安全確保や施設の維持管理など大会に向けた準備を行いつつ、関係者等と調整し、延期コストの削減を実施

• 大会期間中の対応

➢日々の施設管理や、常時電力監視を実施するとともに、ゲリラ豪雨・台風への対応としてテントの強風対策など、

安全な大会運営を図った。

➢FOPの転換やオリ・パラ転換を限られた時間内に無事故で転換工事を完了させた。

➢落雷により商用電力の供給が一時不安定となった際には、計画通り仮設発電機のバックアップに切り替えた。

• 大会終了後の対応

➢会場の撤去・復旧工事を年度内に完了し、会場所有者へ返却について執行管理を徹底（なお選手村の工事は継続）

青海アーバンスポーツパーク 有明アーバンスポーツパーク
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14.2 会場計画の見直し
重要な大会戦略の転換点。招致計画を見直し、既存会場の活用を推進。
既存会場の利用は当初4割⇒6割まで増。

追加競技に関する仮設追加
・釣ヶ崎海岸サーフィン会場【サーフィン】
・青海アーバンスポーツ会場【スポーツクライミング】

追加競技等に関する既存追加
・横浜スタジアム【野球・ソフトボール】
・福島あづま球場【野球・ソフトボール】
・茨城カシマスタジアム【サッカー】

会場見直しに関する仮設→既存
・<スタート>皇居外苑（仮設）～<ゴール>武蔵野の森公園（仮設）

⇒<スタート・ゴール>皇居外苑（※）
⇒<スタート>武蔵野の森公園（仮設）～<ゴール>富士スピードウェイ（既存）【自転車競技（ロード）】

会場見直しに関する仮設追加
・国立競技場（※） ⇒ 札幌大通公園（仮設）【陸上（オリマラソン）】
・皇居外苑（※） ⇒ 札幌大通公園（※）【陸上（競歩）】

（※）はとりやめ又は他競技と併用でありカウント済

新設→新設（他競技と併用）
・夢の島ユース・プラザ・アリーナＡ ⇒ 武蔵野の森総合スポーツプラザ（バドミントン）

新設→既存
・夢の島ユース・プラザ・アリーナＢ ⇒ さいたまスーパーアリーナ（バスケットボール）
・若洲オリンピックマリーナ ⇒ 江の島ヨットハーバー（セーリング）

仮設→既存
・有明ベロドローム ⇒ 伊豆ベロドローム（自転車競技（トラック））
・海の森マウンテンバイクコース ⇒ 伊豆マウンテンバイクコース（自転車競技（MTB））
・ウォーターポロアリーナ ⇒ 東京辰巳国際水泳場（水泳（水球））

既存追加
・幕張メッセC（ゴールボール）

※コスト削減効果は2,000億円程度と推計

（注１）招致計画の見直し（～2015.12） （注２）追加競技の会場選定等（2016.1～）

※１

※１ 立候補ファイル時に「計画」と分類されていたオリンピックスタジアムと武蔵野の森総合ス
ポーツプラザを含む

351



会場名 競技・種目等 所在地（住所）

オリンピックスタジアム
開会式／閉会式
陸上競技、サッカー

新宿区

東京体育館 卓球 渋谷区

国立代々木競技場 ハンドボール 渋谷区

日本武道館
柔道
空手

千代田区

東京国際フォーラム ウエイトリフティング 千代田区

国技館 ボクシング 墨田区

馬事公苑
馬術（馬場馬術、総合馬術[クロスカントリーを除く]、
障害馬術）

世田谷区

武蔵野の森総合スポーツプラザ
バドミントン
近代五種（フェンシング ランキングラウンド（エペ））

調布市

東京スタジアム
サッカー、ラグビー
近代五種（水泳、フェンシング ボーナスラウンド（エペ）、
馬術、レーザーラン）

調布市

武蔵野の森公園 自転車競技（ロード）[ロードレース（スタート）] 府中市、調布市、三鷹市

有明アリーナ バレーボール（バレーボール） 江東区

有明体操競技場 体操 江東区

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、BMXレーシング）
スケートボード

江東区

有明テニスの森 テニス 江東区

お台場海浜公園
水泳（マラソンスイミング）
トライアスロン

港区

潮風公園 バレーボール（ビーチバレーボール） 品川区

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)
スポーツクライミング

江東区

大井ホッケー競技場 ホッケー 品川区、大田区

海の森クロスカントリーコース 馬術（総合馬術[クロスカントリー]） 江東区

海の森水上競技場
カヌー（スプリント）
ボート

江東区

カヌー・スラロームセンター カヌー（スラローム） 江戸川区

14.3 競技会場一覧① （オリンピック）
会場名 競技・種目等 所在地（住所）

夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー 江東区

東京アクアティクスセンター 水泳（競泳、飛込、アーティスティックスイミング） 江東区

東京辰巳国際水泳場 水泳（水球） 江東区

札幌大通公園 陸上競技（マラソン・競歩） 北海道札幌市

幕張メッセ Aホール
テコンドー
レスリング

千葉県千葉市

幕張メッセ Bホール フェンシング 千葉県千葉市

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ サーフィン 千葉県一宮町

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） 埼玉県さいたま市

陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃 練馬区

霞ヶ関カンツリー倶楽部 ゴルフ 埼玉県川越市

江の島ヨットハーバー セーリング 神奈川県藤沢市

伊豆ベロドローム 自転車競技（トラック） 静岡県伊豆市

伊豆MTBコース 自転車競技（マウンテンバイク） 静岡県伊豆市

富士スピードウェイ
自転車競技（ロード）[ロードレース（ゴール）、個人タ
イムトライアル]

静岡県小山町

福島あづま球場
野球
ソフトボール

福島県福島市

横浜スタジアム
野球
ソフトボール

神奈川県横浜市

札幌ドーム サッカー 北海道札幌市

宮城スタジアム サッカー 宮城県利府町

茨城カシマスタジアム サッカー 茨城県鹿嶋市

埼玉スタジアム2002 サッカー 埼玉県さいたま市

横浜国際総合競技場 サッカー 神奈川県横浜市

※開催日前日の判断により、サッカー女子決勝はオリンピックスタジアムから横浜国際総合競技場に会場変更
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会場名 競技・種目等 所在地（住所）

オリンピックスタジアム
開会式／閉会式
陸上競技

新宿区

東京体育館 卓球 渋谷区

国立代々木競技場
バドミントン
車いすラグビー

渋谷区

日本武道館 柔道 千代田区

東京国際フォーラム パワーリフティング 千代田区

馬事公苑 馬術 世田谷区

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 調布市

有明アリーナ 車いすバスケットボール 江東区

有明体操競技場 ボッチャ 江東区

有明テニスの森 車いすテニス 江東区

お台場海浜公園 トライアスロン 港区

14.3 競技会場一覧② （パラリンピック）

会場名 競技・種目等 所在地（住所）

青海アーバンスポーツパーク 5人制サッカー 江東区

海の森水上競技場
カヌー
ボート

江東区

夢の島公園アーチェリー場 アーチェリー 江東区

東京アクアティクスセンター 水泳 江東区

幕張メッセ Aホール シッティングバレーボール 千葉県千葉市

幕張メッセ Bホール
テコンドー
車いすフェンシング

千葉県千葉市

幕張メッセ Cホール ゴールボール 千葉県千葉市

陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃 練馬区

伊豆ベロドローム 自転車競技（トラック） 静岡県伊豆市

富士スピードウェイ 自転車競技（ロード）[ロードレース（スタート・ゴール）] 静岡県小山町

353



14.4 東京2020オリンピック・パラリンピック競技会場 仮設オーバーレイ イメージ（屋外）

セキュリティゲート（観客用）

ワークフォース（プレハブ）国 旗

FOP・観客席

セキュリティフェンス

ウオームアップコート（テント）セキュリティゲート（車両用） コンテナ（冷凍冷蔵） 仮設発電機 車両基地

大型映像装置 暑さ対策テント

サイン

ケーブルブリッジ倉庫（テント）

ルック

FOH

BOH

競技会場

観
客
席

観
客
席

FOP

・ルック
・サイン
・大型映像装置
・暑さ対策テント

・セキュリティフェンス
・セキュリティゲート

・国旗置場
・ワークフォース
・セキュリティゲート
・ウオームアップコート
・コンテナ

・倉庫（テント）
・ケーブルブリッジ
・仮設発電機
・放送車両基地
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14.4 東京2020オリンピック・パラリンピック競技会場 仮設オーバーレイ イメージ（屋内）

競技会場

放送・プレス席

コンテイメントラウンジサーバー室記者会見場ミックスゾーン

計測装置（表示装置）

FOP、観客席、大型映像装置、スピーカー、照明

大型映像装置

売 店

空調設備

FOP、ルック

・観客席
・大型映像装置
・スピーカー、照明
・売店
・ルック

・空調設備
・コンテイメント

・放送、プレス席
・計測装置
・ミックスゾーン
・記者会見場
・サーバー室
・ラウンジ

FOH

BOH

観
客
席

観
客
席

FOP
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14.5 会場写真
１．オリンピックスタジアム ２．東京体育館
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14.5 会場写真
３．国立代々木競技場 ４．日本武道館
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14.5 会場写真
５．東京国際フォーラム ６．国技館
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14.5 会場写真
７．馬事公苑 ８．武蔵野の森 総合スポーツプラザ
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14.5 会場写真
９．東京スタジアム 10．武蔵野の森公園

360



14.5 会場写真
11．有明アリーナ 12．有明体操競技場
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14.5 会場写真
13．有明アーバンスポーツパーク 14．有明テニスの森
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14.5 会場写真
15．お台場海浜公園 16．潮風公園
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14.5 会場写真
17．青海アーバンスポーツパーク 18．大井ホッケー競技場
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14.5 会場写真
19．海の森クロスカントリーコース 20．海の森水上競技場
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14.5 会場写真
21．カヌー・スラロームセンター 22．夢の島アーチェリー場
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14.5 会場写真
23．東京アクアティクスセンター 24．東京辰巳国際水泳場
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14.5 会場写真
25．札幌大通公園 26 27 28．幕張メッセ
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14.5 会場写真
29．釣ヶ崎サーフィンビーチ 30．さいたまスーパーアリーナ

369



14.5 会場写真
31．陸上自衛隊朝霞訓練場 32．霞ヶ関カンツリー倶楽部
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14.5 会場写真
33．江ノ島ヨットハーバー 34．伊豆ベロドローム
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14.5 会場写真
35．伊豆ＭＴＢコース 36．富士スピードウェイ

372



14.5 会場写真
37．福島あづま球場 38．横浜スタジアム
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14.5 会場写真
39．札幌ドーム 40．宮城スタジアム
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14.5 会場写真
41．茨城カシマスタジアム 42．埼玉スタジアム２００２
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14.5 会場写真
43．横浜国際総合競技場 IBC/MPC
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14.5 会場写真
選手村

居住棟

メインダイニングホール

ビレッジプラザ

居住棟

メインダイニングホール
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14.5 会場写真
ファンパーク 独立練習会場 他

バスケットボール・車いすバスケットボール
（東京都江東区） テコンドー（東京都目黒区）

サッカー（千葉県習志野市） ラグビー（東京都江東区）

カウントダウンクロック（東京駅 丸の内口）

メガストア

台場テレビスタジオ（東京都港区）
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競技 種目 会場名 所在地 所有者

水泳
水球（男子） 東京体育館 東京都渋谷区 東京都

水球（女子） 武蔵野の森総合スポーツブラザ 東京都調布市 東京都

陸上競技

トラック＆フィールド 江戸川区陸上競技場 東京都江戸川区 江戸川区

トラック＆フィールド 代々木公園陸上競技場 東京都渋谷区 東京都

マラソン、競歩 真駒内公園屋外競技場 北海道札幌市 北海道

野球・
ソフトボール

野球 大田スタジアム 東京都大田区 大田区

野球 日本体育大学 横浜・健志台キャンパス 神奈川県横浜市 (学)日本体育大学

ソフトボール 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス 東京都世田谷区 (学)日本体育大学

バスケット
ボール

バスケットボール 東京ビッグサイト南展示棟 東京都江東区 (株)東京ビッグサイト

3x3バスケットボール 中央区立総合スポーツセンター 東京都中央区 中央区

ボクシング 墨田区総合体育館 東京都墨田区 墨田区

サッカー

駒沢オリンピック公園総合運動場 東京都世田谷区 東京都

夢の島競技場 東京都江東区 江東区

秋津サッカー場 千葉県習志野市 習志野市

高円宮記念JFA夢フィールド 千葉県千葉市 (公財)日本サッカー協会

稲毛海浜公園スポーツ施設球技場 千葉県千葉市 千葉市

小机競技場 神奈川県横浜市 横浜市

三ツ沢公園球技場 神奈川県横浜市 横浜市

神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 神奈川県横浜市 神奈川県

白旗山競技場 北海道札幌市 札幌市

厚別公園競技場 北海道札幌市 札幌市

札幌サッカーアミューズメントパーク 北海道札幌市
(特非)北海道スポーツ
クラブ

仙台スタジアム 宮城県仙台市 仙台市

泉サッカー場 宮城県仙台市 仙台市

宮城県サッカー場 宮城県利府町 宮城県

鹿島アントラーズクラブハウス 茨城県鹿嶋市
(株)鹿島アントラーズ・
エフ・シー

オリンピック【独立練習会場】

14.6 練習会場一覧①

競技 種目 会場名 所在地 所有者

サッカー

北海浜多目的球技場 茨城県鹿嶋市 鹿嶋市

新浜緑地公園多目的球技場 茨城県鹿嶋市 茨城県

中田スポーツセンター球技場 千葉県千葉市 千葉県

アキラスポーツフィールド 千葉県千葉市 昱(株)

体操 東京ビッグサイト南展示棟 東京都江東区 (株)東京ビッグサイト

ハンドボール

文京スポーツセンター 東京都文京区 文京区

港区スポーツセンター 東京都港区 港区

品川区立総合体育館 東京都品川区 品川区

柔道 講道館 東京都文京区 (公財)講道館

空手 東京武道館 東京都足立区 東京都

近代五種
馬術以外 渋谷区スポーツセンター 東京都渋谷区 渋谷区

馬術 早稲田大学東伏見キャンパス 東京都西東京市 (学)早稲田大学

ラグビー

東芝 府中事業所敷地内グランド 東京都府中市 (株)東芝

リコー総合グラウンド 東京都世田谷区 (株)リコー

クボタ船橋グラウンド 千葉県船橋市 (株)クボタ

NTTコミュニケーションズアークス浦
安パーク

千葉県浦安市
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ(株)

辰巳の森海浜公園ラグビー練習場 東京都江東区 東京都

中央区立中央小学校温水プール 東京都中央区 中央区

卓球 中野区立総合体育館 東京都中野区 中野区

テコンドー 目黒区立中央体育館 東京都目黒区 目黒区

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 東京都台東区 台東区

バイク 若洲海浜公園 東京都江東区 東京都

バレーボール バレーボール

千代田区立スポーツセンター 東京都千代田区 千代田区

葛飾区水元総合スポーツセンター 東京都葛飾区 葛飾区

江東区スポーツ会館 東京都江東区 江東区

市川市塩浜市民体育館 千葉県市川市 市川市

〇各競技開始の5日前より、オリ33競技80施設、パラ22競技27施設の練習会場を開設した。
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競技 種目 会場名 所在地 所有者

水泳

アーティスティックスイ
ミング、飛込、マラソン
スイミング、競泳、水球

東京アクアティクスセンター 東京都江東区 東京都

マラソンスイミング お台場海浜公園 東京都港区 東京都

水球 東京辰巳国際水泳場 東京都江東区 東京都

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 東京都江東区 東京都

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 東京都新宿区 神宮外苑

バドミントン 武蔵野の森総合スポーツプラザ 東京都調布市 東京都

野球・ソフトボール
野球・ソフトボール 福島あづま球場 福島県福島市 福島県

ソフトボール 横浜スタジアム 神奈川県横浜市 横浜市

カヌー
スラローム カヌー・スラロームセンター 東京都江戸川区 東京都

スプリント 海の森水上競技場 東京都江東区 東京都

自転車競技

BMXフリースタイル、
BMXレーシング

有明アーバンスポーツパーク 東京都江東区 東京都

マウンテンバイク 伊豆MTBコース 静岡県伊豆市
(一財)日本サイクル
スポーツセンター

ロード 富士スピードウェイ 静岡県小山町
(株)富士スピード
ウェイ

トラック 伊豆ベロドローム 静岡県伊豆市
(一財)日本サイクル
スポーツセンター

馬術 馬事公苑 東京都世田谷区 日本中央競馬会

フェンシング 幕張メッセ Aホール 千葉県千葉市 (株)幕張メッセ

ゴルフ 霞ヶ関カンツリー倶楽部 埼玉県川越市
(一社)霞ヶ関カンツ
リー倶楽部

ハンドボール 国立代々木競技場 東京都渋谷区
(独)日本スポーツ振
興センター

ホッケー 大井ホッケー競技場 東京都品川区 東京都

ボート 海の森水上競技場 東京都江東区 東京都

セーリング 江の島ヨットハーバー 神奈川県藤沢市 神奈川県

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 東京都練馬区 陸上自衛隊

スケートボード ストリート、パーク 有明アーバンスポーツパーク 東京都江東区 東京都

スポーツクライミング 青海アーバンスポーツパーク 東京都江東区 東京都

オリンピック【競技会場併設練習会場】

14.6 練習会場一覧②

競技 種目 会場名 所在地 所有者

サーフィン 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 千葉県一宮町 一宮町

テニス 有明テニスの森公園 東京都江東区 東京都

バレーボール ビーチバレーボール 潮風公園 東京都品川区 東京都

ウェイトリフティング 東京国際フォーラム 東京都千代田区 東京都

レスリング 幕張メッセ Aホール 千葉県千葉市 (株)幕張メッセ
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競技 種目 会場名 所在地 所有者

陸上競技
江戸川区陸上競技場 東京都江戸川区 江戸川区

代々木公園陸上競技場 東京都渋谷区 東京都

バドミントン 文京スポーツセンター 東京都文京区 文京区

柔道 講道館 東京都文京区 (公財)講道館

シッティングバ
レーボール

荒川総合スポーツセンター 東京都荒川区 荒川区

品川区立総合体育館 東京都品川区 品川区

卓球 中野区立総合体育館 東京都中野区 中野区

テコンドー 目黒区立中央体育館 東京都目黒区 目黒区

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 東京都台東区 台東区

バイク 若洲海浜公園 東京都江東区 東京都

車いすバスケット
ボール

東京ビッグサイト南展示棟 東京都江東区 ㈱東京ビッグサイト

車いすラグビー 港区スポーツセンター 東京都港区 港区

パラリンピック
【独立練習会場】 【競技会場併設練習会場】

14.6 練習会場一覧③

競技 種目 会場名 所在地 所有者

アーチェリー 夢の島公園アーチェリー場 東京都江東区 東京都

陸上競技 オリンピックスタジアム サブトラック 東京都新宿区 神宮外苑

ボッチャ 有明体操競技場 東京都江東区 東京都

カヌー スプリント 海の森水上競技場 東京都江東区 東京都

自転車競技
ロード 伊豆ベロドローム 静岡県伊豆市

(一財)日本サイクルス
ポーツセンター

トラック 富士スピードウェイ 静岡県小山町 (株)富士スピードウェイ

馬術 馬事公苑 東京都世田谷区 日本中央競馬会

５人制サッカー 青海アーバンスポーツパーク 東京都江東区 東京都

ゴールボール 幕張メッセ Aホール 千葉県千葉市 (株)幕張メッセ

パワーリフティング 東京国際フォーラム 東京都千代田区 東京都

ボート 海の森水上競技場 東京都江東区 東京都

射撃 陸上自衛隊朝霞訓練場 東京都練馬区 陸上自衛隊

水泳 東京アクアティクスセンター 東京都江東区 東京都

車いすフェンシング 幕張メッセ Aホール 千葉県千葉市 (株)幕張メッセ

車いすテニス 有明テニスの森 東京都江東区 東京都

車いすラグビー 国立代々木競技場 東京都 東京都
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15．選手村・宿泊



［ビレッジプラザ］［複合施設］

 選手村（本村）：中央区晴海地区。約44ha。

 分村（セーリング村、サイクリング村）の設置。

 選手村の運営や食事、ボランティアの活躍は、選手等から高い評価。
他方、課題が発生し対応が必要な場合も（飲酒騒動、選手と巡回バスとの接触事故）。

主要施設 概要

居住棟 14～18階建ての恒久施設21棟で、オリ時 18,000ベッド、パラ時8,000ベッドを提供

メインダイニングホール 2階建ての仮設施設で、24時間食事を提供

複合施設 3階建ての恒久施設で、総合診療所（オリ時9診療科・パラ時10診療科）、カジュア
ルダイニング、レクリエーションセンター、フィットネスセンター等でサービスを提
供

ビレッジプラザ 全国の自治体から借り受けた木材を建物の様々な箇所に使い、銀行や雑貨店、ヘアサ
ロン、日本文化コーナー、オフィシャルショップ等の選手の生活を支えるさまざまな
サービスを提供

［メインダイニングホール］

15.1 選手村概要
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15.2 選手村（本村）における飲食提供

【メインダイニングホール】

・メニュー数：約700種類 ・提供食数：約87万食

・座席数：オリンピック 3,000席／パラリンピック 2,400席

・今大会よりグルテンフリーのコーナーを設けるなど多様なニーズ
に対応

【カジュアルダイニング】

・メニュー数：約200種類 ・提供食数：約6万食

・座席数：オリンピック 280席／パラリンピック 250席

・食材の産地：47都道府県の食材をローテーションにて提供

東北被災3県及び開催地東京都は毎日提供

【グラブ＆ゴー】

・箇所数：4カ所 ・メニュー数：19種類 ・提供食数：約5万食

※上記の提供食数はオリンピック・パラリンピック通算
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〇世界各地域の“日頃食べ慣れた料理”をカフェテリア形式で提供

日本、ワールド、アジア、ハラール、ベジタリアン、グルテンフリー、ピザ・パスタ、サラダ、パ

ン等のコーナー設置

〇素材そのものを活かした調理とし、選手が自ら味付けできる多種類の調味料を用意

〇日本コーナーでは寿司、餃子、たこ焼き、唐揚げ、カレー等を提供。

〇選手がSNSで『世界一美味しい餃子が選手村にある』と発信するなど大きな反響

〇人気のメニューは日本コーナー全般、グリル料理、ピザなど

調味料コーナー日本 アジア ワールド

日本コーナーの寿司

金属製
カトラリー

15.2 選手村（メインダイニングホール①）
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〇ベジタリアンやハラール等宗教や多様な食習慣に配慮。近年、選手からのニーズの高い

「グルテンフリー」に配慮したコーナーも配置

〇サービング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、食品ロス

の削減にも寄与

〇生鮮食材を中心に、国産で対応できる食材は国産を活用（調達コード遵守）。今後、ウェ

ブサイトにて食材のリスト及び産地を公開予定（メインダイニングホール/カジュアルダ

イニング合わせて実施の予定）

認証を取得したハラールコーナー ハラールコーナーの食事

メニューカード

15.2 選手村（メインダイニングホール②）
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〇内閣官房・農林水産省・各都道府県と連携の上、全国の食材を活用した日本食を提供

・全国を8つの地方ブロックに分けて期間毎にローテーションし、選手を飽きさせない工夫

（北海道、東北、関東、甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄）

・被災地（岩手県、宮城県、福島県）及び東京都産の食材は毎日提供

〇伝統的な和食だけでなく、現在の日本で日常的に食されるメニューも提供（おにぎり、

麺類、鉄板焼き、串焼き、お好み焼き、フルーツ等）

・人気はフルーツ盛り合わせ、おにぎり、牛肉グリル等

多彩なメニュー
を楽しめる構成

と提供量

グリル、蒸し物、おにぎり

15.2 選手村（カジュアルダイニング①）
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都道府県の風景によるラッピング

復興ありがとうホスト
タウンのメッセージ

タブレットによる提供
食材と産地の表示

〇内閣官房と連携し、タブレット、モニター活用による情報発信を実施

・大会史上初めて、主要食材の産地をリアルタイムで表示

・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、持続可能性への取組等を発信

15.2 選手村（カジュアルダイニング②）
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〇選手の居住エリアに4か所設置。

〇時間のない選手がテイクアウトできる軽食等を提供

〇提供メニュー（※個包装品）

サンドウィッチ※、ヨーグルト※、ホールフルーツ、コーヒー・紅茶等

居住棟の1階スペース

15.2 選手村（グラブ＆ゴー）

389



 広いコンディショニングエリアの設置

○ これまで別の場所に設置されることが多かったフィットネスセンターを、
ポリクリニックと同じ建物内（複合施設3階）に設置、選手が競技特性に
応じて自由に運動が行えるスペースを中心としたコンディショニングエ
リアを、フィットネスセンターの総面積の約半分と、過去大会と比べ広
く確保した。

 トータルコンディショニングサポートの実現

○ 複合施設1階のポリクリニックの医師、歯科医師、理学療法士等と連携し、 医療
からコンディショニング※まで一貫したアスリートサポートを実現

※ コンディショニング: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い、医療をサポート、さらにコンディションのレベルアップをはかる
アプローチ

○ けがや痛みがある場合は、ポリクリニックにおいて医師の診察・治療及び整形外
科医師の指示に基づく治療を理学療法士が実施、コンディショニングエリアでは、
ポリクリニックからの患部に関する情報を踏まえたうえで、トレーナーがその後
の機能改善や予防のためのコンディショニングとさらにレベルアップのためのト
レーニングサポートを実施

○ 両施設が同一建物内であったことから、必要時にスタッフが行き来して円滑な情
報共有が可能となり、より選手の状態に即したサポートがスムーズに提供できた
ことにより、フィットネスセンターには多くの選手が訪れ、非常に好評であった。

＜フィットネスセンターの利用者数＞
・オリンピック期間：延べ約54,000人（ピーク時 約3,400人/日）
・パラリンピック期間：延べ約18,000人（ピーク時 約1,900人/日）

15.3 フィットネスセンターにおける新たな取組
（医療とコンディショニングの連携）
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選手村全景
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15.4 選手村（分村）概要
• オリンピックセーリング村(大磯プリンスホテル)

1964年の東京大会でもセーリング競技に参加する選手団のため、分村として使用された施設
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• オリンピックサイクリング村(ラフォーレリゾート修善寺)

周辺を森に囲まれた、選手がリラックスできる施設

所在地 神奈川県中郡大磯町

競技名 セーリング競技

競技会場名 江の島ヨットハーバー

所在地 静岡県伊豆市

競技名 自転車競技（トラック・マウンテンバイク）

競技会場名 伊豆ベロドローム、伊豆マウンテンバイクコース



 選手村におけるコロナ対応
【感染防止】
（検温の実施）
 入村時に非接触型体温計を使用して検温を実施

（飛沫感染防止策）
 村内各施設内においてこまめな換気を行うとともに、

メインダイニングホールやフィットネスジム等にはアクリル板を設置
 足元サインの設置等によりフィジカル・ディスタンスを確保
 選手へのインタビュー取材をビレッジプラザ内に設置したミックスゾーンに限定

（接触感染防止策）
 手指消毒液を各所に設置
 アルコール消毒液等コロナ対策キットを選手団に配布

（混雑緩和策）
 メインダイニングホール等の混雑状況が分かるサイネージを設置

【陽性者、濃厚接触者対応】
（選手団に毎日検査を実施）
 検査センターを設置し、スクリーニング検査を実施
 総合診療所発熱外来に検査分析設備を整備し、24時間体制で運営

（陽性結果が確認された場合の対応）
 村外の医療機関または宿泊療養施設への搬送
 陽性者滞在居室の消毒の実施

（濃厚接触者への対応）
 濃厚接触者の個室への移動及び動線分離
 専用車両での競技会場等への移動
 食事は各自の居室（個室）で喫食

［入村時における非接触の検温］

［メインダイニングホール］
（席ごとにアクリル板）

［発熱外来］［混雑検知システム］

15.5 選手村におけるコロナ対策（概要）
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15.6 選手村運営に当たってのコロナ対策(感染防止策)

【検温の実施】
• 入村時に非接触型体温計を使用して検温を実施

【飛沫感染防止策】
• 村内各施設内においてこまめな換気を行うとともに、メインダイ

ニングホールやフィットネスジム等にはアクリル板を設置

• 足元サインの設置等によりフィジカル・ディスタンスを確保

• 選手へのインタビュー取材をビレッジプラザ内に設置したミック
スゾーンに限定

【接触感染防止策】
• 手指消毒液を各所に設置

• アルコール消毒液等コロナ対策キットを選手団に配布

【混雑緩和策】
• メインダイニングホール等の混雑状況が分かるサイネージを設置
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15.6 選手村運営に当たってのコロナ対策(検査・陽性者対応等)

【選手団に毎日検査を実施】
• 検査センターを設置し、スクリーニング検査を実施

• 総合診療所発熱外来に検査分析設備を整備し、24時間体制で運営

【陽性結果が確認された場合の対応】
• 村外の医療機関または宿泊療養施設への搬送

• 陽性者滞在居室の消毒の実施

【濃厚接触者への対応】
• 濃厚接触者の個室への移動及び動線分離

• 専用車両での競技会場等への移動

• 食事は各自の居室（個室）で喫食

再 掲

395



15.7 選手村スケジュール

日程 内容

7月7日 選手村（本村）プレオープン

7月10日 選手村（分村）プレオープン

7月13日 選手村開村

8月7日 分村（オリンピックセーリング村）閉村

8月10日 分村（オリンピックサイクリング村）閉村

8月11日 選手村（本村）閉村

日程 内容

8月15日 選手村（本村）プレオープン

8月17日 選手村開村

9月8日 選手村（本村）閉村

■パラリンピック時

■オリンピック時
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◆概要

• 選手・役員のコロナ感染リスクを抑えるため、選手村の滞在

期間を最短化し滞在人数を抑制するガイドラインを策定

• 選手と競技に紐づく役員は原則、当該競技開始日の5日前から

入村可とし、競技終了後48時間以内に退村を求めた

• 日本と6時間以上の時差がある国・地域からの参加、飛行機の

スケジュールなど渡航に制限がある場合等、適用除外申請に

より上記原則に拠らないケースもあった

◆実績 適用除外申請 5日前入村 48時間後退村

NOCs
申請件数 1,072 260

対象者数 7,049 1,126

NPCs
申請件数 777 498

対象者数 3,260 2,537

15.8 選手村滞在期間の方針 再 掲
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15.9 大会中に生じた課題と対応

■プライベートスペース以外での選手団の飲酒

• 村内の晴海ふ頭公園や居住棟周辺で複数の選手らが集まり飲酒し
たり大音量で音楽を流す等の騒動が発生

• 初期対応として、組織委員会スタッフで現場に向かい、中止を要
請。その後、集会については解散

• 団長会議にて選手団に対し注意喚起

• 夜間の村内の見回り体制を強化し、注意喚起を継続

■村内巡回バスの接触事故

• パラリンピック期間中に、村内巡回バスと歩行者（選手）の接触
事故が発生

• 負傷者を救急車にて村内の総合診療所へ搬送

• 発生状況を分析し、安全対策の強化を行ったうえで運行を再開
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15.10 選手村運営の総括

【スムーズな選手団の受入れ】
開村までに、必要な施設・設備の整備、備品の搬入・設置が完了し、選手団到着後の工事などもなく

スムーズに選手団の受入をすることができた。

【くつろぎの場の提供】
村外への外出制限など様々な制約のある中、選手村という限られた空間において、晴海ふ頭公園や緑

道公園、居住棟街区の中庭などを選手たちがリフレッシュする場や練習の場として活用するとともに、
レクリエーションエリア、ビレッジプラザなどでは選手たちにくつろぎの場を提供することができた。

【好評だった飲食の提供】
ダイニングにおいては、味や見た目の良さの評価に加え、衛生的であることも評価された。

【安全な運営を実現した感染症対策】
混雑緩和対策やアクリル板の設置など感染症対策を適切に行うことで、メインダイニングホールや

フィットネスセンターなど選手団が多く集まる場所でも安全な運営を行うことができた。

選手団にコロナ感染者が発生した際に、感染症対策センター及び関係FAとの緊密な連携を図ることで
迅速かつ丁寧な感染者・濃厚接種者対応を行い、アスリートへの十分な配慮をしつつ、村内でのクラス
ター発生の防止などを実施することができた。

【総括】
いくつかの課題が発生したが、団長会議で各国団長から選手村運営に係る要望があまり出なかったこ

と、選手が各自のSNSなどで選手村に対し前向きな評価をしている投稿が多いことを鑑みると、選手村
として選手団に対し、コロナ禍においても満足度の高いサービスを提供することができた。これら様々
な取り組みを実践し成果を上げた今回の選手村運営は、今後の大会における選手村運営におけるモデル
ケースとなったと考える。
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■ パワーリフティング 英国代表 アリ・ジャワード選手
https://www.instagram.com/alijawadpowerlifter/?utm_so
urce=ig_embed&ig_rid=de28dfda-5a26-4a1f-a493-
ae1a9a040434

スタッフへの感謝

“Absolutely amazing view from
our rooms
（部屋からの景色が本当にすばらしい）”

居住棟の景色

■ボート ナミビア代表 マイケ・ディークマン選手
https://www.instagram.com/maike.rowing/

“My cool hairstylist that I told via
Google translate how to cut my hair
did a great job 🔥 and also the peace
✌️ sign is really popular in japan 🇯🇵 😂
（グーグル翻訳で伝えたヘアスタイルにす
るため、クールなヘアスタイリストは素晴
らしい仕事をしてくれました。また、ピー
スサインは日本でとても人気がありま
す。)”

15.11 選手の声（１／２）
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■ボート オーストラリア代表チーム
https://twitter.com/ausolympicteam/status/141816416620080
3330

“Abbey Road, Tokyo2020 rowers’ edition
（アビイ・ロード、Tokyo2020 ボート版）”

村内での記念撮影

15.11 選手の声（２／２）
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15.12 大会関係者宿泊の概要

１ 大会関係者への配宿
〇 大会に向けた配宿の調整

選手以外の大会関係者に対して、大会の前後を含む期間（オリンピック33泊、パラリン

ピック22泊）の宿泊提供を調整した。

• 宿泊施設と契約を締結し、大会関係者宿泊のための客室を確保

✓大会時の大会関係者用の宿泊室確保に向けて、400を超える施設と契約を締結した。

✓1日あたり最大40,000室を超える客室を確保した。

• 大会関係者への割り当て（配宿）

✓約1,000団体の大会関係者に対して、それぞれの宿泊ニーズを調査し、確保した客室を

ニーズに応じて割り当てた。不要な客室は、契約に基づいて宿泊施設に返室した。

大会関係者用の客室の確保
(宿泊施設との契約)

大会関係者の
ニーズ把握

配宿計画
の策定

大会関係者と
宿泊施設のマッチング

宿泊施設との調整
(部屋の増減室等)

宿泊料金の収受

大会時の
宿泊提供

大会関係者のニーズ
(予算, 室数, グレード, 

立地等)との調整を行い、
宿泊先のホテルを確定

IOC･IPC
へ共有
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15.12 大会関係者宿泊の概要

〇 大会の延期等への対応

大会の延期、さらに簡素化、海外観客の受入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
内部及びIOC・IPCとも検討を重ねて方針を定めた上で、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た。

• 大会の延期により、約1,000団体の大会関係者宿泊を再構築

✓大会延期に伴う宿泊施設の客室提供期間の変更、大会関係者の来日規模確定の遅れなどにより、
困難な調整が必要となった。

✓宿泊施設への影響や大会関係者の負担等を考慮し、キャンセルポリシーやタイムラインを修正す
る必要性が生じた。

• 多くの関係者との調整に時間を要したものの、2021年の配宿調整を実現した

延期前 延期後

宿泊施設
オリンピック 425施設 （約73万室）

▶▶
380施設 （約65万室）

パラリンピック 102施設 （約9万室） 94施設 （約9万室）

大会関係者
オリンピック 962団体

▶▶
945団体

パラリンピック 180団体 170団体
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15.12 大会関係者宿泊の概要

２ 大会期間中

〇 大会関係者の宿泊

大会関係者の配宿については、大きな問題が発生することなく、期間中の宿泊
を提供した。

〇 大会時のコロナ対策

•宿泊施設における対策

✓宿泊施設における感染･防疫対策のためのガイドラインを
作成・周知し、各施設における対応を徹底した。

✓地方の選手用宿泊施設（15施設）においては、専用食事会
場の設定、出入口・動線の分離など、施設の状況に応じ、
選手等が他の宿泊者と接しない環境を構築した。

➜ 宿泊施設の対策に起因する感染拡大の報告はなかった。

•大会関係者の宿泊の把握･管理

✓大会関係者による自己手配の宿泊を把握・管理するため、
関連FAと連携してメディア等の宿泊施設を集約した。
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15.13 宿泊関係者の協力について

〇 アクセシビリティへの対応
・アクセシブルな客室や滞在環境を確保することは課題であり、国や東京都において、法令

及び条例の改正や補助制度の拡大がなされるなど、宿泊施設のアクセシビリティ向上に向
けた環境の整備が進んだ。

・大会開催を機に、アクセシブルな客室への改修を行った施設があった。

〇 大会延期への対応
・大会延期に伴い、新たな日程での客室提供への協力をお願いすることとなった。

→延期後も、オリンピックで380施設、パラリンピックで94施設から、延べ74万室の客
室を提供いただいた。

（延期前：オリンピック425施設、パラリンピック102施設・延べ82万室）

✓ 地方の選手用宿泊施設においては、専用食事会場の設定、
出入口・動線の分離など、選手等が他の宿泊者と接しない
環境を構築していただいた。

✓ 組織委のガイドライン及びホテル業界のガイドラインに基
づき、各施設の実情に応じた感染･防疫対策を徹底してい
ただいた。

✓ プレイブックに基づく大会関係者の行動管理や、濃厚接触
者への対応に協力していただいた。

〇 大会期間中の協力
・大会関係者の安心・安全な滞在に向けて、各宿泊施設の状況に応じた

コロナ対策や滞在中の対応に柔軟に取り組んでいただいた。
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*「その他」は将来の組織委員会、スタッフ、コントラクター等
*「NOC」には選手分（地方の選手用ホテル）を含む
＊ACMのシステムによる配宿データであり、自己手配分等は

含まない。

【参考】大会関係者の配宿状況（室数）

オリンピック

パラリンピック
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16．出入国・空港対応



＜組織委員会担当FA＞＜各SHのCLO＞ ＜内閣官房オリパラ事務局＞
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and officials, no need to fill in.

※Type of quarantine: 1. 14 days quarantine, 2. 3 days quarantine, 3. Operate from the day of arrival

Column for Tokyo 2020 （No need to fill in）
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Address

(Prefecture and city)
Period of Stay

Activity Plan

(For entry after July 1st）

Name of CLO

Confirm to Playbook

※Categories：1. Athletes and officials, 2. IF, 3. Olympic and Paralympic Families,

 4. Marketing Partners, 5. Press, 6. Broadcasters, 7. Staff, 8. Others
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Written Pledge and will have the visitors understand and follow rules

written in the relevant Playbook.

Organisation of visitors
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(3) Accommodation for the first 14 days
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Competition Venues

Others
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(5) Use of domestic airline or bullet train during the first 14 days(except for those prepared  by Tokyo2020 for the Games-operation)
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Type of transportaion Date
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Column for Tokyo 2020 （No need to fill in）
Name of accommodation

Address

(Prefecture and city)
Period of Stay

Activity Plan

(For entry after July 1st）

Name of CLO

Confirm to Playbook

※Categories：1. Athletes and officials, 2. IF, 3. Olympic and Paralympic Families,

 4. Marketing Partners, 5. Press, 6. Broadcasters, 7. Staff, 8. Others

Tokyo 2020 hereby pledge that we will follw the item written in the

Written Pledge and will have the visitors understand and follow rules

written in the relevant Playbook.

Organisation of visitors

Category of visitors

Origin / Destination
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(5) Use of domestic airline or bullet train during the first 14 days(except for those prepared  by Tokyo2020 for the Games-operation)

※Type of transpotation: 1.Ddomestic airline, 2. Bullet train
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case you have to get a visa for some reason, such as NOT having PVC (OIAC/PIAC) upon entry to Japan, fill in Attachment 2.

If you choose "3. Operate from the day of arrival," write the reason for it - the reason why you can NOT quarantine for 3 days. For Athletes
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case you have to get a visa for some reason, such as NOT having PVC (OIAC/PIAC) upon entry to Japan, fill in Attachment 2.

If you choose "3. Operate from the day of arrival," write the reason for it - the reason why you can NOT quarantine for 3 days. For Athletes
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※Type of quarantine: 1. 14 days quarantine, 2. 3 days quarantine, 3. Operate from the day of arrival
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written in the relevant Playbook.
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※For the visiting place during the first 14 days, you basically need to choose from the "List of permitted destinations." However, if it is necessary to visit a site which is NOT on
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Fill in the numbers allocated to the site (See "List of permitted destinations")
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※ Games releted visitors shall posess Pre-vaild Card (OIAC/PIAC) for their entry. In principle, everyone, except for a few specific volunteers, can use PVC as a visa for the Games. In

case you have to get a visa for some reason, such as NOT having PVC (OIAC/PIAC) upon entry to Japan, fill in Attachment 2.

If you choose "3. Operate from the day of arrival," write the reason for it - the reason why you can NOT quarantine for 3 days. For Athletes

and officials, no need to fill in.

※Type of quarantine: 1. 14 days quarantine, 2. 3 days quarantine, 3. Operate from the day of arrival
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Written Pledge and will have the visitors understand and follow rules

written in the relevant Playbook.
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※For the visiting place during the first 14 days, you basically need to choose from the "List of permitted destinations." However, if it is necessary to visit a site which is NOT on

"List of permitted destinations," fill in  Attachment 3.
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<Column for Tokyo 2020> (No need to fill in)
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(1) Visitors' information (Enter the information of all the members who stay at the same hotel and whose arrival dates are within around three days.)
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To: Secretariat of the Headquarters for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games, Cabinet Secretariat

Fill in the numbers allocated to the site (See "List of permitted destinations")
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case you have to get a visa for some reason, such as NOT having PVC (OIAC/PIAC) upon entry to Japan, fill in Attachment 2.
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※Categories：1. Athletes and officials, 2. IF, 3. Olympic and Paralympic Families,
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※For the visiting place during the first 14 days, you basically need to choose from the "List of permitted destinations." However, if it is necessary to visit a site which is NOT on

"List of permitted destinations," fill in  Attachment 3.

Reason

・新型コロナウイルス感染症を踏まえた我が国の水際対策上、入国後14日間の宿泊場所・用務先等を
記載した「本邦活動計画書」を政府に提出し、これが承認された者のみ、一定の隔離期間（14日間、
3日間及び0日間の待機）の下に特別に入国が認められた。

・具体的には、各ステークホルダー（SH）のコロナ対策責任者（CLO）が、担当する入国者分の本邦
活動計画書を組織委員会担当FAへ提出し、組織委員会及び政府で審査を行い、入国の必要性等が認め
られた者が大会関係者として入国した。

・入国制度の周知徹底やシステム（ICON/OCHA）の使い方の面で若干混乱もあり、組織委員会のサポー
トを得て初めて入国が可能となる案件もあったが、大会期間中に約1万4千通の本邦活動計画書が承認
され、大会に真に必要な海外SHは全て無事に入国することができた。

約14,000通が承認
→OCHA(※)による円滑な入国各国NOC/NPC、IOC/IPC、

各国放送権者/記者、…等

追加聴取

16.1 大会関係者の入国調整
Tokyo 2020 ICON (※)を活用した入国関係事務

※Tokyo 2020 ICON：東京2020感染症対策業務支援システム（Tokyo 2020 Infection Control Support System)

※OCHA：統合型入国者健康情報等管理システム（Online Check-in and Health report App）

再 掲
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16.2 空港対応の概要
○入国にあたっては、入国審査、税関検査の前に、新型コロナウイルスの検査を受検
○検査前には、本邦活動計画書の政府承認、出国前の陰性証明等を確認
○オリ・パラ関係者を他の入国者と交わらせない、いわゆるバブル形成の対応のため、動線

の分離やリエゾンによる誘導を実施

オリンピック アスリート等選手団の入国
※パラリンピックでは、検疫の

検査結果を待って入国するオ
ペレーションとした。

降機 入国審査

検 疫

COVID-19
検査受付 税関検査 到着ロビー ロードゾーンPVC有効化

検査結果
待ちなし

関係者専用
受付

関係者専用
採取場所

関係者
専用レーン

関係者
専用レーン

検体採取

※

検査結果報告

待機場所

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羽田空港の入国状況
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16.3 円滑な入国を支えたオペレーション

【体制】

・入国オペレーションが複雑化する中、大会関係者の円滑な入国を図るため、政府及び空港会社等と
連携・調整し、大会関係者向け案内誘導員等の増員や、内閣官房・国土交通省・東京都職員による
応援体制を構築。

・パラ関係者の入国に際しては、パラアスリートとともに入念に動線を確認し、エレベータやトイレ
などの案内誘導員を適切に配置。

【オペレーション】

入国手続き

・政府及び空港会社等と連携し、OCHA・本邦活動計画書・陰性証明書に関する一連の手続を円滑化。
とりわけ、NCS・BRS・PRS等のステークホルダーオーナーFAからOCHAのインストール等事前準
備を周知徹底し、OCHAを活用した入国者の割合を向上、円滑な入国に寄与。

検疫検査

・入国者数の動向に応じて、新しい検疫エリアのオープンや受付カウンターの増設により、検査能力
を増強・確保。

待機場所

・政府の防疫対策において、アスリート等の円滑な入国を図るため、検査結果を待たずに入国審査・
税関検査を終え、入国後のエリアに専用の待機場所を確保し、検査結果を通知（オリンピック時）。
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16.4 入国前陰性証明について

□ 入国にあたっては、出発の96時間以内に新型コロナウイルス検査を別々の日に2回受検する
ことが必要とした。その上で、少なくとも2回の検査のうちの1つは出国の72時間以内の検
査を必要とし、水際対策が強化された。

□ さらに入国に際しては、要件に合致する証明書を発行できる検査機関をあらかじめ登録し、各
ステークホルダーは、リスト掲載の約4,000の検査機関において真正な証明書を取得すること
が義務付けられた。

□ これらの取組についても、プレイブックに掲載・各ステークホルダーへの丁寧な説明を実施。
当初、乗り換え便の扱い等（米国では乗り換えにも一度出入国が必要となるが、陰性証明を新
たに取得することが必要となるかどうかなど）混乱も生じたが、MOCに24時間体制の問い合
わせ窓口を整備し、各ステークホルダーのコロナ対策責任者と連携して円滑な入国を実現した。

再 掲
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16.5 出国前検査・陰性証明書発行について
■背景

・大会関係者の出国には、出国前に行った検査の陰性証明書が必要。
（必要な検査方法や提出方法（データもしくは証憑）は国によって異なる。）

→ 検査の体制、陰性証明書発行のスキーム構築が課題。

■対応
➀ ICON利用者にスクリーニング検査の最新結果に基づき陰性証明書をデータ提供。

・選手村の選手／TO・NOC、分村分宿の選手／TO・NOC ➡抗原定量検査
・分村・分宿・村外のTOには、スクリーニング検査（抗原定量検査）と別に

PCR唾液検査と陰性証明書のデータを提供 ➡PCR唾液検査
・他ステークホルダー ➡PCR唾液検査

②-1 選手村に検査施設（PCR鼻咽頭＊・血清抗体）設置し陰性証明書をデータ提供。
（＊PCR唾液検査結果にも代替） ➡PCR鼻咽頭検査

➡血清抗体検査
②-2 メディア・プレス向けにMPCに検査施設

➡PCR鼻咽頭検査
➂ 市中民間検査機関の推奨により個人責任で受検し、陰性証明書を取得。

・出国前に必要な陰性証明用の検査とスクリーニング検査が方法が異なる場合
・スクリーニング検査と陰性証明用の検査の方法は合致するが、日程が適合しな

い場合
・利便性を考慮し、個人責任で検査機関を利用する場合

再 掲
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■対応体制

・検査の受検方法、陰性証明書発行方法、ユーザーズガイドを各SH向けに発信

・MOC内に専門チーム（MOC‐NRCチーム）を立ち上げ

＜構成＞MOC内ICONサポート担当+各局の応援職員

＜業務内容＞陰性証明書発行に関する問合せ対応、陰性証明書の代理発行業務等

■出国前検査の陰性証明書発行件数

ICONからの発行
選手村 MPC 合計

ICONからで各自発行 専門チームが発行

オリンピック
（8/11まで）

37,587 1,060 6,740 379 45,766 

パラリンピック
（8/12以降）

15,906 529 3,936 ─ 20,371 

合計 53,493 1,589 10,676 379 66,137 

（発行期間）

ICONから各自が発行 ：オリンピック 7/24～8/11、 パラリンピック 8/12～9/13

専門チームが発行 ：オリンピック 7/26～8/11、 パラリンピック 8/12～9/12

16.5 出国前検査・陰性証明書発行業務について
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東京2020大会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
送サービスの提供と、大会期間中の都市活動の安定とを両立

大会輸送と都市活動の両立を図るため、道路・交通管理者、交通事業者と連携した
輸送の体制を構築

バスや乗用車での輸送にあたっては、関係者輸送ルート（オリンピック・ルート・
ネットワーク、パラリンピック・ルート・ネットワーク）を設定

設定延長 ORN: 約1,384Km PRN：約437Km

バスや乗用車（フリート）は、低公害・低燃費車両を活用し、環境負荷を軽減

予測の難しいステークホルダーの輸送需要に対し、大会関係車両を有効に運用
するため、過去大会にはなかったIT技術を活用（車両運行支援システムの開発
と導入）

道路交通に対しては、インフラを最も効率的に活用するため、交通需要マネジメン
トをはじめとする、総合的かつ先進的な交通マネジメントを実施

観客等の輸送にあたっては、鉄道をはじめとする高密度かつ信頼性の高い公共
交通機関の活用と公共交通マネジメントを計画・準備していたが、海外からの
入国者は入国後14日間は公共交通不使用とされたことや、大半の会場が無観客
であったため、公共交通の利用は限定的であった

17.1 輸送オペレーションの概要
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17.2 輸送の体制

【輸送センター(TROC)】

・7月1日に輸送の司令塔となるTROCを稼働させ、大会

期間中24時間体制で対応。警察や高速道路会社、日本

道路交通情報センター等のリエゾンと連携を図り、

交通の状況等をリアルタイムで把握することで、迅速

かつ適切に様々な事象に対応。

（リエゾン派遣受入）

人数：延べ約950人 期間：７月8日～９月8日

【関係機関との連携】

・大会の準備段階より、多くの関係

機関等との推進体制を構築

・輸送連絡調整会議は、東京圏のみ

ならず、各道県についても立ち上げ

輸送方針の策定をはじめ、輸送の

オペレーションを構築・実施

TROC

輸送の推進体制
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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（本部長：安倍総理）

2020交通輸送円滑化推進会議

輸送連絡調整会議

（輸送検討会）

＜輸送計画に関する合意形成＞

【政府】

＜輸送技術に関する検討＞【2017年6月9日設置】

政府 組織委 東京都 関係自治体

【2015年7月30日設置】

経済界

【組織委員会・東京都】

組織委 東京都 国

組織委 東京都 関係機関学識経験者

＜関係機関・経済界等との連携＞

警察

地方公共団体

鉄道事業者

高速道路会社

バス事業者
等

【2017年5月18日設置】

東京2020  ﾝ ﾟｯ ･ ﾟﾗ ﾝ ﾟｯ 競技大会
交通輸送技術検討会

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



17.3 関係者輸送ルート(オリンピック・ルート・ネットワーク）（東京圏）
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」

成田空港

羽田空港

高速道路上には
左図の看板を設置した

【総延長】
ORN 約1,384Km
（高速 約997.4km/一般道 約386.5km）
PRN 約437Km
（高速 約319km/一般道 約117.6km）
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17.4 車両基地（デポ）
大会関係車両を収容・管理する車両基地（デポ）には、駐車スペースやドライバーの出退勤管理等を行う管理諸

室に加え、一部のデポには洗車給油設備や点検施設等を設置した（写真は、大会期間中24時間稼働した築地デポ）。
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17.5 輸送サービス（バス）
・選手輸送サービスであるTA*バス等では、練習時間の確保等のためバスダイヤへの変更要求が多く出さ

れたが、予備車（アクセシブルフリート含む）の活用等により臨機応変に対応

・メディア輸送サービスであるTM *バスによる輸送は、混雑するルートや時間帯に関する情報を収集した
上で、順次、予備車の投入や運行間隔の短縮などを図り、サービスレベルを維持・向上

・有観客の競技会場（宮城、伊豆・富士）では、事前予約制での観客シャトルバスを運行
*TA=Athletes/NOC/NPC Transport system , TM=Media Transport system

車両基地となった築地デポ 選手村におけるTAバス乗降場

大会関係者バスの輸送実績（ピーク日・速報値）

運行台数 乗務員数

オリ(7/28) 2,160台 2,250人

パラ(8/28) 920台（※） 1,130人

TA及びTM輸送のサービス提供期間

オリンピック パラリンピック

TA 7/13 ～ 8/11 8/17 ～ 9/8

TM 7/  9 ～ 8/11 8/19 ～ 9/7

※920台のうちアクセシブル車両は、リフト付き260台、低床70台

観光バスタイプ（リフト付き）
バス付属のリフトで車いすのまま乗降可能
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17.5 輸送サービス（フリート）
〇組織委員会は2,654台のフリート（うち、アクセシブル車両150台）で

輸送サービスを提供
〇フリートによる輸送は、大会関係者の来日が始まり輸送サービスの提供

を開始した当初は、一部に配車の遅延や急激な需要への対応が発生した
が、ステークホルダーのニーズ（需要）と車両数の情報を集約し、需要
動向に応じた配車となるよう運用を改善

（主な運用状況）

・OF又はPFが利用する輸送サービスのうち、T1、T2サービスについては、ニーズの把
握に努め、T-TOSS*を活用した円滑な輸送サービスを提供

・NOC、NPCへの割当車両についても、大会当初は、メール、電話、輸送デスクでの予
約に加え、パラリンピック期間はT-TOSSも活用した輸送サービスを提供

・T3サービスについては、ボランティア及びプロのドライバーを確保するとともに、T-
TOSSによる需要の把握と配車を実施し、効率的な運用を実施

・IFやマーケティングパートナー(MP)に対してもフリートによる輸送サービスを提供。
選手村から遠距離にある霞ヶ関カンツリー倶楽部までは、フリートによる選手輸送
サービス(TA Golf)を提供。

*東京大会で初めて採用した輸送運行支援システム（T-TOSS=Toyota -Transport 
Operation Support System）

使用実績
オリンピック パラリンピック

期間 使用台数 期間 使用台数

T1/T2 7/22 - 8/11 635 8/23 - 9/6 340

T3 7/  7 - 8/11 600 8/15 - 9/8 425

TA Golf 7/24 - 8/  8 96 － －

NOC/NPC 7/  7 - 8/11 654 8/15 - 9/8 395

IF 7/13 - 8/11 88 8/14 - 9/8 22

MP 7/16 - 8/11 78 8/17 - 9/8 58

※これらの他、組織委員会のFAやOBS等に割り当てた車両がある

車両基地（築地デポ）に駐車したフリート車両

T1/T2車両（後方は大会関係者バス）

T3乗降場とT3車両
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17.6 交通マネジメント

 大会関係者及び観客の安全で円滑な輸送と、社会経済活動や都市活動の安定との両立を図るため、交
通マネジメントを実施

 2019年7月の試行を経て、2021年の大会本番では、道路交通において、①交通需要マネジメント
（TDM）、②料金施策による交通需要調整、③交通システムマネジメント（TSM）を実施し、大会
期間中はORN/PRNでの渋滞がほぼ抑制された ⇒ 選手や大会関係者を安全・円滑に輸送

 TDMは、多くの企業や市民の協力を得る必要があるため、2020TDM推進プロジェクト(参加団体：約5.2万

社・事業所、約900団体)を立ち上げ、企業の方々へテレワーク・時差出勤の推進、配送時間・ルートの変更な
ど、交通混雑緩和に向けた取組への参加を呼びかけ

 改正オリパラ特措法（令和2年11月成立）により、令和3年に限り、3つの祝日を移動させる特例措置
を講じ、大会時における国民の機運醸成と交通混雑の緩和が図られた

 公共交通では、TDMを含めた公共交通輸送マネジメントを計画・準備。有観客とした地方会場で実施

交通需要マネジメント（TDM）
(働きかけによる交通需要低減)

料金施策
（首都高速道路における交通需要調整）

交通システムマネジメント(TSM)
(交通規制等)

道路交通マネジメント

【2021年の祝日の移動】

【道路交通マネジメントを構成する3つの取組】
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約100万台/日

118万台/日

92万台/日

62万台/日

90万台/日

64万台/日

125万台/日

大会関係車両の増
最大30%減を
目指す

①働きかけTDM、②首都高速の料金施策
③TSM(交通規制)

17.6 交通マネジメント（道路交通）

●実施なし ＜2019/8/2(金)16:00＞●実施中 ＜2021/7/30(金)16:00＞

➢ 道路交通マネジメント（TDM、料金施策、TSM）の実施期間：7月19日～8月9日、8月24日～9月5日
➢ 大会期間中の首都高速道路の日交通量は、平日：約1~2割減、休日：約2~3割減（※いずれも対2019年比）
➢ TSMは高速道路における本線料金所通行制限や入口閉鎖等、一般道における信号調整や駐車対策等を実施

◆交通状況の比較（対2019年）

：ORN

凡例

➢ 夜間の料金5割引
0～4時、首都高全線
ETC搭載全車両を対象

➢ 日中時間帯の1,000円料金上乗せ
6～22時、首都高都内区間
マイカー等を対象

●交通量の実績

【出典：国土交通省】

◆首都高速道路における料金施策

(2021.7.23~8.9、8.24~9.5)

オリパラ
該当期間
対策なし

（平日最大）

平日平均 休日平均 平日平均 休日平均

90～80万台/日

オリンピック期間中
(2021.7.23~8.9の実績)

パラリンピック期間中
(2021.8.24~9.5の実績)

通常期
（平日平均）
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17.6 交通マネジメント（輸送広報）

・市民・企業等に対し、大会時の交通対策や、交通需要の抑制等について、広く協力を得るため、
ウェブ、チラシ・ポスター、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
した広報を展開

・実施に当たっては、関係機関が保有する広報媒体や窓口等での掲出にご協力いただくことで、広範
囲かつ多方面での広報を展開

TDMのテレビCM（東京都）

交通マネジメントのポスター
（組織委員会）

料金施策のポスター

（首都高速道路）

TDMのバナー広告（内閣官房）

【配布枚数】
・リーフレット

76万部
・ポスター

1,600部
・自動車税納税通知書

封入チラシ
230万部（都内）

・広域う回のお知らせ
52,000部
内訳）

埼 玉：20,000部
千 葉：17,000部
神奈川：15,000部

横断歩道に掲げた横断幕
（組織委員会・東京都）
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17.6 交通マネジメント（輸送広報）
大会期間中は、情報の発信だけでなく、関係機関の協力も得て、問い合わせに対応するための体

制を整えた。大会終了後には、多くの企業や市民の協力に対し、感謝の意を表する取組を行った。

 大会期間中(7/19～9/5)の問い合わせ実績
・組織委員会 2,598件

（うち、会場周辺交通対策 58%、TSM 29%、料金施策 4%、その他 9%）
・東京都 1,506件

（うち、交通対策 約71％、大会について 約12％、大会関係車両 約3％、その他 約15%）
・日本道路交通情報センター 33,712件

（うち、道路交通状況 85%、経路案内 4%、交通予測 2%、料金 1%、その他 8%）
・首都高速道路 約22,200件
・東日本高速道路 約5,500件（8/10~23を除く）
・中日本高速道路 約800件

 大会終了後の広報
大会終了後に、首都高速道路及び一般道において、各道路管理者の協力を得て、道路利用者向けの感謝メッ

セージを表示
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17.7 輸送にあたってのコロナ対策
大会関係車両における新型コロナウイルスの感染症対策として、以下を実施

【大会関係車両の対策】
・フリートについては、運転席と後席との間にパーティションを設置するとともに、車内の換気、消毒等を徹底
・バスについては、運転席の後席を不使用とし、フリートと同様、車内の換気や消毒等を徹底

【バスの増便等による対応】
・バス車内のフィジカル・ディスタンスの確保が課題であったことから、混雑するルートや時間帯に関する情報を

収集した上で、順次、予備車を投入し、バスの輸送力を増強

・メディアが宿泊するホテルについて、防疫対策として国から要請があり、ホテルを集約するとともに、複数のホテ
ルに対し1か所設けていたミーティングポイント（TMバス乗降場）を廃止し、全てのメディアホテルについて、
ホテルの敷地内又はその隣接地にTMバス乗降場を設定。これに伴い、TMバスホテル便のルート数（東京圏）が
当初の37ルートから57ルートに増加したため、バスを増車。また、バスの乗車人員が概ね45人のところを30人
に設定し、車内の密を回避するため、バスを増便。これらの取組により安全・円滑なメディア輸送を実施。

・選手村のTAモールにおいては、練習期間の短縮に伴い、練習会場行きのバスの需要が当初の想定を超えるような
事態も一時的に発生したが、増便等により対応

TMバスに掲示した
乗車定員30人のマーク

MTM（ﾒﾃﾞｨｱﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄﾓｰﾙ）とMPC間の巡回バスでも需要
が大きい時間帯に運行間隔を10分から5分に短縮・増便
し、輸送力を増強することで、乗車するメディア関係者
のフィジカル・ディスタンスを確保

フリート車内に設置したパー
ティション

再 掲
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17.7 輸送にあたってのコロナ対策
【都市間輸送における対策】
・札幌や仙台への移動にあたっては、「東京2020大会新型コロ

ナウイルス感染症対策調整会議」で検討された変異株等に対応
した追加的な対策として、全ての移動手段は貸切（新幹線の一
両借り等）に限り、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（チャーター機等）を実施

・伊豆・富士へは専用バスによる都市間輸送を実施

【公共交通に代わる輸送サービスの提供】
・国の防疫措置により、入国後14日間は公共交通を使用するこ

とができない大会関係者*1
を輸送するため、タクシー車両をハ

イヤー車両に臨時的に流用する国の特例制度を活用した輸送
サービス（TCT*2

サービス）を提供
※1 選手等、IFについては、15日目以降も公共交通の利用はできない。
※2 TCT=Transport by Chartered Taxi

新幹線での移動にあたっては、駅構内に警備員
を配置し、選手団と一般利用者の動線を分離

選手村におけるTCT乗降場

再 掲
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17.8 地方会場における輸送の取組

地方会場（北海道、宮城県、福島県、茨城県、神奈川県（江の島）、静岡県）でも、各
道県輸送連絡調整会議を設置し、国、道県を含む関係自治体、道県警察をはじめ、鉄
道・バス事業者、商工会議所等と入念な準備を実施。

大会期間中もこれら関係機関等と緊密に連携し、広報チラシの配布や道路情報板を活用
したTDMや広域的なう回案内の呼びかけを実施。

これらの取組により、選手や大会関係者を安全・円滑に輸送。

■静岡県では、伊豆スカイラインの無料化による交通の転換を図る
とともに、混雑緩和を図る広域的な広報を展開するなど、独自の
取組により、輸送ルートの混雑緩和を図り、選手や大会関係者を
安全・円滑な輸送を実施。

■宮城県及び静岡県においては、適切なコロナ対策を講じたうえで、
観客輸送を実施。一部路線の終電延長など臨時列車の運行や、事
前予約制の観客シャトルバスを運行。

■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向けに、
事前予約制のアクセシブルシャトルとアクセシブル駐車場を運用
し、安全・円滑な観客輸送を実施。

出典：静岡県道路公社HP
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17.9 ロジスティクスのオペレーション

◇競技馬の円滑な輸送

我が国では過去に類を見ない大量の競技馬の輸送を実現した。

海外からの航空輸送では、欧州からのチャーター機の羽田空港にお
ける発着枠・駐機場の確保が必要となった。

国内輸送（空港⇔馬事公苑、馬事公苑⇔海の森クロスカントリー
コース）では、関係機関の協力を得て、馬運車及び警備車両の緻密な
運行を行い、競技馬を円滑に輸送した。

■競技馬輸送頭数：オリンピック約300頭 パラリンピック約78頭

◇大会物流パートナーとの緊密な連携

大会物品の配送について、大量のトラックを予め準備し、競技種目によっては深夜や早朝にトラックを手配し、競

技会場のほか選手村や分村、空港等に、荷下ろしをする人員を配置することで大会の進行を支えた。

その大会輸送を円滑に進めるため、オリンピック開村時からパラリンピック閉村時まで、大会物流パートナーであ
るヤマトホールディングス社と毎日定例会議を持ち、課題の把握、
解決策の協議・決定を迅速に行い、トラック*や人員の機動的な配置
により緊急事案等に的確に対処した。

こうした取組により、選手が携行する手荷物・競技備品について、
紛失が生じなかった。

■トラック稼働延べ台数(オリ・パラ計) 8,000台
■物流スタッフ延べ人数(オリ・パラ計) 62,000人

*10トン車（大型）、4トン車（中型）、2トン車（小型）

空港で選手の手荷物を荷下ろし

空港での馬の乗車
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17.9 ロジスティクスのオペレーション

◇大会延期に伴う大会運営倉庫（MDC）の確保と運営

大会延期前に確保したMDC2棟のうち1棟の契約が延長できず、2020年7月に新たなMDCを確保した。この2棟に

より、バンプインからバンプアウトまでを通じて必要な物品保管が可能となった。

■MDC流山 保管面積37,000㎡ 主にTEC機器の保管、OBSが使用

■MDC印西 保管面積39,000㎡ 主に競技備品を保管、OMEGA、Panasonicが使用

◇大会延期に伴う家具・什器・備品（共通FF&E）の調達
共通FF&Eは、延期後に生じた製造・保管コスト等に係る複数のサプライヤーとの協議を経て、大会延期前に締結

した契約を2020年12月に変更し、大会運営に必要な共通FF&Eを確保できた。

サプライヤー等と連携した適切な管理によって、共通FF&Eの滅失及び破損はほとんど生じなかった。

■FF&E調達個数（オリンピック・パラリンピック計） 椅子10万脚 鉄柵4万台

MDC印西に戻ってきた大会物品 MPCに納品されたFF&E
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⚫複雑な大会輸送オペレーションのIT化を実現した。

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、輸送運行支援システムを
運用するスタッフ等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。

対応として、IOC・IPC・パートナー企業などと連携するとともに、スタッフやドライバーの
習熟度が高まりシステムを適切に運用できるようになったことで、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。

⚫道路交通マネジメントの展開により、安全・円滑かつ効率的で信頼性の高い輸送を
実現した。

交通需要マネジメント(TDM)、首都高速道路の料金施策、交通システムマネジメント(TSM) 
の3つの取組により、大会時には、道路交通状況が良好となった。

17.10 輸送総括
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⚫ 8月4日、陸上競技（110m障害）準決勝に出場予定のジャ
マイカの選手が、オリンピック・スタジアム行バスに乗る
べきところ、海の森水上競技場行のバスに乗り間違えてし
まった。

⚫ 選手村まで戻ってオリンピック・スタジアム行のバスに乗
り換えていては競技に間に合わないことから、会場輸送ス
タッフが組織委員会が提供するTCTサービスで会場に直行
できるよう手配した。

⚫ 無事、競技に間に合った選手は、当日の準決勝を2位で通
過、翌日の決勝では優勝し、見事に金メダルを獲得。選手
は、日を改め、海の森水上競技会場に再び赴き、臨機応変
に対応したスタッフに、金メダルの報告とお礼を直接伝え
ることができた。

⚫ 後日、ジャマイカ大使館では、スタッフに感謝を伝える式
典が開催された。

式典での記念撮影（左から2人目がスタッフ本人）

【アスリートを救ったスタッフの機転】

【おもてなし】
⚫ 出国するため、選手村から

空港に向かう選手を乗せた
バスをミライトワとソメイ
ティが見送った。
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18．警備



 組織委員会は、47都道府県553社が加盟した東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大会警備共同企業体
（警備JV）等の警備員（のべ51.7万人）、自衛隊（約
7,600名）の協力を得て、自主警備体制を中心とした大会
警備を実施。
セキュリティカメラは約8,000台を運用。

 内閣官房設置の「セキュリティ調整センター」において、
警察、消防、海上保安庁等のセキュリティ関係機関間の必
要な活動調整と情報共有を実施し、自主警備体制と関係機
関の円滑な連携を実現。

 大会関係施設等の警戒警備には、警察・消防・海上保安庁
からも最大の人員装備が投入され、大会関係者及び観客等
の安全・安心を確保。

競技会場内の警戒
［警察］

選手村外周の洋上警戒
［海上保安庁］

会場における手荷物検査
［自主警備］

18.1 警備・セキュリティ対策（概要）
東京2020大会期間中におけるセキュリティ体制

FOPの救急車配置
［消防］
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■ベニュー
47対象（一都三県40対象、一都三県外７対象）

■大会関係施設（ファシリティ）
83対象（一都三県74対象、一都三県外9対象）

■練習会場
52対象（一都三県43対象、一都三県外9対象）

■PCP・会場周辺駐車場
53対象（一都三県46対象、一都三県外7対象）

■交通規制
29対象（一都三県23対象、一都三県外6対象）

■路上競技
4対象（一都三県 3対象、一都三県外1対象）

■聖火リレー
2対象（OTR、PTR)

■海外関係者メディアホテル
192対象（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ156対象、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ36対象）

18.2 警備 実績概要

警備対象範囲 警備JV構成会社数

553 社

(東京都のみ= 238 社、1都3県= 363 社）

最大時警備員数（最大拠出日の人数）

7月30日 約 14,000 人

（うち警備JV＝約 11,900 人）

延べ警備員数

約 517,700 人

警備JVとしての警備期間（1/5～9/30）で算出
（うち警備JV＝約 467,300 人）

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ期間：7/23～8/8 約 199,600 人
（うち警備JV＝約 174,700人 ）

・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ期間：8/24～9/5 約 93,600 人
（うち警備JV＝約 91,800人 ）
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18.3 GSCCの運営

■運営上の成果
・政府の緊急事態対処機関である内閣官房事態室を手本にGSCCの設計に早期に着手し、政府が長期間かけて培った緊急

時体制を踏まえたシステムを構築した。
・本番時には警察、消防のみならず、海上保安庁、内閣官房等幅広くリエゾンの派遣を受けた。さらに、部外者

のGSCCへの立ち入りを防止すべく、ディシジョンルームを設け、秘密の保持と取組紹介の両立を図った。

■運営上の課題
・限られた人員によりシフトを組む必要があったため、体調不良等で欠員が生じた際の補完要員の確保が課題であった。

■対応
・当番員以外を緊急時のバックアップ要員とし、非常呼集体制を確立した。
・行動管理と基本的な感染症防止対策などの健康管理を勤務員に徹底させ、欠員を生じさせない措置を講じた。
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システム・人員配置における課題と対応

■映像監視システム

・落雷・豪雨が発生したが、保守拠点・GSCCは24時間、各ベニューは競技時間中待機対応

していた保守要員をフル稼働し、運用安定化を図った。

■アクセスコントロールシステム

・台風に伴う一時退避や落雷・豪雨によりシステムが一時的に動作しない場合が発生したが、

モバイル端末運用や目視運用に切り替え対応した。

■スクリーニング資機材

・X線検査装置を屋外で使用することに伴う風雨・湿度の影響か、通常利用時に比べてメン

テナンス要請が発生したが、部品交換・機器交換等を行い解消した。PSAにおいて、台風

及び強風発生に伴い、テント退避が急遽必要となった際、一部のベニューにおいて警備員

等による退避作業を行った。

■警備員

・無観客開催やコロナ対策（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・増員等が急遽発生したが、警備JV・セコム・ALSOKとの緊密な連携により、

緊急要請に応じて警備を実施した。

18.4 大会中に生じた課題と対応
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18.4 大会中に生じた課題と対応

濃厚接触者に指定されたアスリート・関係者に対するスクリーニング対応

持込禁止物品関係

・ 新型コロナウイルス感染濃厚接触者に指定された選手等に対する競技・練習機会の提供のため、選手村や
選手ホテル等からの個別の輸送、スクリーニング対応が必要となり、NCS・FAなど関係FAとスクリーニング
方法等を含めた検討を行い、即座の対応に努めた。

・ 濃厚接触者の輸送については、輸送人員、輸送時間の変更、また事前登録
のない車両・ドライバーへの対応が必要な中、ベニューチーム（VGM、VEM、
SPT、SEC）及びNCSとの緊密な連携な下、会場へのスムーズかつ安全性を
確保した入場に十分配慮したオペレーションを実施することができた。

・ 持込禁止物品については、プレスリリースや各種媒体等を活用した事前広報により周知徹底を図ったものの、
関係者や有観客会場において、十徳ナイフやお土産で購入した包丁等の危険物がPSAのスクリーニング検査で
発見された。

・ 危険物は自主廃棄処分等として対応したが、こうした状況を踏まえると、
持込禁止物品に対する事前広報について、入場者や会場の特性等に応じた
工夫に検討の余地がある。

・ 大会期間中スクリーニングにおいて発見された主な持込禁止物品件数
観客用PSA：ナイフ5件
関係者用PSA：ナイフ9件、包丁4件、ハサミ3件
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19．テクノロジー・サイバーセキュリティ



439

⚫いくつか大会期間中のトラブル・混乱はあったが、いずれも迅速な対応・解
決を行い、総じて大会期間中を通してテクノロジーの安定運用を実現した。

⚫ コロナ禍での開催をうけて、過去大会以上に大会運営にはテクノロジーやデジタルツール
の活用が求められ、その都度、比較的短期間での導入・活用を実現した。

⚫ 急遽導入した一部の業務支援システムで、運用面での習熟不足・準備不足による初期の混
乱はあったが、システム自体は終始安定して稼働していたこともあり、迅速な混乱回避・
トラブル対応を実現できた。

⚫サイバーセキュリティ対策の成功は、何年にもわたる専門人材やパート
ナー・サプライヤー・政府等による知恵と努力により実現できた。

⚫ 結果的に大会運営に影響を及ぼすインシデントが観測されなかったことは、決して偶然で
はなく、① 何年もかけて構築・浸透させてきた情報セキュリティのガバナンス・ルール、
② パートナー・サプライヤー・政府等とともにプロアクティブに実施してきたセキュリ
ティ対策、③ 繰り返し実施してきたIT環境の棚卸し監査と実践演習、④ 大会期間中のグ
ローバルなステークホルダの協力（インシデント発生時の迅速な対応）、といった成功要
因が寄与していると考えられる。

19.1 テクノロジー・サイバーセキュリティ総括



19.2 大会期間中に発生した課題と対応

• Tokyo2020 ICONで、ユーザ側での登録シート未提出に起因して
ユーザ登録などができないといった事例が多発。（7/9-11）

⇒改めてのユーザ周知とエラーメッセージを分かり易くする改修を行い解決。
（7/12）

• MPCおよびオリンピックスタジアムのプレス席において、関係者
用Wi-Fiがつながりにくい事例が発生。（7/21および7/23 開会
式）

⇒Wi-Fi電波状況を改善するために、とくにプレス席が混み合う会場においてアクセス
ポイントの位置変更･増設･チューニングを実施。併せて電波干渉を助長するモバイ
ルWi-Fi停止の呼びかけと、有線接続用アダプタケーブルの配布を実施。これらによ
り全会場で問題解決。（7/22-29）

• メディア向け競技結果配信システム用の専用端末（INFO Kiosk）
の動作が不安定になる事例が発生。（7/24）

⇒ユーザにはMyINFOでの代替を呼びかけたうえで、全会場で専用端末の運用を停止
し、抜本的改修をリモートで全端末に反映し問題解決。（7/26-27）
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19.3 大会期間中に取り扱ったインシデントの統計値
• 大会期間中を通して、過去大会と比較して安定したテクノロジー

運用を実現。
➢とくに重要度の高いインシデント（重要度1および2の合計値）は、オリン

ピック直前および期間中の4週間の登録数をもって過去大会と比較すると、
1/5～1/3に留まっている。
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大会直前および大会期間中に登録されたインシデントおよびサービス要求の統計値

【重要度の定義】
重要度１：重要システム/サービスが動作していない。 重要度３：システム/サービスの構成要素が動作せず複数のユーザに影響がある。
重要度２：重要システム/サービスが危険にさらされている。 重要度４：システム/サービスの構成要素が動作せず特定のユーザのみに影響がある。

集計期間
* 比較のためオリ閉会式から遡った4週間で集計

インシデント サービス
要求重要度１ 重要度２ 重要度３ 重要度４

東京2020大会のオリンピック直前＋オリンピック期間中
（合計4週間）:7/12～8/8*

12 35 1,091 6,755 9,808

合計 47 合計 17,654

リオ2016大会のオリンピック直前＋オリンピック期間中
（合計４週間）:7/25～8/21*

30 203
合計 32,673

合計 233

ロンドン2012大会のオリンピック直前＋オリンピック期間中
（合計４週間）:7/16～8/12*

21 111
合計 25,473

合計 132

東京2020大会の移行期間中の8/9～8/19 0 0 46 577 1,818

東京2020大会のパラリンピック直前+パラリンピック期間中：
8/20～9/5

0 4 236 1,229 2,324



19.4 競技運営に関わるテクノロジー

• メディア向け競技結果配信システム
（MyINFO）は、オリンピック16,000
ユーザ／パラリンピック6,700ユーザ
が利用。（過去大会ではシステム上10,000
ユーザまでしか収容できなかった）

• RHB向けコメンテータ情報配信システ
ム（CIS）は、ピーク時にオリンピッ
ク450ユーザ／パラリンピック110
ユーザが利用。（過去大会ではシステム上
300ユーザまでしか収容できなかった）

• ビデオ判定システムはオリンピック30
競技／パラリンピック13競技で導入。
（過去大会ではそれぞれ20競技／5競技）

MyINFO

ビデオ判定システム

© Tokyo2020

© Tokyo2020
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19.5 大会運営に関わる情報システム

• アクレディテーション管理などの
大会運営システム（OMS: Olympic 

Management System）での管理対
象者はオリンピック42万人・パラ
リンピック31万人。(ロンドン2012
大会ではオリンピック28万人、リオ
2016大会ではオリンピック23万人)

• FA業務を支える個別のアプリケー
ションとしては、全66アプリと
120サイトを開発・提供。
➢感染症対策業務支援システム（登録対

象者延べ49万）

➢フリート予約システム（9,900ユーザ）

➢車両許可証申請システム（2,000ユー
ザ）

➢プレス向け取材予約システム（1,200
ユーザ）など 感染症対策業務支援システム Tokyo 2020 ICON

アクレディテーションシステム

© Tokyo2020

© Tokyo2020
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19.5 大会運営に関わる情報システム

Tokyo 2020 ICON（感染症対策業務支援システム）

登録された
コロナ対策責任者

本邦活動計画書
承認

承認された本邦活動計画書上
入国が予定されていた者

健康状態
管理

OCHA
アクティベート数

検査証明書
発行

6,900人 1.4万件 6.5万人 179万件* 7.2万人* 5.3万件
(主な実績)

1. 政府と連携した大会関係者の
入国申請・許可

➢ 円滑な入国の実現

2. 健康モニタリング

3. スクリーニング検査結果管理

➢ 感染症対策センターにおけるイ
ンシデント管理

• ICONは、アクレディテーションに紐づく参加者情報を一元的に管理し、CLOや感染症対
策センター等が行う感染防止業務に大きく貢献

• 他方、ROによるCLO選任の遅れやアクレディテーションシステムにおける一部情報不備、検査の予
算・仕様の確定の遅れ等があり、既存システムや外部システムとの情報連携に課題が生じ、システ
ム所管部署、空港、検査オペレーションの現場に大きな負担がかかった。

*健康状態管理の入力件数は1,787,447件であり、利用者数71,802人(海外:52,103人、国内:19,699人)に対する単純平均で考えると、一人当たり24回の入力を行っていた
ことになる。入国後最初の14日間及び選手村滞在期間（原則競技の5日前入村、2日後退村）が入力義務の対象であり、大会関係者はその責務を果たしていたと評価できる。

*実際の入国者数（7/1以降）は、54,247人。

(海外:5.2万人、国内2.0万人)
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＜システム開発、基礎データの連携、入国事務＞

＜健康情報管理、検査結果管理＞

• 2月中旬以降、プレイブックにおいてコロナ対策責任者(CLO)設置の必要性を周知
• 4月下旬～5月中旬 CLOの登録を各国団体に依頼

※ 組織委員会側では、提出されたCLOと既に参加登録されていた各参加者のアクレディテーション番号を関連付け

• 原則入国の4週間前の提出を各責任組織(RO)に要請。提出は原則ICON経由（諸事情により不可の場合はメール）
• ICONの稼働が5月31日であり、そこから短期間で1万4千通の書類をチェック。組織委員会で一次審査をした後、

政府において最終承認を行った。本業務の遂行に当たっては、政府や水際対策部署にも多大なご協力を賜った。
• なお、承認された本邦活動計画書上入国が予定されていた者（6.5万人）が実際の入国者（54,247人）を上回って

いる。これは、春先において各国の入国予定者はロングリスト（実際には入国しない者も含め幅広に登録されてい
た。特にNOCにおいては、競技によって出場権の決定が7月の直前にずれ込んだ者もある）に基づき登録されてい
たことによると考えられる。

• また、各ROによるCLOの選任の遅れやアクレディテーション情報入力時点でパスポート情報の入れ間違いが多数見
つかる等のトラブルがあったが、システム所管部署(TEC)とシステム事業者、空港現場(AND)やSEC、MOCにて運
用で対応

STEP 1 CLOの決定、登録

STEP 2 本邦活動計画書の提出、審査

• 長崎のクルーズ船対応を参考にした選手村における健康情報の管理や、その他の関係者の入国事務や健康情報管理
のため2020年中より企図。各種調整を経て2021年5月に稼働

STEP 0 ICONの開発

19.5 ICONの運用について

• 感染症対策センターやCLOの効果的な対応に繋げるため、健康情報の未入力や検査回数の不足等がみられた場合は、
自動アラートや検査結果一覧表示により、CLO等が該当者に対し入力や受検を促せる仕組みとして構築

• 限定的ではあるが、スクリーニング検査の結果がICONに反映されない不具合が見られた。原因は、各会場におけ
る被検者の検体提出時の登録ミスなどと見られるが、システム所管部署(TEC)とシステム事業者、検査所管部署
(MED)と検査会社、各ステークホルダーオーナーFAとMOCにて運用で対応
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＜検査証明書発行＞
• 2020年12月の東京オリンピック・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の中

間取りまとめでは、選手向けコロナ対策は明確となったが、その他の大会関係者向けの対策は未だ検討途上であっ
た。その後、2021年4月のコロナ対策調整会議において、関係者の扱いが明確になり、公共交通を使用しないこと
等が決定。

⇨ 帰国時に必要な検査証明書について、当初は市中の検査機関の利用が想定されていたが、別途対応を行う必
要が生じた。また、海外のステークホルダーからも強い要望があった。

• 5月～6月に各国の入国要件をIOCと組織委員会で調査した結果、8割程度の国が組織委員会の行うスクリーニング
検査で対応可能であることが分かった。このため、スクリーニング検査の結果に基づいてICONから検査証明書を
発行できる体制を整えた。

• なお、スクリーニング検査事業者の決定が大会直前にずれ込み、検査事業者のシステムとICONとの連携を実装す
るためのリードタイムが不足した。このため、システム所管部署(TEC)とシステム事業者、検査所管部署(MED)と
検査会社、MOCの職員に多大な負担をかけたが、各関係者の尽力により乗り切ることが出来た。

19.5 ICONの運用について

総括
ICONの導入は、DX（デジタルトランスフォーメーション）時代に即した取組となった。

入国申請・許可の事務は2020年に入ってからもメールでのやり取りだったが、ICONの導入により、政府、世界中のRO、
組織委員会の間で情報共有を行い、何とか数万人の入国の事前申請に対応できた。また、国が開発したOCHAとICONと
の連携により、OCHAを利用した入国者に対しては比較的スムースなCIQの空港プロセスとなったと考えられる。

健康情報の管理についても、検査結果に関する検査会社のシステムとICONとの連携、健康情報に関するOCHAとICON
との連携により、ルールに沿った定期的な検査や健康管理の実施、検査証明の発行を行うことができ、大会の安全な運
営や関係者の円滑な出国につなげることができた。

重要なシステム要件の結果や変更が年度明けも続き、事前テストもほぼ行わずに運用初日を迎えた事務もあるなど、大
小様々な問題が生じた（例えば、入国書面の記載ぶりについて、入国目的の記述例が不適切ではないかと国内で問題視
され、多くの海外ステークホルダーに書面の出し直しを求め、結果として書類の提出が遅れるステークホルダーも数多
く出た。また、検査事業者の決定が遅れ、運用連携を詰め切れず粗さが残る中での業務開始となった）。こうした問題
については、システム開発や検査、MOCの担当者や事業者の運用努力で乗り越えることになった。前例の無い中での対
応であったので、システム要件の決定が遅すぎたということはできないが、大規模システム開発に当たっては、リード
タイムを十分に考慮した意思決定が望ましいと考えられる。

446



19.6 大会を支えるインフラ・機器

• 国際放送センターと競技会場をつなぐ放送用回線は、光ファイ
バー延べ1,900kmと専用線延べ10,000km

• 大会用データネットワークは、光ファイバ1,200km、メタルケー
ブル3,900km、WAN回線5,000km、ネットワーク機器1万6千台
（インターネットはWi-Fiが1.1万アクセスポイント、有線が3万ポート／携帯
電話19,600台（職員・ステークホルダ向けのみ）／モバイルWi-Fiルータ3,000台
／固定電話2,800台／CATV用STB6,800台）

オリンピックスタジアムの通信機械室

• 国内データセンター2か所（設置
サーバ：35台（物理）・220台（仮想
サーバ）／ストレージ総容量：490TB）

• 会場機器（PC端末17,000台／会場設
置サーバ160台／プリンター・複合機
2,900台／モニター30,000台）

• 無線（周波数申請件数85,000件、承認
件数64,000件／業務用無線機15,000
台） © Tokyo2020
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19.6 大会を支えるインフラ・機器

次世代の業務用無線システム

• 業務用無線機15,000台のうち6,300台は、オリンピックで初めて
次世代無線方式PS-LTE（公共安全LTE）を本格採用。
➢会場内の基地局144か所、広域をカバーする会場外の大型基地局7か所、合

計600のトークグループ（チャンネル）で運用

➢23会場（国際放送センター、メインプレスセンター、選手村を含む）にお
いて輸送・警備・医療など合計33のFA業務およびOBS業務で利用

PS-LTE方式の無線端末

• 大会期間中をとおして安定運用
を実現。
➢使い勝手に関するユーザからの

フィードバックを収集中

• 機器はすべてレガシーとして商
用サービスに転用。

大型基地局

© Tokyo2020
© Tokyo2020
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19.7 サイバーセキュリティの対応

• 組織委員会や大会関係者に対するサイバー攻撃の兆候（セキュリ
ティインシデント）を、2019年11月から多数観測。この時点か
ら大会環境への侵入を許さなかったことが、最終的に大会期間中
の安定運用に寄与。

• 大会期間中は、とくにステークホルダがインターネットを利用す
る環境において、端末の脆弱性を狙った不正通信を観測するも、
通信遮断などを実施して対応。

公式Web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

• 公式Webサイトへの不正通信
も含め、大会期間中に通信遮
断したセキュリティイベント
は、合計で4億5千万回。

• 結果的に、大会運営に影響を
及ぼすサイバー攻撃は確認さ
れなかった。

オリンピック パラリンピック

公式Webｻｲﾄ・ﾓ ﾞｲﾙｱﾌﾟ 
でブロックされた不正通信
はオリンピック開会式前後
に集中（4億5千万回の一部）

総アクセス量（ページビュー）

ブロックされた通信
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テクノロジーオペレーションセンター（TOC）

2019年6月（テストイベント開始前）にオープン
大会期間中は171シート、551名が24時間体制で勤務

© Tokyo2020
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20．技術力の発信・イノベーションへの取組



 水素の利用
・ 聖火台、トーチ、燃料電池車を約500台導入
・ 東京都においても燃料電池バスを順次導入
・ 福島県浪江町で太陽光発電を利用して生産された水素も活用

 ロボットと人が協働する姿を発信

・ 自律運転機能を有するロボットを活用（投てき競技など）。
・ パワーアシストスーツを活用。

 温度上昇しやすい高輝度プロジェクターにおいて、温度
変化に敏感な赤色レーザーを導入

[フィールド競技サポートロボット（FSR）]

[東京オリンピックの開会式]
（2021年7月23日）

[パワーアシストスーツ]

[燃料電池バス]

[福島水素エネルギー研究フィールド]
（福島県浪江町）

 入場時における本人確認に顔認証システムを採用。警備
員との接触や混雑による密も回避

 多言語翻訳技術を活用し、施設内でのアナウンス等を多
言語で文字配信。大会ボランティアにおいても、多言語
翻訳アプリ「ボイストラ」を活用

[聖火台]

20.1 技術力の発信（概要）

 その他、配車等モバイルアプリ、自動採点システム、
キャッシュレスなどの技術を活用

[顔認証システム]
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・大会を契機としたバリアフ

リーな社会の構築

・持続可能性への配慮

・安心・安全な社会の整備

例）大会関係者の入場における

顔認証システムの導入、燃

料電池自動車、自動運転 等

・大会への新しい参画の仕方

・若者の新しい参画の枠組み

例）小学生投票によるマスコッ

ト選定、小型家電から回収

したリサイクル金属による

メダル製作 等

・スポーツの新しい観方

・スポーツの新しい楽しみ方

・デジタル技術を使った判定

例）アーバンスポーツエリアな

ど従来の会場とは異なる観

方等

ビジョンを実現するためのイノベーションの視点として、大会ビジョンの

「世界にポジティブな改革をもたらす」を実現するために、三つの視点で企画・実施

視点1

スポーツの

イノベーション

視点2

参画における

イノベーション

視点3

社会の未来を変える

イノベーション

20.2 東京2020大会でのイノベーションへの取組の考え方

⚫ 新しい映像技術を使った競技観戦、SNSなどを使った応援など、イノベーションを駆使した新しいスポーツの楽しみ方
を提供。

⚫ コロナ禍で、会場外からの応援メッセージ。

⚫ オンサイト、リモート双方での新しい楽しみ方の提示は、コロナ後も含めた今後の様々な選択肢の提供に結びつくもの。
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✓大会史上初の取組として、大会期間中の
全ての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した。

✓全競技会場、選手村、IBC（国際放送
センター）、MPC（メインプレス
センター）等48箇所に、303レーン設置した。
延べ650万回（競技開催期間400万回）の
顔認証を実施し、ピーク時には1日あたり
延べ17万人の入場で利用した。

✓コロナ感染症対策として選手村エリアの密回
避のため不特定多数が訪れる各施設
(MDH（メインダイニングホール）、ビレッ
ジプラザ、MFC（マルチファンク
ションコンプレックス))に混雑検知センサー
を34箇所設置した。画像解析技術を利用し
て混雑度合いを測定し、利用者に発信した。

20.3 先進技術の活用【警備】
アクセスコントロールシステム 混雑検知システム
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20.4 先端技術の活用（SPP）

• セーリングでは、5G技術を活用し、ドローンで撮影した8Kの高解

像度競技映像をリアルタイムで会場内の大型スクリーンに配信した。

• 陸上男女100m決勝では、ARプロジェクションマッピングを活用

した選手紹介を展開。大会初となるOBSとの放送連携を実現し、

全世界に新しい視聴体験を提供した。

• SNSを活用し、世界中から応援動画や声援を集め、会場内ビデオ

ボードに配信。合わせて、ゴールした選手と家族や友人をリアルで

繋ぐモニターを設置し、新たなリモート観戦体験を実現した

（ATHLETE MOMENT）。
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20.4 セーリング競技における5Gを活用した競技映像の提供
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20.4 陸上競技100m決勝におけるプロジェクションマッピング

写真：パナソニック(株)から提供
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20.4 リモート応援企画
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20.4 ATHLETE MOMENT
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① TOKYO 2020 未来
のスポーツ観戦プロジェ

クト

5G×最新技術の組み合わせにより、セーリン
グ、水泳、ゴルフの各競技において新しいス
ポーツ観戦スタイルを提供した

＜施策名＞ ＜実施内容＞

⑤ 東京2020ロボットプ
ロジェクト

各種ロボットが、非接触、省力化、遠隔参加
といった観点で大会を支援（例：マスコット
型ロボ、案内ロボ、パワーアシストスーツ、
競技支援ロボ、掃除・警備ロボ）

プラネタリウム等のドーム型スクリーン上映
会場にて、まるで競技会場にいるような臨場
感・一体感を提供
日本科学未来館では超高臨場感通信技術
Kirari!を用いた臨場感体験も実施

障がいや病気等で移動が困難な子供たちに、
VR技術・ロボットの活用、JOCとの連携によ
る選手とのふれあいの場の提供などで、競技
会場や大会関連施設を訪れたような新しい観
戦体験を届ける

②TOKYO 2020 5G 
PROJECT

③ バリアフリーVR観戦

”未来のスターの指定席”

④ Tokyo 2020 
"Make The Beat!" 

SNSを活用し、世界中から多くの応援を選手
に届けるとともに、会場での観戦ができない
観客に対し、大会参加機会を提供

安全・サービス上の問題なく、当初の目的に即
して施策を遂行できた。史上初めてロボットが
人の役に立った大会として、有識者の先生から
も非常に高い評価を頂いた。

4自治体（4館）での一般客向けの上映を実現
し、臨場感観戦体験を提供できた。
また、日本科学未来館ではドームと超高臨場感
通信技術Kirari! ２つの演出をメディア向けに
公開した。

＜成果＞

５Gの高速性、大容量伝送能力を十分に発揮し
た施策として実現できた。多くのメディアから
も取り上げられ、また、選手、スタッフ等の関
係者から高評価も頂けた。

テレビ観戦では得られない臨場感の提供やマス
コットとのふれあいなどを通じて、子供たちや
その保護者に大きな感動を与えた。安全に実施
し、大きな問題もなく無事に開催できた。

無観客ということで数は少なかったが、複数の
べニューでの上映が実現し盛り上げに貢献した。
選手村では、MTBブースを設け、サイネージ
動画の上映などにより、選手に直接アピールで
きた。

＜視点＞

視点1

スポーツの

イノベーション

視点2

参画における

イノベーション

視点3

社会の未来を変
えるイノベー

ション

Intel、NTT、NTT
ドコモ

NTTグループ、
パナソニック、
総務省、自治体

東京都
技術協力：トヨタ、
パナソニック、NTT
ドコモ、NTTコミュ
ニケーションズ

アリババ、Intel

トヨタ、パナソニッ
ク、セコム, ALSOK

＜協力＞

20.5 イノベーション施策の概要（既述分以外）
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パラ期間 OLSにて大会スタッフや学校連携
観戦の生徒にサービスを提供

車椅子席サービスロボット テレプレゼンスロボット
（自律移動式カメラロボット）

葛西臨海公園にて実施

投てき競技サポートロボット

オリ・パラ期間 OLS、TOSに配備

東京2020マスコットロボット

・ロボットを介して、リモート観戦
・学校連携観戦の生徒をお見送り等を実施

シュートロボット

バスケットのハーフタイムで披露

選手村コンパウンド、空港
OLS等で活用

パワーアシストスーツ ロボット掃除機

オリ・パラ期間中、MPCに配備

ALSOK REBORG-Z

警備ロボット

ALSOK REBORG-Z
セコム

ｾｷｭ ﾃｨﾛﾎﾞｯﾄX2

OLS３階コンコースに配備

トヨタ自動車提供ロボット パナソニック提供ロボット セコム、ALSOK提供ロボット

©2021 IPC.
All Rights Reserved.

提供：パナソニック株式会社
提供：パナソニック株式会

社

20.5 東京2020ロボットプロジェクト（大会時の実績）
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参加実績：特別支援学校13校の児童・生徒296名が参加

20.5 バリアフリーVR観戦「未来のスターの指定席」（大会時の実績）

■ドームスクリーンにて臨場感のある360度映像を体験 ■子ども達が競技会場に設置されたMRを操作、選手と交流
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20.5 TOKYO 2020 未来のスポーツ観戦プロジェクト（ドーム投影）

自治体 上映場所

葛飾区 葛飾区郷土と天文の博物館

府中市 府中市郷土の森博物館

飯田市 飯田市美術博物館

福井市 福井市自然史博物館分館

つくば市 つくばエキスポセンター

福岡市 福岡市科学館

石垣市 いしがき島 星ノ海プラネタリウム

- 日本科学未来館

一般向け 関係者向け

下記8会場（一般向け：4会場、関係者
向け：4会場）にて上映

※コロナウイルス感染拡大防止のため、感染症
対策を十分に行ったうえでの限定開催

（観戦者実績：約1,000名）

上映の様子

オリンピック競技会場の観客席での｢臨場感｣を全国のプラネタリウム（計8会場）に史上初※1の配信・上映

写真提供・Panasonic

於：日本科学未来館

於：府中市郷土の森博物館

上映

対象競技

開閉会式

バレーボール

3x3バスケットボール

バドミントン

スポーツクライミング

撮影

システム全体構成

※1：東京2020組織委員会調べ（調査は、当委員会アドバイザーである和歌山大学尾久土教授のご協力のもと実施）
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20.5 TOKYO 2020 未来のスポーツ観戦プロジェクト（ホログラフィック投影）

NTTが開発した超臨場感通信技術「Kirari!」を活用し、映像から選手やシャトルのみを抽出し伝送

資料提供：NTT

競技会場の撮影映像 被写体を抽出し、別々のストリーム
として遠隔会場へ同期伝送

(a) 被写体抽出 (b) メディア同期

7
.7

m

1
0
.4

m

12.2m11.7m

ディスプレイ(奥用)

ディスプレイ (手前用)

薄型ハーフミラー

実物大のコートとネット

虚像

実像

虚像 実像
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21.ボランティア・スタッフ、外部組織の協力



21.1 大会ボランティアの募集・マッチング

【募集期間】２０１８年９月２６日～１２月２１日

【募集人数】 ８０，０００人

【応募人数】２０４，６８０人

・応募フォーム上の希望する役割・活動場所と８万人分の

役割・活動場所を照らし合わせる「マッチング」を実施

し、成立した方から順次オリエンテーションに呼び込み

・マッチングが成立しなかった方にはメールで連絡

「マッチング成立」した方へのオリエンテーションの実施

【実施期間】２０１９年２月～７月

【実施場所】都内を含む全国１２か所

【実施内容】概要説明、グループアクティビティ、面談

グループアクティビティ後、みんなで撮影！

福島会場での面談の様子
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【参考】大会ボランティア募集開始のプレスリリース（2018年9月12日）
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【参考】大会ボランティア募集終了のプレスリリース（2019年1月24日）
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21.2 スタッフ・ボランティア向け事前研修

【共通研修（２０２１年３月）/リーダーシップ研修（２０
２１年３～４月）】

• 海外在住ボランティア向けにオンラインにて共通研修を
実施

• ＦＡマネージャー及びボランティアリーダー向けにオン
ライン及びE-learningにて研修を実施

【役割別研修/会場別研修（２０２１年５月～７月）】

• ＦＡ毎に実施する役割別研修は実技を伴う研修以外は基本
的にオンラインやE-learningにて研修を実施

• 会場別研修において、集合研修は動線・諸室確認の場とし、
活動上のルールやコロナ感染症対策等はコンテンツ化し、
E-learningにて学習

【リーダーシップ研修】
アスリート委員の方も冒頭ご挨拶頂きました！

【会場別研修】
競技会場、選手村、空港等で実施しました！
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フィールドキャスト（大会ボランティア）は８万人の内、約１万人が大会前までに辞退

結果７０，９７０人が活動

※オリンピック：５１，６７２人、パラリンピック：２４，５１４人、延べ７６,１８６人（両方

で活動する方５,２１６人）

幅広い年代、性別、国籍など多様な方が活動に参加

21.3 大会ボランティア数

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 合計

人数 2,112 17,354 8,112 11,972 16,815 11,640 2,823 139 3 70,970

◆年代

◆性別

男性 女性 X 総計

人数 29,677 41,289 4 70,970

◆国籍

外国籍 日本国籍 総計

7,092 63,878 70,970
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[ボランティアへの感謝のツイート]

【選手からの声】
・「夜遅くまでボランティアの人や、いろいろな方が裏側で作業していただいたり、感謝してもしきれない。」（日本・男子金メダリスト）
・「みずから進んで仕事をして、暑い中で立っているボランティアの人たちを本当に尊敬します。」（ドイツ・男子銅メダリスト）
・「ボランティアと五輪に関わってくれた全ての皆さんに感謝します。あなたたち無しでアスリートはこのような大きな舞台で戦うことは

できなかったでしょう」（デンマーク・男子金メダリスト）
・「この瞬間をとても特別なものにしてくれたすべてのボランティアの皆さん、ありがとう」（イギリス・男子金メダリスト）

【大会ボランティアからの声】
・「開催に批判の声もあったけど、選手が頑張っている姿は本物。その素晴らしさを伝えて、子どもたちがス

ポーツに興味を持ってくれればうれしい」 （60代教員、男性）
・「コロナへの不安から辞退も考えたけど、やってよかった。新しいことに挑戦することの大切さも学べた」

（20代会社員、女性）
・「活動前、障がいのある人と触れ合ったことが少なく、少し張っていた気持ち。選手の姿に触れてほぐれ、

障がいは個性だと思えた」（20代学生、女性）

 １年延期にも関わらず、約７万人（リオ大会の約１.３倍）の大会ボランティアが大会の顔として選
手サポートや大会運営に献身的に貢献。その活動に対しては一様に賞賛する声。

 大会ボランティアからも、大会参加を喜ぶ声や、充足感・充実感を得たとの声、自身の人生において
意義深いものとなったといった声などが相次いだ

[テーブルを消毒するボランティア]

[ゴールポストを運ぶボランティア]

 大会を支えるボランティアには障がいのある人も多く参加

・「障がいがあっても支えられるだけでなく、できることで互いに助け合い、
人の役に立てた。うれしい」（40代、男性）

・「視覚障がい者はほかの障がいに比べて制限は多いと思う。でも、ボランティア
など色々な場で目が見えない人に接してもらうことで、出来ることも多いと
知ってほしい」（20代、女性）
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21.4 ボランティアの活躍

活動分野 人数

案内 ※ 16,710

競技 17,778

移動サポート（運転等） 5,393

アテンド 10,463

運営サポート 7,493

ヘルスケア ※ 7,221

テクノロジー 1,831

メディア 3,022

式典 1,059

合計 70,970

◆分野別活動人数

※登録上の役割。実際は再配置を受けて他の役割で活動している場合多数。

• 競技の運営、会場運営などで幅広く活動

朝顔の水やりも

コートの汗拭きも

朝早くから夜おそくまで
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21.5 大会ボランティアへの称賛の声
【アスリートより】

・みなさんの支えなしには、この大会は成立しません。みんなで取ったメダルです。

・日本のボランティアはただただ最高。Arigato。

・会場や選手村で、ボランティアのみなさんがいつも笑顔で迎えて入れてくださり、

私たちにとって大きな力となりました。たくさんのサポートをありがとうございました。

・チームＪＡＰＡＮ一丸となり挑んだ東京大会は世界中に笑顔と感動を届けることができた最高の舞台でした。日の丸

を背負い、この舞台に立てたこと、私たちアスリートが最後まで戦い抜くことができたのもボランティアのサポート

のおかげです。ありがとうございました。

・アリガトウゴザイマス日本！最も困難な状況下で本当に信じられないほどのゲームを準備してくれた。パラリンピッ

クの開催に関わった全ての方、特に素晴らしいボランティアに感謝します。本当に特別な経験でした。

【メディアの反応】

・真面目な話、ここのボランティアはアメージングだ。彼らの活動は、どれだけ称賛しても称賛しきれない。

・大会をフィールド内外で円滑に進めたボランティアやスタッフの懸命な働きも、メダルに値するのではないだろうか。

・ボランティアの丁寧さや親切さは、どの大会よりもずば抜けている。彼らは東京オリンピックのスターと呼ぶべき

日本人だった。

・彼らはあらゆる場面でとても親切に歓迎してくれました。彼らが手を振って別れを惜しんでいるのを見て、私は涙が

出てしまいました！
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大会ボランティアの皆さんの
活動の様子のほんの一例
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【事前の取組】

• 共通研修、会場別研修等での周知
• E-learnig、マイページ等での情報発信

－日頃からの健康管理
－緊急連絡先の把握
－暑さに慣れる（暑熱順化）
－当日配布される暑さ対策グッズの紹介 等

【当日の取組】

• 休憩を促す、声掛け
• 水分、塩分の提供
• 暑さ対策グッズ、体調管理ノートの提供

21.6 大会スタッフ向け暑さ対策

【振り返り】

• 非常に暑い日が続き、熱中症の危険性について、無線やデブリ
等でもアナウンスされており、休憩の促しや声掛けが積極的に
行われていた

• 暑さ対策グッズの使用感は大変好評であった
• 納品時期の早いグッズ（塩分補給タブレット、ボディシート

等）は、無観客による人数減を踏まえた数量調整が困難であっ
たが、状況に応じてスタッフへこまめに配布する等各会場で有
効活用した。
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【主な取組】

１．新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの策定

全ての大会スタッフがコロナ対策を着実に実施するため、

プレイブックの内容を具体化・詳細化したマニュアルを策定

２．PCR検査の実施

選手や来日外国人との接触頻度に応じて、会場内でPCR検査を

実施。国内の感染状況を踏まえパラリンピック時には頻度を向上

３．ワクチンの接種

国及び東京都と連携して、全ての大会ボランティア・職員に

対し、接種機会を提供

①アクリル板越しにチェックイン

②ダイニングでの「黙食」の周知

【参考】会場内での取組例

【課題と対応】

当初はコロナ対策の内容が十分に浸透されず、フィールドキャストダイニング内でマスクなしで会話を

している状況が一部散見されたため「黙食」のポスターを掲示した。またPCR検査について、

役割・会場によって実施状況に差があったため、ボランティアへの一斉メールなどにより、

周知徹底を図り、状況が改善した。

10.13 大会ボランティア・スタッフの対策 再 掲
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21.8 大会中に生じた課題と対応①ボランティア

• オリンピック・パラリンピック各大会の直前で無観客決定、観客案内（EVS）等の役割が不要になった。

→ ２０１８年９月応募時より３年間研修等に参加いただいた大会ボランティアには、
原則活動の場を提供することで調整

• 活動日数が大幅に削減したものの、最終的には、全員の活動が実現

• 一部、大会ボランティアのマナー違反について、関係者より苦情が入り、全体への注意喚起や
本人への注意等を実施
（許可されていない席等での観戦、選手写真のＳＮＳ掲載、シフトが入っていない日の来場等）

• 大会直後に実施したアンケートでは、２万件以上の感謝の言葉が届いた。

【ボランティアから届いた感謝の言葉】

• スポーツは素晴らしい！それを支えるたくさんの人がいることもわかりました。これからは、自分のできるこ

とをみつけて、スポーツと人に関わっていきたいです。

• 開催延期、コロナ禍、失言や相次ぐスキャンダルなど本当に長く苦しい時を経て、実際にボランティアをする

ことが出来、支えてくれた家族や仲間に感謝です。自分としてはアスリートと一緒に戦い続けた気持ちでした。

• 3年前に思い描いていた形の開催ではなかったけれど、一生に一度の経験ができたことにはかわりありません。

• 楽しく素晴らしい体験ができ、チームの仲間との絆も深まりました。みんなの笑顔、最高！

• 皆さんと出会え、オリンピックに関わり、貴重な体験ができ、私は幸せだと思います！
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21.8 大会中に生じた課題と対応②職員体制

• 大会時（オリンピック時）には、約7,000名の職員が活躍

• 出入国対応、陽性者・濃厚接触者対応等、新型コロナ対策関連等での事前の想定を上回る業務量
の増大に対し、以下の取組により人員需要に対応

✓ 組織委員会全体での応援体制の構築

✓ 無観客となり業務が縮小したＦＡ職員の活用

✓ 国・都からの人的な協力確保

✓ パラリンピック時には、オリンピックのみで終了予定だった職員を契約延長し、追加配置

• 個々の職員の献身的ながんばりもあり、時々のニーズに的確に応じた大会運営体制を確保した
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21.9 大会ボランティア アンケート結果①

■総回答数：11,893件

１ 性別

※Xはパスポートに記載されている場合のみ

男性 女性 X※及び無回答

全体 44% 56% 1％未満

７ 東京2020 大会が閉会しました。これまで約３年間一緒にField Cast ジャー
ニーを歩いてきた仲間に向けて、メッセージがあればお願いします(フリーコメン
ト) （次ページ参照）

３ Field Castの活動に参加した理由はなんですか？（複数回答可）

【その他】
・ Volunteer が「趣味」と断言する職場同僚からの熱心な誘い。
・ リオオリンピックの楽しい雰囲気に触れ、自分も日本の素晴らしさを

世界の人々に伝えたいと思いました。 等

４ 活動を通して選択いただいた「Field Castの活動に参加した理由」を
達成できたと思いますか？

５ Field Cast として活動する前と後で、自分自身が変わったと思うことは何です
か（複数回答可）

【その他】
・ 参加する前は緊張していましたが、多様性、協調などについて考えさせられ、様々な方

と知り合い、学び楽しく過ごせました。
・ 消極的な生き方だった私が積極的に挑戦できました。今後の人生に良い影響を与えてく

れると思います。 等

６ 大会後も、スポーツボランティアの活動を続けていきたいと思いますか？

２ 年齢層

コミュニケーション力が高まった 21.7%

幅広い視野を持つことができるようになった 51.1%

臨機応変に対応できるようになった 23.1%

自分に自信が持てるようになった 17.3%

スポーツボランティアなどのボランティア活動をしてみたいと思うようになった 57.9%

その他 18.5%

はい 83.0%

いいえ 1.6%

どちらともいえない 15.4%

オリンピック・パラリンピックに関わりたい 96.7%

多くの仲間を作りたい 24.8%

コミュニケーション力を高めたい 18.3%

母国語以外の言語の勉強の成果を発揮したい 16.7%

その他 8.3%

はい 72.1%

いいえ 11.4%

どちらともいえない 16.5%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

全体 0.6% 5.3% 6.9% 17.0% 33.7% 29.0% 7.1% 0.4%

●「『Field Castの活動に参加した理由』を達成できたと思いますか？」の質問に対し「はい」の回答が約72％

●「大会後も、スポーツボランティアの活動を続けていきたいと思いますか？」の質問に対し「はい」の回答が83％。

今後、我が国におけるスポーツボランティアの興隆など無形のレガシーになりうると考えられる。

《2021年10月29日公表》

東京2020大会Field Castアンケートについて
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21.9 大会ボランティア アンケート結果②

ボランティアからのメッセージ一部抜粋

・ 最後まで悩んで参加したボランティア活動で、悩んだ分得られた感動や達成感は今までの
どんな経験よりも素晴らしいものになりました。またご一緒できましたらよろしくお願いい
たします。

・ 東京五輪2020 を開催して頂いて大変感謝しています。ありがとうございます。延期やコ
ロナ禍の不安をのりこえた歴史的な大会に参加できたことに誇りをもっています。ありがと

うございます～！

・ 私自身、自国で行われる夏のオリンピックは人生で2 度目ですが、1964 年はまだ1 歳で

した。今回が人生で最後の開催になると思い参加を決意しました。どんな形であれ、国の重
大な行事に関われて満足でした。

・ コロナ禍で、オリンピックボランティア活動が出来たことは、自分の人生にとって、良い
糧になり、一生の貴重な思い出になりました。

・ コロナ禍の大会で極力無駄な会話を避けるため、お互い話す機会がなくすれ違った沢山の
仲間がいました。だけど、言葉を交わさずともみんなでオリンピックをやるんだという１つ
の大きなゴールを共有し、実現できたことを嬉しく思います。何万人ものField Cast が集

まって東京オリンピックを実現できた事をこれからもずっと覚えています。ありがとうござ
いました。

・ 色々あって前代未聞の大会となりましたが、大会を開催してよかったボランティアに参加
してよかった、が個人的な感想です。あの状況の中色々言う方もいますが、各関係者の方は
各々の持ち場で最大限活躍されたと思っています。これからボランティアの活動をしていく

と、多分どこかでお会いすることもあると思います

・ スポーツは素晴らしい！それを支えるたくさんの人がいることもわかりました。これから

は、自分のできることをみつけて、スポーツと人に関わっていきたいです。

・ お疲れさまでした。始まればあっという間でしたが困難な状況のなか活動を辞めずに参加

できてよかったです。同じような気持ちで参加しているField Cast にたくさん会えて、一緒
に活動できて楽しかったです。ありがとうございました。

・ ボランティア活動は心から楽しい活動と思いました。そして多くのボランティアが楽しそ
うに活動しているのを見て嬉しく思いました。又この様な素晴らしい仲間と活動したいと思
います。

・ 昨日までは見ず知らずの人と笑顔で話せたこと、同じことをやり遂げた達成感、終わって
しまうのが寂しいと感じるほどワンチームでした。この歳で世代を超えた人たちに出会えた

ことを嬉しく思いますし、またこうしたスポーツボランティアに参加してみたいと思いまし
た。ありがとうございました。

・ パラボランティアに参加してみて、極限まで力を出し切る選手を間近にして、そのサポートがで
きたことに充実した気持ちを持った。

・ 抽象的な言葉に過ぎなかった「多様性」を、より具体的にイメージできるようになったと思いま
すし、五輪・パラリンピックの理念の一つである「共生社会」の実現に向けた歩みをしっかり継続

することが今後絶対に必要だと思いました。コロナ禍の厳しい行動制限のなかでの活動については、
正直消化不良であったり、達成感において少々物足りなさを感じていましたが、近い将来、必ず別
の機会（スポーツボランティア）を捉えて、解消したいと思います。それにしても、パラリンピア

ンの方々の前を向く姿勢、力強い視線や仕草、健常者とまったく変わらない雰囲気に居住まいを正
され、背筋がピンと伸びました。

・ 素晴らしい仲間と一緒に活動ができたことは、人生の思い出で、最高の毎日でした。ありがとう
ございました!

・ 在宅勤務で人と接しない時間が長くなったためか、”コミュニケーション能力が落ちていること
に気が付いた””毎日の生活に笑顔が足りないことにも気が付いた”、また”世界を知るにはもっと英
語力が必要だと知った”。つまり足りないものを知ることが出来たので、これからどうすべきかが見

えてきた。

・ もともと、スポーツボランティアに興味があり参加もしていたが、パラリンピックの開催とボラ

ンティアを通じて、更にパラスポーツの素晴らしさを知ることができたので、今後もパラスポーツ
に携わりたい。

・ ボランティア活動は、誰かを助け協力する活動だと考えていましたが、実際には、パラリンピア
ンの皆さんは健常者以上に精神的にも、肉体的にも強靭なものをお持ちでした。自立して強い気持
ちで挑戦を重ねてきたことが伺い知れ、漫然として過ごしている自分が恥ずかしく、助けるという

気持ちがおこがましく感じられました。
パラリンピックの終結が自分の活動の終わりにならないよう、この気持ちを忘れないうちに新たな
活動を始めたいと思いました。

目標としている、SDGs に関わる活動を新たに見つけて、参加したいと考えています。

・ 選手の皆さんがコロナ禍でも世界記録や自己ベストを出し、メダルを獲得した時の姿を見たら

やって良かった、参加できて良かったと思いました。
スポーツボランティアは自分自身が楽しめるので大好きです。
どんなトラブルもみんなで考えて乗り越えられたことが最高の宝物です。

ボランティア期間中ずっと笑顔が絶えなかったというか、楽しくてずっと笑っていました。

・ オリンピック・パラリンピックで活躍するアスリートの力に少しでもなれたかなと清々しい気持

ちです。また、実際に活動に参加して、こんなにも沢山のボランティアに支えられて大会が成り
立っている事を肌で感じ、ボランティアの素晴らしさに感動しました。また、ボランティアの皆さ
んの明るさや優しさに触れ、一緒に活動出来た事はとても貴重な体験でした。ボランティアとして

参加して本当に良かったと感じています。
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21.10 都市ボランティア

・シティキャスト（都市ボランティア）は、開催都市・関係自治体あわせて 15,698人が活動

・観客案内の活動に加え、無観客開催の自治体も含め、選手の出迎え・見送り、SNSを活用した地域の

情報や魅力の発信、感染防止の呼びかけなど開催都市・関係自治体の「顔」として様々な活動を実施

・年齢、性別、障がいの有無等に関わらず、多様な方が活動に参加

・今後、ボランティア文化の定着に向けた取組も検討

＜各自治体の活動例＞

・ 【札幌市】マラソン・競歩の開催時に、まちなかコンシェルジュとして通行人に対し交通規制の状況や迂回路等を案内

・ 【宮城県】駅・空港、競技会場周辺における観光・交通案内や直行・直帰の呼びかけ、東日本大震災の記録・記憶の語り部など

・ 【福島県】観光情報など福島県の様々な魅力や、県内で開催された野球・ソフトボールをはじめとした大会情報をSNSから発信

・ 【茨城県】学校連携で来場した児童・生徒をサッカー競技会場まで案内・誘導、見守りなど

・ 【埼玉県】競技会場周辺における選手や大会関係者の応援・歓迎、清掃活動、県内おすすめスポットの紹介など

・ 【千葉県】空港におけるオンラインを活用した選手・大会関係者の見送り、ｵﾝﾗｲﾝﾊﾞｰﾁｬﾙﾂｱｰの実施、ニュースレターの作成など

・ 【東京都】空港における選手の出迎え・見送り、学校連携観戦に参加する児童・生徒の案内、パラマラソンの観戦自粛呼びかけなど

・ 【藤沢市】セーリング競技会場に入る選手や関係者の出迎え、大会関係者への応援メッセージをSNSから発信

・ 【静岡県】シャトルバス発着駅や主要乗換駅における交通・観光案内、シャトルバス乗り場の案内、美化活動など

＜宮城県＞ ＜茨城県＞ ＜埼玉県＞ ＜東京都＞ ＜静岡県＞
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21.11 関係自治体との連携

●東京2020大会は多くの競技が開催都市以外で開催されたことが特徴。開催都市
のみならず、競技会場が所在する道県及び市町村（関係自治体）と組織委員会及
び国が緊密に連携するため「関係自治体等連絡協議会」を設置
（関係自治体３１団体）

●協議会において、大会準備・運営のために必要なこと、各主体の役割分担、大
会機運の醸成など協議を進め、それに基づき各関係自治体では大会に向け様々な
取組を実施

⇒大会競技の準備・運営への協力に加え、大会に向けた機運醸成イベント、都市
装飾・スぺクタキュラーの設置、シティキャストの募集・運営 など

●特に、新型コロナウイルス感染症対策については、関係自治体の保健衛生部局
との連携・協力が必要なことから、保健所との連絡体制、検査、入院医療機関や
療養等について各関係自治体と緊密に連携・調整

⇒万全の体制の下、安全・安心な大会の開催を実現
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21.11 関係自治体における主な取組①

●大会に向けた機運醸成
‐各自治体での官民一体となった推進会議等の設置

‐カウントダウンイベントによる大会機運の醸成

●競技開催
‐会場整備・改修（バリアフリー化、芝張替等）

‐有観客・無観客それぞれでの観戦の工夫

・有観客:コロナ対策（地域医療と協力、救護所設置、直行直帰呼びかけ 等）

・無観客:自宅観戦呼びかけ、競技中継と併せた実況・解説コンテンツの配信 等

‐オンラインも活用した盛り上げや応援、選手・観客等へのおもてなし

会場周辺や沿道を彩るひまわり（千葉県内）会場周辺での出場選手のお迎え（埼玉県内）

カウントダウンイベント（神奈川県内）

オンラインで選手を激励（埼玉県内）
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21.11 関係自治体における主な取組②
●シティキャスト

‐事前研修

・活動に関する研修のほか、

語学、障がい者対応等のスキルアップ研修等も

‐独自の取組

・地域のボランティア団体との連携

・震災の様子や体験を伝える語り部ボランティア

・ボランティアがSNSでの地域の魅力を発信 など

‐ボランティア文化の育成につながる取組も今後検討

●都市装飾・スぺクタキュラー
‐フラッグ・横断幕等の掲出、オリンピックシンボルの設置

‐花き等の県産品の活用、ピクトグラム投影 など

インフォメーションブースでの活動（北海道内）

スぺクタキュラー（北海道内）

仙台駅東口の語り部コーナー（宮城県内）

横断幕の掲出（静岡県内） フラッグ等の掲出（山梨県内） オリンピックシンボル花壇（福島県内）ピクトの掲出（茨城県内）
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 東京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、住民等と大会参加国・地域の方々等との交流を通
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
タウンとして登録

【ホストタウン登録】
登録数：462件 自治体数：533（全国自治体数1,788） 相手国・地域数：185（全相手国・地域数207）

○大会参加選手等との交流
大会前後で大会に参加した外国人の選手（オリンピアン・パラリンピアン）等と交流

○大会参加国・地域の関係者との交流
相手国からゲストを招き、歴史や文化を知る
児童・生徒同士の交流（お互いの文化を紹介） 等

○日本人オリンピアン・パラリンピアンとの交流
過去にオリンピック・パラリンピックに参加したことのある方々との交流（競技体験・講演等）

（ホストタウン交流の類型）

【東京大会時の事前合宿・事後交流】
ホストタウン等では、内閣官房オリパラ事務局が作成した「手引き」を踏まえて「選手等受入れマニュアル」

を作成し、感染症対策を講じた上で受入れを実施

自治体数 相手国・地域数 選手等の人数

オリンピック
事前合宿 183 79 6,349

事後交流 22 16 191

パラリンピック
事前合宿 67 39 1,627

事後交流 13 6 33

21.12 ホストタウンにおける取組について

 オリンピック史上初となる取組で、オリンピック休戦決議でも取り上げられている

オランダ陸上の事前合宿（千葉県）
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21.12 ホストタウンにおける取組について

■群馬県前橋市×南スーダン（陸上）

選手団を1年9か月受入れ。20名以上の通訳ボランティアが協力し、日常的に市民と交流したほか、学校へも積極
的に訪問。大会で南スーダン記録を樹立した選手は「前橋市民のサポートのお陰でベストの走りができた」と感謝。

■群馬県太田市×オーストラリア（ソフトボール）
6月から47日間に及ぶ事前合宿を実施。合宿中には、園児らのスタンドからの応援、小学生から絹でできた記念品

の贈呈等の交流を実施。選手達からは「太田市は第二の故郷のよう」「感謝の念に堪えない」とコメント。

■広島県広島市×メキシコ（サッカー）
子どもたちが折り鶴で作った首飾りや手紙をプレゼント。選手全員が首飾りを掛けて記念撮影を行った。
選手からも、お礼の手紙やメッセージが届けられた。

■山形県村山市×ブルガリア（新体操）
合宿中にオンラインでの練習会場の生中継、地元小学生製作の応援動画、選手団からの応援メッセージ動画等の交

流を実施。
チームは金メダルを獲得し、帰国時に「優勝できました。ご声援いただいたみなさんありがとうございました。

皆さんは我々の第2の家族です。」とのお礼のコメントがあった。

南スーダン選手と合宿時の交流（前橋市） 幼稚園児がオーストラリア選手を応援（太田市）ブルガリア選手団とのオンライン交流（村山市）

【取組事例（事前合宿）】
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21.12 ホストタウンにおける取組について
【取組事例（大会期間中の交流）】
＜開会式＞
■岩手県八幡平市×ルワンダ

市特産のリンドウの現地実証栽培をきっかけにホストタウンに登録。陸上、競泳、自転車の事前合宿を受入れ、地
元高校生とのオンライン交流等を実施。選手団は開会式でリンドウを持って入場し、友好の証を示した。
■山形県鶴岡市・西川町×モルドバ

アーチェリー、柔道、陸上（以上鶴岡市）、カヌー（西川町）の事前合宿を受入れ。
選手団は開会式で鶴岡市・西川町・モルドバNOCのマーク入り鶴岡産シルク製スカーフ・チーフを着用して入場。

■福島県猪苗代町×ガーナ
野口英世博士の繋がりから、ホストタウンに登録。ウエイトリフティング、競泳、ボクシング（以上オリ）、陸上、

パワーリフティング（パラ）の事前合宿を受入れ。公開練習のほか、子供たちによる激励会を行い、応援メッセージ
カードと折鶴のレイをプレゼント。パラ開会式で、選手団はレイを首から下げて入場した。

＜大会中＞
■東京都文京区×パラリンピック難民選手団

難民に対する理解促進・支援に取り組んできたことから、ホストタウンに登録。記者会見で子供記者11人が選手に
オンライン取材を行ったほか、大会中に実施された小学生とのオンライン交流において、国立競技場から参加した選
手団長から「皆さんからの応援は選手にも伝わっています。本当にありがとう。」とお礼の言葉があった。

八幡平市産リンドウを持つルワンダ選手団 パラ難民選手団と文京区小学生の交流ガーナ選手団は折鶴のレイを開会式で首から下げて入場。
猪苗代町での合宿中には折鶴の作り方を教わる場面も
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21.12 ホストタウンにおける取組について
【取組事例（事後交流）】

■長野県松川町×コスタリカ

大会出場後のオリ・パラ選手が訪問し、中学生が企画運営した歓迎交流会やスポーツ大会などに参加。子供たちか
らは「オリンピック選手になるまでの努力や家族の支えなどの話を聞けるのは一生に一度しかない経験」、選手から
は「地球上の全く違う場所で私たちを応援してくれる人がいることにとても感激した」との声が上がった。特に、コ
スタリカのパラリンピック選手団は、同国初となる金メダルを披露。

■静岡県富士宮市×スペイン
事前合宿を行った空手の金メダリストが競技終了後に改めて市を訪問。子供たちから手紙の贈呈、選手は競技の実

演を行うなど市民との交流を実施。帰国時に選手から「富士宮の素晴らしい皆さんご支援ありがとうございました。
素晴らしい経験ができました。」との言葉を頂いた。

■愛媛県・松山市・新居浜市・伊予市×モザンビーク
事前合宿を行ったパラ陸上選手団が競技終了後に改めて各市を訪問。記念植樹や小中学生との交流、地元の障がい

者スポーツクラブとの合同練習などを実施。選手からは「自分はモザンビークで教師をしており、ここで学んだこと
を自国の子どもたちに教えてあげたい」「2年前の合同合宿で（スポーツクラブ代表に）トレーニングの仕方を教
わってから痛みがなくなった。とても感謝しており、前からお礼を言いたかった」などの言葉を頂いた。

子どもたちからも「メダル」をもらった
コスタリカパラ選手団（松川町）

市民への報告会で、子どもたちから
手紙の朗読を受けるスペイン選手団（富士宮市）

地元の障がい者スポーツクラブと交流する
モザンビーク選手団（松山市）
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21.12 ホストタウンにおける取組について
【取組事例（復興ありがとうホストタウン）】

■宮城県仙台市×イタリア

ソフトボール・パラ陸上・パラ水泳・車いすフェンシング・シッティングバレーの事前合宿を受入れ、公開練習のほ
か、距離をとっての質疑応答や、中学生が考案したスイーツを食べながらのオンライン交流などを実施。沿道から子ど
もたちが声援を送れるよう、バスの走行ルートを工夫した。被災地の様子をVRで体験してもらう時間も設けた。
■福島県二本松市×クウェート

競泳・射撃・空手の事前合宿を受入れ、公開練習や子供たちとのオンライン交流を実施。空手選手団から市に対して
「本当に家にいるような気分にしてくれてありがとう」「決して皆さんを忘れませんし、きっとすぐ二本松に帰ってき
ます」など感謝のメッセージが詰まった色紙が贈呈された。壮行会では復興状況を伝える映像を放映し感謝を伝えた。

イタリアソフトボールチームの公開練習（仙台市） スイーツを考案した中学生と
イタリア選手団のオンライン交流（仙台市）

沿道から子どもたちが声援を送る（仙台市）

クウェート空手選手団の公開練習（二本松市）

地元空手スポーツ少年団と
クウェート空手選手団のオンライン交流（二本松市） 映像で復興状況を伝える（二本松市）
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21.12 ホストタウンにおける取組について
【取組事例（共生社会ホストタウン）】

■福島県福島市×スイス
東京2020大会を契機にバリアフリーニーズを掘り起こし、共生社会実現への体制づくりを推進。官民一体となった

ハード・ソフト両面のバリアフリーを実践し、市の取組に賛同し協力する団体・事業者は約270団体まで増加。
障がい当事者とともに中心市街地や温泉地でまち歩き点検を実施するなど、障がい当事者の参画による取組を推進。

■静岡県浜松市×ブラジル
ブラジルパラリンピック14競技・ 選手団388名の事前合宿を21日間にわたり市内13会場、袋井市1会場で受入れ。

パラカヌー選手団と市内チアリーディング団体とのオンライン交流では、子供たちが応援のダンスを披露するなどし
た。選手らは、「すばらしいサポートを受けて感謝している、浜松市の代表として大会に出場するつもりだ」と感想
を述べた。

■オンラインを活用したボッチャ交流会（秋田県大館市、秋田県仙北市、東京都西東京市、東京都武蔵野市）
高齢者や子供、障がいの有無に関わらず誰でも楽しめるボッチャを中心に、パラスポーツの普及に取り組む共生社

会ホストタウンの市民等が参加し、離れた場所にいる各チームがオンラインでボッチャの対戦を楽しむイベントを開
催。参加者からは、「オンラインでのボッチャは初めてだが、充分楽しめた。新しい発見だった」と感想があった。

障がい当事者参画のまち歩き点検（福島市）ブラジルパラ陸上練習風景（浜松市） ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾊﾟﾗｶﾇｰﾁｰﾑとのｵﾝﾗｲﾝ交流（浜松市） オンラインを活用したボッチャ交流会
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21.13 国内競技団体協議会（NF協議会）について

• 大会準備や運営等について国内競技団体（NF）と十分に意見交換を行い、相互理

解を深めるとともに、大会の成功に向けて密接に連携・協力を図っていくことを

目的として、2016年6月に「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

国内競技団体協議会」を設置。

• NF協議会では、組織委員会から大会準備状況を共有するとともに、NFからは各

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、大会延期後はオンラインで3回開催し、コロナ対策を

踏まえた大会運営について密に情報交換を行うなど、大会関係者が一丸となって

大会成功に向けて取り組む契機となった。

• 大会終了後、9月末に協議会を開催し、東京2020大会の総括を行うとともに、各

NFや関係団体から東京大会のレガシーの構築などの報告がなされた。

（計13回開催）
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21.13 国内競技団体協議会（NF協議会）について

【メンバー構成】

（１）議長：スポーツ・コーディネーション・オフィサー

（２）副議長：日本水泳連盟副会長、日本パラ陸上競技連盟理事長、

組織委員会スポーツディレクター

（３）委員

オリンピック・パラリンピック国内競技団体（58団体）、JPC、組織委員会幹部

（４）オブザーバー

スポーツ庁、東京都、JOC、日本ス

ポーツ協会、パラリンピックサポー

トセンター

※このほか、組織委員会会長、会長代行、

副会長、副会長、事務総長等も出席
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21.14 防衛省・自衛隊の協力について

〇 オリパラ特措法及び自衛隊法100条の3に基づき、会場・人員等の両面にわたって協力（オリ：約8,500人、パラ：約460人）

〇 会場の借用等

・陸上自衛隊 朝霞訓練場（射撃競技会場）

・海上自衛隊 横須賀教育隊の敷地 (セーリング・競技運営艇の緊急避難港)

・航空自衛隊 松島基地（聖火到着式におけるご協力（展示飛行、音楽隊演奏等））

〇 大会時の人員協力

・式典 国旗等掲揚への協力（式典、各種競技の表彰式）、聖火到着式への協力

・競技 アーチェリー競技、射撃競技及び近代五種競技における運営協力

・医療及び救急に関すること 自転車競技、セーリング競技、射撃競技会場における協力

・会場内外の整理 会場整理業務への協力(次頁)

〇 人員協力に向けた経緯

2017年度から交渉開始、2021年4月16日会長から防衛大臣へ依頼、6月23日総長から次官へ詳細依頼、7月2日会長・大臣名で

協定締結

防衛省提供
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21.14 防衛省・自衛隊の協力について

〇 競技会場等における自衛隊の会場整理業務への協力（オリンピック期間）

東京2020大会における警備対象は、競技会場43施設に加え、関係施設も多数に及ぶことから自主警備員の配

置に不足が生じる可能性を踏まえ、2019年1月から防衛省・自衛隊に対し、会場整理業務への協力依頼を実施

〇 配置場所

・自転車ロード競技に係る沿道

・首都圏会場に係る関係者エリア

・陸上自衛隊朝霞訓練場

〇 人員

約7,600名（１日あたり最大約7,100名）
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21.14オリンピック開会式、パラリンピック開会式における
ブルーインパルスの展示飛行
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22．国内外要人



22.1 天皇陛下の名誉総裁御就任及びオリンピック・パラリンピック開会式での開会
宣言並びに秋篠宮皇嗣殿下のオリンピック・パラリンピック閉会式への御臨席

〇天皇陛下におかれては、オリンピック・パラリンピック競技大会の名誉総裁に御就任いただいた。

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をされる上で大変意義深く、光栄なことであった。

〇天皇陛下は、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

開会式に御臨席され、大会の名誉総裁として開会を宣言された。

〇秋篠宮皇嗣殿下は、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、名誉総裁を務められた天皇陛下の御名代として御臨席された。

〇なお、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、会場の大半が無観客での開催と

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競技の現地観戦は実施されな

かった。

【御就任期間】

オリンピック競技大会の開幕1年前（当初予定：2019年7月24日）から

パラリンピック競技大会の閉幕日 （2021年９月5日）まで誉総裁、

497



〇 大会には、将来の開催国を含む以下の国や国際機関等から来賓をお迎えした。

【欧州】 アルメニア共和国（大統領）、イタリア（スポーツ副大臣）、英国（スポーツ及び観光担当政務次官）、
エストニア共和国（大統領）、コソボ共和国（大統領）、サンマリノ共和国（執政）、
スイス連邦（連邦大統領兼経済・教育・研究大臣）、フランス共和国（大統領、教育青年スポーツ大臣、
スポーツ大臣）、ポーランド共和国（大統領）、ポルトガル（教育大臣）、モナコ公国（大公）、
モンテネグロ（首相）、ルクセンブルク大公国（大公）

【北米】 アメリカ合衆国(大統領夫人、副大統領夫君、国連大使)、カナダ（雇用・労働力開発・障がい者対策大臣）

【中南米】 アルゼンチン（スポーツ担当副大臣 ）、ウルグアイ（スポーツ大臣）、エクアドル（スポーツ大臣）、
チリ（スポーツ大臣）、ブラジル（市民大臣）

【大洋州】 オーストラリア（スポーツ大臣）

【アジア】 韓国（文化体育観光部長官）、シンガポール（スポーツ大臣）タイ（観光・スポーツ大臣）、
中国（オリンピック委員会代表兼国家体育総局局長）、フィリピン（スポーツ庁委員長）、
モンゴル国（首相）

【中央アジア】 ウズベキスタン（副首相兼観光スポーツ大臣）、カザフスタン（文化・スポーツ大臣）、
トルクメニスタン（副首相）

【中東】 アフガニスタン（スポーツ連盟会長）、イスラエル（青年スポーツ省大臣）、イラン（青年スポーツ大臣）、
トルコ（青年スポーツ大臣）

【アフリカ】エジプト（青年スポーツ大臣）、エチオピア（スポーツ大臣）、ガーナ（スポーツ大臣）、
ガボン（スポーツ大臣）、コートジボワール（スポーツ大臣）、シエラレオネ（スポーツ大臣）、
ナイジェリア（青年スポーツ大臣）、南スーダン共和国（ジェンダー・青年担当副大統領）、
モロッコ（文化青年スポーツ大臣）、

【機関】 世界保健機関(WHO) （事務局長）、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)（国連難民高等弁務官） など

22.2 大会来賓（海外）について
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22.3 オリンピック/パラリンピックファミリー及び要人の対応

競技会場訪問

• スタンド使用実績 - 来場者の多かったセッション

オリンピック：陸上男子100m決勝（8/1 520名）、陸上（8/6 463名）、バスケットボール

男子決勝（8/7 300名）

パラリンピック：車いすバスケットボール決勝（9/5 216名）、車いすテニス決勝（9/3 203名、

9/4 163名）
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22.3 オリンピック/パラリンピックファミリー及び要人の対応

競技会場訪問

• OF/PFスタンド・OF/PFラウンジについては、フィジカルディスタンス1mを確保した座席管理を

行うとともに、ラウンジ内での会食場所を指定する等のコロナ対策を実施した。

• オリンピック・パラリンピック・ムーブメントの更なる推進と大会開催に尽力した国内関係者に

大会の運営状況を確認いただくため、国、都、地方自治体等の関係者による会場視察を実施した。

• 開閉会式では、スタンドやプレジデンシャルボックスに座るOF/PF及び要人をバスで輸送した。

（一部の対象者は車列で移動した）。

車内でのフィジカルディスタンス確保のため、乗車人数は定員の半数程度とした。
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メダルプレゼンター・ギフトプレゼンター

• 表彰式 オリンピック339回、パラリンピック539回

• プレゼンターの情報伝達に、大会で初めて表彰式プレゼンターアプリを正式に活用した。過去大会

に比べ、IOC/IPC⇔組織委員会⇔会場の間での情報伝達に係る業務が大幅に軽減された。

• パラリンピックでは、国内要人及びパートナーにプレゼンターを務めていただくことでアスリート
の栄えある場面を共有いただき、パラリンピックムーブメント及び共生社会づくりへの理解と支持

を得る意義深い機会とした。

22.3 オリンピック/パラリンピックファミリー及び要人の対応



23.大会パートナー等



23.1 パートナー一覧(オリンピック全81社)

ワールドワイドオリンピックパートナー

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

オリンピック・パラリンピック史上最大規模
のスポンサー収入
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23.1 パートナー一覧（パラリンピック全80社）
ワールドワイドパラリピックパートナー

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
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• 聖火リレー（オリンピック・パラリンピック）
• READY STEADY TOKYO （テストイベント）
• 東京2020 NIPPON フェスティバル
• 東京2020 みんなのフードプロジェクト

• 2020 FAN PARK/2020 FAN ARENA
• TOKYO 2020 Let’s55（競技体験）
• 1年前など周年事業
• 選手村、MPCへの各サービス

（インターネットラウンジ＆カフェ、銀行、フォトスタジオ、クーリエカウンター、郵便局、修理

サービスセンター）

• 顔認証
• 虫ケアステーション

• 他

23.2 パートナーサポートによる主な事業
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東京2020オリンピック聖火リレー

READY STEADY TOKYO 東京2020 NIPPON フェスティバル

東京2020パラリンピック聖火リレー

Photo by Tokyo 2020

23.2 パートナーサポートによる主な事業
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23.2 パートナーサポートによる主な事業

東京2020 みんなのフードプロジェクト

Photo by Tokyo 2020

TOKYO 2020 Let’s 55

1年前

2020 FAN PARK/2020 FAN ARENA
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選手村

Photo by Tokyo 2020

メインプレスセンター

顔認証

虫ケアステーション その他

23.2 パートナーサポートによる主な事業
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パートナー及び経済界からのアンケート等から見えた評価点と課題の分類

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

ボランティア
・人材育成

アクティベーション
における一定の成果

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

アンブッシュ
マーケティング

調達・納入
における改善点

アクティベーションへの
制約、機会損失

評価を受けた点として多く挙げられたもの 課題・改善点として多く挙げらたもの

パートナー及び経済界協議会からの意見を集約した結果、TOKYO2020大会について評価を受けた点、
課題・改善点として多く挙げられたものとして以下に大別される。

また、それぞれについて今後の大会運営等に活かすべき提言もあわせて寄せられた。

D&I、共生社会の推進

組織委/パートナー間の
コラボレーション

大会収支の透明性と
適切な執行

パートナー等から示された上記の意見・提言については、

大会の総括やレガシー形成、今後のオリンピック・パラリンピックへの提言に活かしていくとともに

大阪・関西万博をはじめとする国家的イベントの運営主体等への継承に努めるものとする。

23.3 パートナーアンケート
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評価を受けた点として多く挙げられたもの

具体的なコメント 今後の大規模国際大会などへの継承・アドバイス

⚫ アスリートの感動的な瞬間を世界中に届けることができたのは
大会を支えたパートナーとして大変良かった

⚫ 開催によりアスリートが活躍出来る場を提供出来た
⚫ 大会ビジョンが体現され多くの人に勇気や感動を届けられた

⚫ 一過性のブームに終わらせることなく、東京2020大会の
レガシーを今後に繋げていくための具体策の実施

⚫ コロナ対策を徹底したことにより、陽性者率を低く抑え、クラス
ターを発生させなかった

⚫ Playbookでコロナ対策ガイドラインが明確になった

⚫ 今大会で策定したコロナ対策はモデル化し、北京やパリへの継承
⚫ コロナ禍において開催できたことこそが最大のレガシー。

この知見を今後に活かしていくべき

⚫ パートナー企業が大会運営に参画し最新のテクノロジーを活用
することで大会運営の新たな在り方を体現できた

⚫ 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

⚫ 持続可能性に配慮した大会運営等、東京大会のロールモデル化
を図り、次回以降のスタンダードに

⚫ ステークホルダーとの関係強化につながった
⚫ 延期前の施策については新規顧客獲得に一定の効果があった
⚫ コロナ禍だからこそできる内容に変更し、結果を伴った。

この変化に対応できたことは良い経験となった。

⚫ 協賛各社が結束してメッセージを発信できる機会を組織委員会
が主体となり設けていく

⚫ 流通・小売との連携についてはより早期の決定・周知に努める

⚫ 組織委員会による共催事業が積極的に展開された点は良かった
⚫ 過去大会に比べ、アカウントマネジャーが一定程度機能した
⚫ 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

⚫ パートナーとの共同アクティベーションを企画する専門組織を
組織委員会内に立ち上げ、施策を連携する等、コラボレーション
をスケールアップさせやすい仕組みづくり

⚫ 大会を機に、ボランティア研修や休暇制度の創設など社員の
ボランティア活動を考える契機となった

⚫ 組織委へ出向した社員が大規模国際大会ならではのプロジェクト
マネジメント力を身につけ、多数の社外人脈も形成できた

⚫ 社内・グループ全体へのボランティア文化の浸透、機会の創出
⚫ 出向経験を通じて身に着けた能力やネットワークを発揮・共有

することによる新たなビジネスの展開

⚫ 大会への協賛、東京パラ大会の開催により社内でダイバーシティ
＆インクルージョンを考える契機となった。

⚫ パラリンピックの自国開催、パラアスリートの活躍はダイバー
シティの浸透による共生社会の実現に向けて大きな意義があった

⚫ パラリンピックムーブメントを一過性にさせないための、
今後の対策と実施主体の明確化

⚫ 行政・民間ともに取組を加速させ、大会レガシーとしての
共生社会の持続的な推進

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

組織委/パートナー間の
コラボレーション

D&I、共生社会の推進

ボランティア
・人材育成

評価を受けた点
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課題・改善点として多く挙げられたもの

⚫ 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
⚫ 人権にやジェンダーに関わる問題が論点化したことは残念だった
⚫ 不祥事への対応と、不祥事を未然に防止するためのガバナンス

体制については課題があったものと思う

⚫ 徹底した情報開示により主催者としての説明責任を果たすこと
⚫ パートナーの士気向上に向けた発信
⚫ 今後も拡大していくと考えられるSNSへの対応。今大会では

ガバナンス上無防備な面が目立ったが、今後の課題と捉え総括

⚫ 重要な意思決定において、パートナー企業に事前の相談・説明の
無いまま事後通達される例が多く、遺憾に思う

⚫ マーケティングパートナーへの情報提供が遅すぎる点は問題
⚫ 大会開催までのロードマップ（戦略）の共有がほぼ無かった

⚫ 重要ステークホルダｰとの事前コミュニケーションが必要。
より積極的に情報共有（相談）すべき

⚫ 大会を成功に導くための円滑な対話、共同で大会を盛り上げて
いく対外的なコミュニケーションを推進する仕組みづくりが必要

⚫ 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。

⚫ 節目ごとの判断遅れにより、国民の不信感・現場の疲弊・パート
ナー投資の無駄につながった

⚫ 責任・権限の明確化、意思決定の早期化の徹底が必要
⚫ 大会固有のルールや条件に関する周知・共有
⚫ 情報伝達の窓口の明確化

⚫ 大会直前の無観客開催決定により多額のキャンセル費用が発生
⚫ 権利活用ルールが複雑且つ制限が厳しく、使い勝手に難があった
⚫ 契約カテゴリーの運用には課題（近接カテゴリーの扱い等）。

また、IOCの見解と異なる判断が下るケースがあった

⚫ パートナーの権利に関するより一層の尊重・配慮
⚫ 組織委・パートナー間の事前の十分な意思疎通・早期意思決定
⚫ アプルーバル方針・期限・承認スキーム、早期の明文化・共有
⚫ 組織委とIOCとの間での見解の一致・整理

⚫ 結果的にマーケティングパートナーのみが厳格運用を求められ、
アンブッシュをやったもの勝ちの構造になりやすいと感じた。

⚫ アンブッシュに関するレスポンス速度が遅く、また判断も曖昧

⚫ アンブッシュなどの対策における法的規制・根拠の必要性
⚫ デジタルコミュニケーションのスピードに対する対応は

今後の課題・論点として挙げられる

⚫ 調達行為に際しカテゴリーが尊重／徹底されないケースがあった。
また、カテゴリー区分が曖昧で整理や商流調整等の負担が生じた

⚫ 仮設/恒久部分で投資主体が異なり、調整に多大な労力を要した

⚫ 調達の主体となる部門へパートナーの権利・カテゴリー等に
ついて早期に共有・明文化することが必要

⚫ 企画・設計段階からパートナー各社の知見の活用・協働の実践
⚫ 組織委・開催都市等、調達主体者の役割と負担の明確化

⚫ 基準を満たすための会場新設や増強、関係者向けの華美な施設
作りに疑問を感じた

⚫ 招致計画と比べ大会開催費用が増額していることに関して、パー
トナー企業や国民に対し、わかりやすく説明責任を果たすことが
必要ではないか

⚫ 国民目線の予算策定と、スポンサーや国民への情報開示の徹底

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

アンブッシュ
マーケティング

大会収支の透明性と
適切な執行

調達・納入
における改善点

課題・改善点 具体的なコメント 今後の大規模国際大会などへの継承・アドバイス
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23.4 オフィシャルコントリビューター
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24．開閉会式



24.1 開閉会式

〇 開閉会式概要
オリンピック

開会式
オリンピック

閉会式
パラリンピック

開会式
パラリンピック

閉会式

日時
7月23日
20:00～23:51

8月8日
20:00～22:21

8月24日
20:00～22:53

9月5日
20:00～22:03

選手団 約6,000名 約4,500名 約3,400名 約2,000名

共通コンセプト Moving Forward

コンセプト
United by 
Emotion

Worlds we 
share

WE HAVE 
WINGS

Harmonious 
Cacophony
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24.1 開閉会式

〇 4式典の総括①

・キャスト公募等により、多様な人々の参画を得て実施

・様々なパフォーマンス等を通じて、ダイバーシティや共生

といったメッセージを発信

・各地の風景や伝統文化など日本・東京の魅力をPR

・ドローンやプロジェクションマッピングの活用など最先端の

技術をアピール
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24.1 開閉会式

〇 4式典の総括②

・医療従事者やエッセンシャル・ワーカーの方々に聖火ランナー

やベアラーとして参画いただくことで、コロナ禍において人々

の生活を支えて下さった方々に対する感謝を全世界へ発信

-聖火ランナー：医師、看護師

-日本国旗ベアラー：医師、看護師、救急隊員

-オリンピック旗・パラリンピック旗引受者：

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
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24.1 開閉会式

〇 4式典の総括③

・未来を担う子どもたちによる国旗先導などを実施

【オリンピック開会式】

-国旗先導：東京、北海道、沖縄、アテネ聖火引継ぎ式に

出演予定だった子どもたち

-聖火ランナー：被災地の子どもたち

【パラリンピック開会式】

-国旗先導：東京の特別支援学校などの子どもたち
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24.1 開閉会式

〇 4式典の総括④

・選手・審判・コーチの宣誓者を始めとするキャスト等の選出

において、ジェンダーバランスに配慮

-選手・審判・コーチの宣誓を史上初めて男女同数で実施

-選手行進における旗手を史上初めて男女ペアで実施

-開会式・閉会式のキャスト全体でもジェンダーバランスに配慮
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24.1 開閉会式

〇 式典の実施状況

・コロナ禍による大会延期を踏まえ、式典内容を簡素化・規模縮小

・コロナ対策として、プレーブックに則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を実施

・大会史上初となる水素聖火台では、福島産水素を燃料として使用

し、「持続可能性」と「復興」をアピール

・大きなトラブルなく4式典を実施
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24.1 開閉会式

〇 各式典の主な演出（オリンピック開会式）

・江戸時代より伝わる労働歌「木遣り唄」

・スポーツピクトグラムを活用したパフォーマンス

・東京の観光名所や日本の伝統文化の発信

・被災地出身の子どもたちによる聖火リレー 等
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24.1 開閉会式

〇 各式典の主な演出（オリンピック閉会式）

・日本の日常風景をイメージしたパフォーマンス

・アイヌ古式踊りや琉球エイサーなど各地の伝統的な踊りの発信

・東京音頭の披露 等
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24.1 開閉会式

〇 各式典の主な演出（パラリンピック開会式）

・パラ・エアポートを舞台としたダンスパフォーマンス

・「片翼の小さな飛行機」の物語

・葛飾北斎や伊藤若冲の絵画によるステージ装飾 等
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24.1 開閉会式

〇 各式典の主な演出（パラリンピック閉会式）

・東京の街を舞台としたダンスパフォーマンス

・東京をモチーフにした「すべての違いが輝く街」の演出

・様々な楽器を用いた音楽パフォーマンス 等
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24.1 開閉会式

〇 次期開催都市への引継ぎ

・オリンピック・パラリンピックの閉会式でパリ市への

フラッグハンドオーバーセレモニーを実施

・パリ市との中継によるパリ2024大会のPRを実施
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24.1 開閉会式

〇 運営面の全般枠組

・2019年に組織委FA部署横断の式典運営タスクフォースチーム

を形成。業務分担や現場責任者の明確化、取組・協力体制を構築。

当日は式典運営本部機能を担う

・大規模オペレーションについて関係機関や各ステークホルダーと

多岐にわたる複雑な課題を協同で解決

・IOCやIPCとも早期から関係構築。率直な議論と現実的な

解決策を整理

・実施による影響について、近隣への

適時適切な情報共有
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24.1 開閉会式

〇 ステークホルダー人数実績

【オリンピック開会式】
選手団：約6,000人、関係者：約900人、メディア：約3,500人

【オリンピック閉会式】
選手団：約4,500人、関係者：約850人、メディア：約4,000人

【パラリンピック開会式】
選手団：約3,400人、関係者：約800人、メディア：約2,400人

【パラリンピック閉会式】
選手団：約2,000人、関係者：約850人、メディア：約2,250人
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●セレモニーのクリエーティブ・スタッフのジェンダー、障がい者、人種・民族等について、大会直前に至るまで過去の言動について
指摘があり、辞任等につながり、混乱が生じた。その後、演出関係者について改めて確認を行い、再発防止に努めた。

●ネット時代を踏まえ、スタッフ等の過去の言動等を事前にどこまで検証するのか、検証が可能なのか。
また広く一般論として、式典演出と過去の言動との関係をどう整理するかという議論とも結びつく面がある。

●大会延期という未曽有の状況、そして上記のような事象の下、現場のスタッフはコロナ禍、時間的制約、コスト制約の中で準備に傾注し、
仕上げた。オリンピックでは伝統と革新、パラリンピックでは多様性などの強いメッセージを発出。

●2017年

3月 開閉会式の演出の基本方針や企画・制作体制などを検討するため「東京２０２０有識者懇談会」を設置

●2018年

7月 開閉会式の演出企画チームを設置

●2020年

3月 大会延期の決定 → 演出企画の内容見直しについて検討を開始

12月 迅速・効率的に進めていくため演出企画チームを解散し、総合企画・エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター1名を任命

●2021年

3月 総合企画・エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクターが不適切な言動に起因して辞任

7月 クリエーティブチームのメンバーを発表

クリエーティブチームのメンバー（楽曲担当）が過去の不適切な言動に起因して辞任

クリエーティブチームのメンバー（ショーディレクター）が過去の不適切な言動に起因して解任

チーフ・エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター：1名

エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター：2名

クリエーティブ・ディレクター：5名

〇 式典の準備状況

24.1 開閉会式
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25．聖火リレー



25.1 聖火リレーの概要

〇東京2020オリンピック聖火リレー

・実施期間：2021年3月25日（木）～7月23日（金）

・実施日数：121日（移動日を含む）

・聖火ランナー数：10,515人（開会式の聖火ランナーを含まず）

・全国47都道府県で公道の聖火リレー又は点火セレモニーを実施

〇東京2020パラリンピック聖火リレー

・聖火フェスティバル及び聖火リレーの実施期間：2021年8月12日（木）～8月24日（火）

・聖火ランナー数：1,070人（開会式の聖火ランナーを含まず）

・全国47都道府県の各地で採火を行い、競技開催4都県（静岡県、千葉県、埼玉県、

東京都）で公道の聖火リレー又は点火セレモニーを実施

日本各地に聖火を灯し、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、沿道における密集防止対策などの新型コロナウイルス感染防止対策を
適切に実施し、安全最優先の聖火リレーを実施した。

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、公道での聖火リレーが実施で
きないケースにおいても、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」などの代替措置を実施し、予定していた都道府県で聖火をつなぐことができた。
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25.1 聖火リレー 実施までの経緯
〇聖火リレー検討委員会

東京2020大会をオールジャパン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
全国の多くの人々に聖火を実際にご覧いただき、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。

そのため、2017年２月に、有識者や関係機関の代表者から構成される「聖火リレー検討委員会」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。

〇聖火リレーコンセプト

聖火リレー検討委員会においては、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
し、以下のコンセプトを決定。

・オリンピック聖火リレーコンセプト

「Hope Lights Our Way（英語）/希望の道を、つなごう。（日本語）」

・パラリンピック聖火リレーコンセプト

「Share Your Light（英語）/あなたは、きっと、誰かの光だ。（日本語）」

〇実施体制

聖火リレーの具体的な実施体制について、各都道府県において「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。

聖火リレーパートナーが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、セレブレーション会場におけるステージや展示ブースについても、多様なプログラムを提供
した。
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25.1 オリンピック聖火リレーの特徴
〇実施日数

各地域の意向を踏まえ、日本全国の津々浦々で聖火リレーを実施するため、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（移動日7日間を含む）という期間を設定。47都道府県に
おいて最低でも2日間以上のリレーを実施することを可能にした。（東日本大震災の被災3県である岩
手県・宮城県・福島県と、複数種目を実施する埼玉県・千葉県・神奈川県・静岡県については各3日。
開催都市である東京都については15日。それ以外の39道府県は各2日）

〇聖火リレールート

・計画時における聖火リレー実施予定市区町村数：859市区町村

・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

・復興に歩む被災地の姿を世界に発信するため、東日本大震災をはじめとする被災地を訪問する

ルートを選定

・地域の特徴に応じて、船、鉄道、自転車、水泳など、特殊な走行方法によるリレーを実施

〇聖火ランナー

・日本全国の各地域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方などを、

多数、聖火ランナーとして選定

・「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）」の導入により、年齢要件により

聖火ランナーとしては走行できない小学生などが聖火ランナーの後方で一緒に走行
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点火セレモニー （5月17日 広島県広島市 平和記念公園） 聖火を見守る奇跡の一本松 （6月17日 岩手県陸前高田市）

公道での聖火リレー（4月25日 宮崎県延岡市） サバニによる海上の聖火リレー（5月2日 沖縄県 座間味村）

25.1 オリンピック聖火リレーの実施状況

532



自転車による聖火リレー （5月27日 滋賀県守山市） 島しょ部の聖火リレー （7月16日 東京都小笠原村・父島）

スキーによる聖火リレー（3月26日 福島県猪苗代町） サポートランナーとの走行（4月21日 愛媛県今治市）

25.1 オリンピック聖火リレーの実施状況
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25.1 パラリンピック聖火リレーの特徴

〇聖火フェスティバル参加市区町村

採火から東京に向けた火の出立に至る「聖火フェスティバル」について、最終的に、全国47都道府
県の846市区町村（新型コロナの影響で参加できなかった市区町村を除く）が聖火の採火に参加
（パラリンピック史上最大の参加自治体数）

〇集火式

47都道府県及びパラリンピック発祥の地であるストーク・マンデビルからの炎が8月20日に迎賓館
において集火され、パラリンピック聖火が誕生

〇聖火リレールート

パラリンピック大会の競技を開催する4都県（静岡県、千葉県、埼玉県、東京都）でリレーを実施

〇聖火ランナー

オリンピック聖火リレーと同様に、地域で社会貢献活動をしている方などを、多数、聖火ランナー
として選定するとともに、「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）」を導入

原則として「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導入するこ
とにより、パラリンピック聖火ランナーどうしの新しい出会いを生み出し、東京2020大会が目指す
共生社会へつながる新しい気づきを与えてくれるものとなった。
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聖火皿への点火
（8月19日 埼玉県朝霞市 朝霞中央公園陸上競技場）

集火式（8月20日 東京都 迎賓館）

25.1 パラリンピック聖火リレーの実施状況

点火セレモニー（8月18日 千葉県千葉市 千葉ポートタワー前広場）
3人1組の聖火ランナーによるトーチキス

公道でのリレー（8月17日 静岡県 御前崎市・菊川市）
3人1組の聖火ランナーが走行
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25.1 公道聖火リレーの実施状況

〇東京2020オリンピック聖火リレー

〇東京2020パラリンピック聖火リレー
【凡例】

無 色：公道聖火リレー実施

オレンジ色：公道聖火リレー全面見合わせ

青 色：公道聖火リレー一部見合わせ

・公道聖火リレーを実施：27県
（ただし、大分県、長崎県、鳥取県、

静岡県の4県については、ルート
の短縮・変更あり）

・公道聖火リレーの全面見合わせ：
11道府県
（大阪府、福岡県、広島県、岡山県、

兵庫県、京都府、石川県、富山県、
北海道、神奈川県、千葉県）

・公道聖火リレーの一部見合わせ：
9都県
（愛媛県、沖縄県、熊本県、山口県、

青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、
東京都）

・公道聖火リレーの全面見合わせ：
3都県
（千葉県、埼玉県、東京都）

・公道聖火リレーの一部見合わせ：
1県（静岡県）
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【実行策】

✓ 「密集対策」が「安全なリレー実現」のための最重要事項であるという共通認識を前日に再確認する。

✓ 予め密集が懸念される場所の具体的対応策を議論し決めておく。

✓ 特に、聖火観覧客と駅利用客が入り混じる駅前広場や直近の沿道については、各種資機材を活用して

観覧エリアを明確にしておく。

✓ 映像と沿道の2つの方法で、密集の存在（＝リスク）を最適なタイミングで把握し、全体に共有。

✓ 把握した密集の存在（＝リスク）に対して、直ちに密集解消のための対応策を講じる。

また、解消したことまでを全体に共有する。

【ポイント】

✓ 前日の全体会議（自治体、県警、組織委員会）にて、「密集対策」の重要性と密集発生時の具体策について、
改めて議論し、重要性を再認識できた。

✓ その後も数度にわたり、実施本部にて、密集が懸念される場所の具体的対応策を議論

✓ 早期に、確実に、密集の有無を把握(特に密集が懸念される箇所は1時間位前から、その他は30分前に現場情報を吸
い上げ)

✓ 密集発見後の自治体（実行委員会）の速やかな対応

25.1 聖火リレーでのコロナ対策（密集対策） 再 掲
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26．平和



26.1 休戦決議・ムラール

539

オリンピック休戦ムラール

• 7月19日にオリンピック休戦ムラール署名式を選手村のビレッジプラザ内で実施し、IOC会長、
組織委員会会長、東京都知事、選手村村長が挨拶を述べた。また、国連事務総長及び東京
2020高校生英語スピーチコンテストの最優秀賞受賞者からビデオメッセージが寄せられた。

• 7月13日から8月11日までの期間、選手等に署名を呼びかけた。

ムラール
多摩産材を使用し、都の製作費負担によりオリンピック休戦ムラール、パラリンピック・ムラール

を作成し、選手村のビレッジプラザに設置した。

オリンピック休戦決議
外務省と連携し各国にオリンピック休戦決議の共同提案を働きかけ、186ヶ国の賛同を得て提案し、

全会一致で採択された（2019年12月）

パラリンピックムラール

• 8月21日にパラリンピックムラール署名式を選手村のビレッジプラザ内で実施し、IPC会長、
組織委員会会長、東京都知事、選手村村長が挨拶を述べた。

• 8月17日から9月8日までの期間、選手等に署名を呼びかけた。



26.2 難民選手団
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【概要】

• 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）が認定した難民で、IOC/IPCが認めた特定のスポー

ツで一定の能力を有する選手達により結成される。

• 2015年10月の国連総会でIOC会長が「難民選手団」の創設を宣言し、リオ2016大会から

初めて参加。

【大会実績】

• 2019年6月20日の「世界難民の日」に合わせてIOCが東京2020大会の参加を

目指すスカラーシップ対象者37名のリストを発表したことを受けて、東京2020でも

リオ2016大会に引き続き難民選手団を歓迎する旨表明し、受入れを行った。

• オリンピック参加：29名（12競技）

• パラリンピック参加：6名（4競技）の難民選手団がIPCから派遣

（参考）

• リオ2016大会：オリンピック10名、パラリンピック2名

• オリンピックの難民選手団は大会に先立って、早稲田大学の協力を得て、 7月14日～

同大学の早稲田及び戸山の両キャンパス内のトレーニング施設（新宿区）、 7月21日～

青木町公園総合運動場（川口市）において、IOC難民選手団の事前キャンプが実施された。



26.3 パラリンピック・アフガニスタンの選手

• アフガニスタン国内の不安定な情勢から、当該国パラリンピック選手の大会参加が難しい状況であった。
• IPCが諸国のNPCや政府機関などと連携するなか、2名の選手（陸上、テコンドー）がアフガニスタンか

ら出国し、開会式後（8月28日）に日本に到着することができた。
• 参加予定種目（100m)を日程的に逃した陸上男子選手（T47)は、走り幅跳びに参加。最下位ではあった

がパーソナルベストを記録。
• テコンドー女子選手は、予定通りエントリーされたクラス（K44)に出場。初戦敗退したが健闘を見せた。
• アフガニスタン選手の出場により、東京大会における参加選手団数は、難民選手団を含め162の国と地域

となった。
• 閉会式（9月5日）では、2名の選手が旗手として参加することをIPCが例外的に認め、開会式でできな

かった行進を実現した。
• 閉会式翌日（9月6日）、2名の選手はヨーロッパに向けて出国。
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27．復興



④ 被災地産品の活用
・選手村で被災地産食材を活用した料理を提供
・ビクトリーブーケに被災地の花を活用

聖火リレーグランドスタート

 「復興オリンピック・パラリンピック」は招致段階からの基本理念の一つであ
り、地元では十分に反映されていないとの声もあったが、以下の通り東日本大
震災の被災地の復興を後押しし、被災地が復興を成し遂げつつある姿を世界に
発信

ビクトリーブーケ

① 聖火リレー
・福島県のJヴィレッジからグランドスタート
・聖火の燃料に、福島で製造されたクリーンな水素を活用

② 被災地でのオリンピック競技開催
・野球・ソフトボールを福島県（福島あづま球場）で開催
・サッカーを宮城県（宮城スタジアム）で開催

③ 「復興ありがとうホストタウン」の推進（岩手、宮城、福島）

⑤ 復興の情報発信など
・メインプレスセンターの復興ブースにおける情報発信
・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を制作し、

国内外メディアに配信
・仮設住宅のアルミを利用した復興モニュメントを制作、被災３県に

レガシーとして継承

福島県楢葉町・広野町
アルゼンチン5人制サッカーの共同応援

復興モニュメントの寄贈

27.1 復興の取組概要

 復興は震災という自然災害を絆の力でどう乗り越えたかというメッセージで
あり、同じくコロナという自然災害を人類が連帯して乗り越える大会となっ
た東京2020において、一層の重みをもった。
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27.2 東日本大震災の被災3県における聖火リレーの実施
被災3県（岩手県、宮城県、福島県）においては、東京2020オリンピック聖火リレーに先

立ってイベントを実施するとともに、聖火リレーを各市町村で実施した。地域の多くの方々
にご観覧いただき、復興への歩みを進める被災地の姿を国内外に発信した。

聖火到着式（宮城県） 2020年3月20日

宮城県 航空自衛隊松島基地に、ギリシャからオリンピック聖火が到着

復興の火（宮城県・岩手県・福島県） 2020年3月20日～25日
3月20日 宮城県石巻市「石巻南浜津波復興祈念公園」

21日 宮城県仙台市「仙台駅東口エリア」

22日 岩手県「三陸鉄道・SL銀河車内（宮古駅～釜石駅～花巻駅）

及び各駅等」

23日 岩手県大船渡市「おおふなぽーと」

24日 福島県福島市「福島駅東口駅前広場」

25日 福島県いわき市「アクアマリンパーク」

グランドスタート（福島県） 2021年3月25日

福島県 ナショナルトレーニングセンター Ｊヴィレッジで開催

復興の火
（宮古市 2020年3月22日）

グランドスタート（2021年3月25日）

聖火到着式（2020年3月20日）

東京2020オリンピック聖火リレー

3月25日～27日（福島県）、6月16日～18日（岩手県）、6月19日～21日
（宮城県）に、3県の各市町村で聖火リレーを実施 聖火リレー

（陸前高田市 2021年6月17日）
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27.3 福島あづま球場
2021年7月21日、震災から復興した被災地の姿を伝えるべく、東京2020大会全競技の先頭を
切って大会ルックに包まれた福島あづま球場の姿が世界中に放映、配信された。北京2008大会以
来3大会ぶりにオリンピックに帰ってきたソフトボール6試合と野球1試合が行われ、ソフトボー
ルと野球の開幕戦ではそれぞれ被災地の女子中学生、男子中学生のバッテリーが始球式を行った。

Photo courtesy of the WBSC

Photo courtesy of the WBSCPhoto courtesy of the WBSC
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27.4 宮城スタジアム
• 2021年7月21日から31日までの間、女子準々決勝 ブラジル対カナダ戦を含むオリンピックの男女

サッカー計10試合が有観客にて行われた。大会期間中、競技会場周辺において、宮城県及び利府町
が来場者向け復興PRのパネル展示等を実施した。

• オリンピック競技大会の開催に合わせ、東日本大震災の津波被災地域の圃場で栽培した「復興芝
生」を用い、ピッチを全面的に更新した。

• 2021年7月上旬には復興庁が東日本大震災被災地域の子供たちを集めてのスポーツイベントが開催
された。
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27.5 ビクトリーブーケ
メダリストの副賞には、ロンドン2012大会以来2大会ぶりにビクトリーブーケが採用され、東日本大震災で被災した
地域で育てられた花を中心に作成された。オリンピック・パラリンピック合計で約5,000個作成。

オリンピックブーケ

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）

パラリンピックブーケ

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）

トルコギキョウ：福島県が県ぐるみで生産に励んでいる花。

ヒマワリ：宮城県において、東日本大震災で子どもを亡くした親たちが、子どもたちが避難するために目指した丘に植
えた花。

リンドウ：岩手県を代表する花。日本で出荷される半分以上が岩手県産。
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メダリスト副賞ビクトリーブーケ

生産 保管 制作 配送 競技会場内での管理

岩手 リンドウ

宮城
ヒマワリ
（オリ）

宮城
バラ

（パラ）

福島
トルコギキョウ
ナルコ（オリ）

東京 ハラン

入荷後、品質チェック

オリンピック・ビクトリーブーケ
期間：7/22～8/8（16日間）
数量：3,300束（同着予備等含）
人員：のべ418名

パラリンピック・ビクトリーブーケ
期間：8/24～9/5（12日間）
数量：3,130束（同着予備等含）
人員：のべ390名

15℃でブーケ制作

オリンピック・ビクトリーブーケ
管理人員：のべ118名

パラリンピック・ビクトリーブーケ
管理人員：のべ74名

２℃でコンテナ保管

保冷車で配送

保冷剤入り

・花業界に携わる関係者（卸売市場、仲卸、花店、フラワーデザイナー、いけばなetc）のボランティアで全てを実施。
・品質保持のため、生産～表彰式まで全て低温管理下で行われ、ブーケの茎には保水ゼリーが使用された。

被災地
復興支援

VCP対応で封印シール

協力：日本花き振興協議会
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27.6 選手村等での被災地の食材の提供
○選手村のカジュアルダイニングにおける食材提供

・選手村のカジュアルダイニングにおいては、内閣官房・農
林水産省・各都道府県と連携の上、全国の食材を活用した
日本食を提供（全国を8つの地方ブロックに分けて期間毎
にローテーションして提供）。

・その中において、東日本大震災の被災地の食材は毎日提供。

・提供した食材については、料理提供コーナーに設置したタ
ブレットで産地（県名）をリアルタイムに表示（大会史上
初めての取組）。

○産地のメッセージ発信

・選手村のカジュアルダイニングにおいて、産地からのメッ
セージをモニターで放映。

・復興庁作成のポスターを選手村のメインダイニングホール、
カジュアルダイニングに掲示し、被災地の食材が選手村を
支えているとのメッセージを発信。

○IBC/MPCにおける果物の提供

・JA福島・復興庁から贈呈を受けた福島県産のもも、なし
をレストランで無料提供。

メニューの例

復興ありがとうホストタウン
のメッセージ

福島県産ももの提供
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【実施内容】

〇 液晶モニターを使ったスライド展示
被災地の今の姿や地域の魅力、支援に対する感謝のメッセージ、復興を理念に実施された各種大会関連の取組

（復興の火、被災地の聖火リレー、モッコ、復興のモニュメント、被災地での競技開催等）を展示

〇 県産品の現物展示
県産品の魅力を深く知っていただくため、実際に見て触れる現物展示も実施
・福島県木材を活用し福島県内の小中学生が制作に携わった木製ベンチ設置
・東京2020公式ライセンス商品になった三県の伝統工芸品の展示
・ビクトリーブーケで使用した三県の花の展示 等

〇 メディアブリーフィング
震災の経験・記憶を伝えている被災地の方や語り部活動を行っている方、
被害に負けず被災地で頑張る生産者の方などがゲストスピーカーとして出演。オンライン・オンサイト併用して実施。

（計 3日間、ゲストスピーカー計 17名、参加・視聴メディア計 84名）

27.7 大会期間中の国内外メディアへの復興オリパラの情報発信
【趣旨】

● これまで東京2020大会では、聖火リレーやイベントを通じて被災地の復興しつつある姿や支援への感
謝を「発信」し、選手村での食材活用やビクトリーブーケの花など大会における被災地産の「後押し」に
も積極的に取り組んできた。
● コロナ禍の中でも、大会での復興の理念や様々な取組を世界に知っていただくため、被災三県や政府、
東京都等の被災地復興支援連絡協議会メンバーと協力して、オンサイト・オンラインを併用して、効果的
に 国内外メディアに情報発信した。

☑ 国内外メディアに直接アクセスした取組
メインプレスセンターに
情報発信拠点「復興ブース」開設

（来場者数： 1,150名）
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【今後について】

● コロナにより集客イベントや体験といった取組は叶わなかったが、復興ブースやメディアガイドを活用
して国内外メディアに復興の理念・取組を発信・周知した。

● 復興の理念自体を知らない海外メディアも多い中、まずは知ってもらうということも含め、情報の種を
蒔いた。

● 被災地が世界からポジティブな関心を持ってもらえるよう、復興の理念・取組を大会のレガシーとして
如何に継承していくか、引き続き、関係者とともに検討を進める。

☑ 国内外メディアにオンラインでアクセスした取組

復興の取組等をまとめたメディア向けデータ資料集
「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」

の更新・配信

【実施内容】
〇 メディアガイド（2021年2月発行）について、その後の

復興関連の取組を追加・更新し、メディアに配信。

〇 復興ブース来場のメディアにも、本メディアガイドの
周知・ダウンロードの案内を積極的に実施。

〇 また、ブース等において復興オリパラを説明・レクチャー
するための資料としても積極的に活用。
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27.8 復興ブース関連の報道一覧
日付 社名／記者名 記事タイトル 記事概要 URL

1 7/1 日刊スポーツ

東京五輪のメインプレスセンターには東日
本大震災の被災地3県の復興を海外メディ
アにPRする「復興ブース」がもうけられて
いる（日刊スポーツ

復興ブース紹介

https://www.nikkansports.com/
olympic/tokyo2020/photonews/
photonews_nsInc_20210701000
0587-4.html

2 7/1 産経新聞
【カメラマン日記】五輪報道拠点に通信機
器など搬入

復興ブース紹介

https://www.sankei.com/article
/20210701-
GFFGMHJPUFKUDCDEBBWALNLE
VI/

3 7/1 日経新聞
五輪報道拠点プレオープン 臨海部の東京
ビッグサイト

復興ブース紹介
https://www.nikkei.com/article/
DGXZQOUE015SK0R00C21A7000
000/

4 7/14 福島民報
東京五輪・パラのプレスセンターに復興
ブース 東京都

復興ブース紹介
https://www.minpo.jp/news/mo
redetail/2021071488413

5 7/14 福島民報
【かすむ復興五輪（上）】福島の現状どう
伝える アピールの形模索

復興ブース紹介
https://www.minpo.jp/news/mo
redetail/2021071488406

6 7/14 福島民友 東京五輪の報道拠点に「復興ブース」 復興ブース紹介
https://www.minyu-
net.com/sports/tokyo2020/FM2
0210714-636541.php

7 7/14 河北新報
被災地の姿、世界のメディアに発信 プレ
スセンターに「復興ブース」

復興ブース紹介 https://kahoku.news/articles/20
210713khn000051.html

8 7/15 日刊工業新聞
MPC内に復興ブース 被災３県の歩みと魅
力発信

復興ブース紹介 新聞（紙）

9 7/16
inside the 
games

Tokyo 2020 sets up Recovery and 
Reconstruction Games booth 
reflecting on Great East Japan 
Earthquake healing

復興ブース紹介
https://www.insidethegames.biz
/articles/1110289/recovery-
and-reconstruction-booth

10 7/17 河北新聞 復興の現在地国内外に発信 復興ブース紹介 新聞（紙）

11 7/19
inside the 
games

Food supplied to Tokyo 2020 from 
areas affected by the Tōhoku 
earthquake and tsunami

ブリーフィング紹介
https://www.insidethegames.biz
/articles/1110417/food-tokyo-
2020-earthquake-tsunami

12 7/19 NHK
東日本大震災の経験や復興への思い 海外メ
ディアに伝える

ブリーフィング紹介
https://www3.nhk.or.jp/news/h
tml/20210719/k1001314737100
0.html

13 7/20 日本農業新聞
被災地農家が復興アピール 五輪取材拠点
で食材、花を紹介

ブリーフィング紹介
https://news.yahoo.co.jp/article
s/be522f642bfd722dadda283ca4
208c218ce1a5b7

14 7/21 Newshub
Tokyo Olympics: COVID-19 puts 
dampener on Japan's plan to stage 
'Recovery Games'

ブーススタッフ・ジ
ウンさんへのインタ
ビュー

https://www.newshub.co.nz/ho
me/olympics/2021/07/tokyo-
olympics-covid-19-puts-
dampener-on-japan-s-plan-to-
stage-recovery-games.html

15 7/21 河北新報
被災地で五輪競技開始／「復興」の理念
諦めず発信を

復興ブース紹介 https://kahoku.news/articles/20
210721khn000005.html

16 7/22
JAPAN 
NEWS
(yomiuri）

Covid flattens centerpieces of 
‘recovery Games’

ブリーフィング紹介
https://the-japan-
news.com/news/article/000760
6277

17 7/22
inside the 
games

Tokyo 2020 releases film to promote 
Recovery and Reconstruction Games 
narrative

復興ブース紹介
https://www.insidethegames.biz
/articles/1110618/film-tohoku-
recovery

18 7/22
The 
Hankyoreh

“Recovery Olympics” doesn’t really 
serve Fukushima’s interests

ビクトリーブーケ紹
介

https://english.hani.co.kr/arti
/english_edition/e_internation
al/1004694.html

19 7/26 NPR
The Flowers For Olympic Medalists 
Carry Deep Meaning In Japan

ビクトリーブーケ紹
介

https://www.npr.org/sections
/tokyo-olympics-live-
updates/2021/07/26/102029
2515/flowers-olympic-
medalists-meaning-japan-
tokyo-bouquet

20 8/3
イギリス人
ジャーナリスト
Chris Woods

復興ブース・福島ベンチ（twitter発信） 福島ベンチ紹介
https://twitter.com/christoph
erw/status/142244495092765
0838

21 8/3
イギリス人
ジャーナリスト
Chris Woods

復興ブース・ビクトリーブーケ（twitter発
信）

ビクトリーブーケ紹
介

https://twitter.com/christoph
erw/status/142245080693100
9536

22 8/5 AFP
Fukushima blooms of 'hope' in 
Olympic bouquets

ビクトリーブーケ生
産者紹介

https://www.france24.com/en
/live-news/20210805-
fukushima-blooms-of-hope-in-
olympic-bouquets

23 8/5 ABC
Flores de Fukushima para los 
medallistas olímpicos

ビクトリーブーケ生
産者紹介

https://www.abc.es/deportes/
juegos-olimpicos/abci-flores-
fukushima-para-medallistas-
olimpicos-
202108050037_noticia.html

24 8/8 毎日新聞
＜厳戒下の祭典で＞海外メディアに聞いた
「復興五輪、知っていますか?」

ブリーフィング紹介
https://mainichi.jp/articles/20210
807/k00/00m/050/294000c

25 8/8 DIARIO AS
Un impulso olímpico para Fukushima: 
desastre nuclear y Juegos de la 
Reconstrucción

復興ブース紹介

https://as.com/juegos_olimpi
cos/2021/08/08/videos/1628
407451_211688.html?autopla
y=1

26 8/13 ハンギョレ新聞
「五輪で福島の復興が促進される」回答は４.
５％…復興五輪はなかった

ブリーフィング紹介
http://japan.hani.co.kr/arti/in
ternational/40802.html

27 8/14 文春オンライン
「人生で最高の桃」「俺も6個いける」オリ
ンピックプレスルームで勝手に始めた「福島
の桃デリシャスプロジェクト」の話

復興ブース紹介
https://news.nifty.com/article
/item/neta/12113-1197287/

28 8/18 毎日新聞
軽かった五輪の「理念」 選手からの「発
信」が救い

ブリーフィング紹介
https://mainichi.jp/articles/20210
818/ddm/005/070/004000c

29 8/19 毎日新聞
目くらましの復興五輪 被災地踏み台、検証
を＝竹内良和（東京社会部）

ブリーフィング紹介
https://mainichi.jp/articles/20
210819/ddm/005/070/00600
0c

30 9/4 福島民友
福島県産のモモやナシ提供 東京五輪・パラ
のメインプレスセンター

福島桃・梨紹介
復興ブース紹介

https://www.minyu-
net.com/news/news/FM20210
904-653163.php

31 9/4 福島民報
五輪パラ報道センターで福島県産のモモとナ
シを提供 組織委 ＪＡ福島が贈呈

福島桃・梨紹介
復興ブース紹介

https://news.yahoo.co.jp/artic
les/fde38728867862555b1771
fa6b0cb79842d65503

32 9/5
ドイツ人ジャー
ナリストLukas 
Knöfler

twitter発信・復興ブース紹介 復興ブース紹介 https://twitter.com/lukascph/
status/1434313916620808195

33 9/4-6
福島民友
福島民報
日経新聞

被災地復興 発信継続を
（共同通信配信記事）

復興ブース紹介

新聞（紙）
https://www.nikkei.com/articl
e/DGKKZO75480250W1A900C
2CE0000/

34 9/6 NHK ニュースウォッチ９ 復興ブース紹介 テレビ放映
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https://www.nikkansports.com/olympic/tokyo2020/photonews/photonews_nsInc_202107010000587-4.html
https://www.sankei.com/article/20210701-GFFGMHJPUFKUDCDEBBWALNLEVI/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE015SK0R00C21A7000000/
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2021071488413
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2021071488406
https://www.minyu-net.com/sports/tokyo2020/FM20210714-636541.php
https://kahoku.news/articles/20210713khn000051.html
https://www.insidethegames.biz/articles/1110289/recovery-and-reconstruction-booth
https://www.insidethegames.biz/articles/1110417/food-tokyo-2020-earthquake-tsunami
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210719/k10013147371000.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/be522f642bfd722dadda283ca4208c218ce1a5b7
https://www.newshub.co.nz/home/olympics/2021/07/tokyo-olympics-covid-19-puts-dampener-on-japan-s-plan-to-stage-recovery-games.html
https://kahoku.news/articles/20210721khn000005.html
https://the-japan-news.com/news/article/0007606277
https://www.insidethegames.biz/articles/1110618/film-tohoku-recovery
https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/1004694.html
https://www.npr.org/sections/tokyo-olympics-live-updates/2021/07/26/1020292515/flowers-olympic-medalists-meaning-japan-tokyo-bouquet
https://twitter.com/christopherw/status/1422444950927650838
https://twitter.com/christopherw/status/1422450806931009536
https://www.france24.com/en/live-news/20210805-fukushima-blooms-of-hope-in-olympic-bouquets
https://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos/abci-flores-fukushima-para-medallistas-olimpicos-202108050037_noticia.html
https://mainichi.jp/articles/20210807/k00/00m/050/294000c
https://as.com/juegos_olimpicos/2021/08/08/videos/1628407451_211688.html?autoplay=1
http://japan.hani.co.kr/arti/international/40802.html
https://news.nifty.com/article/item/neta/12113-1197287/
https://mainichi.jp/articles/20210818/ddm/005/070/004000c
https://mainichi.jp/articles/20210819/ddm/005/070/006000c
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20210904-653163.php
https://news.yahoo.co.jp/articles/fde38728867862555b1771fa6b0cb79842d65503
https://twitter.com/lukascph/status/1434313916620808195


■被災地復興支援連絡協議会の設置
東日本大震災からの復興を理念の1つに掲げる東京2020大会において、被災地の復興を後

押しし、被災地が復興しつつある姿と世界から受けた支援への感謝を発信するため発足

■経緯
〇2014年7月 第1回被災地復興支援連絡協議会・幹事会 開催

→復興オリンピック・パラリンピックの実現に向け協議
〇その後、幹事会での意見交換、各県ヒアリング等を実施
〇2019年2月 第2回被災地復興支援連絡協議会 開催

→復興の後押しや復興の姿の発信に資する「重点取組」を発表

27.9 被災地復興支援連絡協議会の開催状況

【委員】
岩手県、宮城県、福島県、内閣官房、文部科学省、復興庁、東京都、JOC、JPC、組織委員会

【重点取組（主な内容）】
大会前：被災地での聖火リレーの実施、復興ありがとうホストタウンによる国際交流、

NIPPONフェスティバル等を通じた被災地の文化の発信 など
大会中：宮城・福島での円滑な競技開催、選手村等での被災地の食材活用や木材等の活用 など
大会後：大会レガシーの創出（復興のモニュメント等） など

〇大会延期後、コロナ禍の制約ある中でも復興オリンピック・パラリンピックを効果的に発
信するため、幹事会を開催して意見交換するとともに、取組具体化のための作業部会をオン
ライン等で開催（幹事会は計4回、作業部会は計5回開催）

→連携・協力の成果として、復興メディアガイドや復興ブースの取組が実現

553



27.10 各種プログラムによる東北復興の取組
① 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TOKYOへ Presented by ENEOS」
⚫ 2021年5月から7月にかけて、東北各地と東京を舞台にプログラムを展開。 この企画のために作られた巨大人形モッコが

東北各地を巡り、東北の人々からのメッセージを預かり、TOKYOを目指した。
⚫ 岩手会場では、イベントと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を海外へ発信した。
⚫ 東京会場では、メッセージを元に制作された楽曲「とうほくの幸」を披露し、国内外に東北の人々の想いを発信。多くのメ

ディア（国内：20社、海外11社）が来場するとともに、ライブ配信での視聴者数は約102万人に上った。

日程 会場 備考

5月15日 岩手県陸前高田市「高田松原津波復興祈念公園」 参加者数：約600人

5月22日 宮城県岩沼市「千年希望の丘 相野釜公園」 無観客実施

5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）」 無観客実施

7月17日 東京都「新宿御苑 風景式庭園」
無観客実施
ライブ配信：約102万人の視聴

② 東京2020 復興のモニュメント

⚫ 被災地の仮設住宅の窓等から再生したアルミを材料に、東京藝術大学の学生と被災地の生徒が協同し、モニュメントを制作。
⚫ 震災以降の世界からの支援に対する被災地からの感謝とアスリートへの応援のメッセージを載せたモニュメントを大会期間

中、国立競技場近くに展示し、世界のアスリートにメッセージを届けた。
⚫ アスリートやIOC会長、IPC会長等のサインをモニュメントに加え、岩手県、宮城県、福島県で大会レガシーとして展示。

③ 福島における理事会開催

⚫ 2018年7月30日、福島県Ｊビレッジのリスタートに併せ、組織委員会の理事会を福島で開催。（理事会後、開・閉会式の
演出チームを発表）
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27.11 関連報道

2021年12月12日福島民報報道より

●2021年12月12日の福島民報の報道によると、福島民報の読者が選ぶ今年の福島県内
十大ニュースの1位は、「福島で東京五輪野球・ソフトボール競技実施」だった。
4位にも「東京五輪の聖火リレー、本県からスタート」がランクインした。

555



2８．パラリンピック



28.1 パラリンピックの価値・共生社会の実現

⚫ 夏季としては史上初の二回目のパラリンピック大会開催。パラアスリートの競技が多くの人々の目に触れ、
多様性の意識を醸成。競技に加え、パラリンピックの開閉会式も多様性に向けたメッセージを発出。国連、
IPCのWe the 15とのコラボレーション。社会変革のムーブメントの萌芽。

⚫ 視覚障がい者への情報保障等により、より多くの方にスポーツを楽しむ環境を提供。

⚫ 引き続きパラリンピックスポーツの普及を、障がい理解や心のバリアフリー等、多様性ある社会や共生社会
の進展につながるものとしても位置づけ、オリンピックスポーツや文化イベント等とのコラボレーションも
行っていくことが望ましい。

⚫ ジェンダーイクオリティの取組として陸上、水泳、トライアスロン、卓球、柔道、アーチェリーの6競技で
男女混合種目を新規導入、史上最高の女性アスリート率（48％）。女性アスリートの活躍。

⚫ 大会前のジェンダー・多様性に関する議論をきっかけに、理事の男女割合を約4割に、加えて「東京2020D
＆Iアクション」の取組。

⚫ 大会を契機に、多様性と包摂（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である「東京2020D&Iアクション」を実施。8月18日の発表時には、日本オリン
ピック委員会（JOC）、日本障がい者スポーツ協会（JPSA）、日本パラリンピック委員会（JPC）、日本ス
ポーツ協会（JSPO）及び大会パートナー25社が、組織委員会と同時に宣言。また、他のスポーツ団体や、
アスリートや大会 ボランティア等の個人のアクションもSNS等で発信され、大会後も市民の方々に広がって
いる。
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改善例（ARA)

⇒

28.2 パラリンピックへの環境整備に向けた課題提起と最終確認

（１）IPCウォークスルーと関連FAの支援

• 8月10日～8月23日に、全競技会場と選手村、IBC､MPCなど主要な非競技会場
をIPCが視察

• IPCから合計132の指摘（イシュー）を受けたが、会場チームの迅速な対応によ
り9月2日迄に全てのイシューに対応し、IPCからも承認を得た

• IPCは、東京大会の会場移行は周到に計画され、かつ現場での柔軟な修正対応
により「過去大会にないクオリティ」と高く評価された

• 視察対象外の大会関係施設等について、十分把握が出来なかった。
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（２）MOCアップデート会議を通じての課題提起、意識づけ

• PGOよりパラリンピックの多様な大会関係者への配慮事項を説明

• 会場での飲料縦陳列（車いす使用、低身長の関係者が高さに関わらず手に取れる）

飲料縦陳列

28.2 パラリンピックへの環境整備に向けた課題提起と最終確認

559



（３）個別会場・FA等からの問合せ対応

• 成田・羽田両空港の入国時関係者コロナ対応動線のアクセシビリティ検証

• 海外選手団の補助犬持込みに関する関係機関、組織委員会関係部署との連絡調整

アクリル版黄色テープ

MMC

No-mask
シール

フェイスシールド
に貼付

• ゴールボール会場（弱視選手用にラウンジのアクリル板に黄色テープ貼付）

• No-maskシールの作成と配布（マスク着用が難しい関係者への対応）

（２）MOCアップデート会議を通じての課題提起、意識づけ（続き）

28.2 パラリンピックへの環境整備に向けた課題提起と最終確認
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28.3 クラス分け

• IPC・IFの要請を受けて、8競技115名のクラス分け実施を支援した。

*クラス分け変更のうち、車いすラグビーの1名は東京大会後からの適用

Sport 競技

# of Athletes 
Scheduled

# of cases  
evaluated

# of 
observation 
assessment

# of class 
change

事前の予定人数 実施済み件数 競技観察件数 クラス変更件数

Athletics 陸上競技 52 52 47 5

Boccia ボッチャ 5 4 4 0

Canoe カヌー 1 1 0 0

Cycling Track 自転車トラック 4 4 4 0

Cycling Road 自転車ロード 4 4 4 1

Rowing ボート 10 10 0 0
Sitting Volleyball シッティングバレー
ボール 17 17 5 1

Wheelchair Rugby 車いすラグビー 18 18 18 3

Wheelchair Tennis 車いすテニス 5 5 0 0

Total 合計 116 115 82 10
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28.4 観客（学校観戦・大会関係者含む）向けの情報保障

（１）おもてなしアプリの準備と実施（オリンピックのみ）

• 実施会場：EQP（馬事公苑）、MFS（武蔵野の森総
合スポーツプラザ）、TGY（東京体育館）、YAF（夢
の島公園アーチェリー場）の4会場

• 実施にあたり運営マニュアル作成、配信者（大学
生）への研修等を行った。

無観客の影響：大学生への教育プログラムとして実
施（聴取者なし）
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28.4 観客（学校観戦・大会関係者含む）向けの情報保障

（２）インターネット・FMラジオを利用した音声解説
（日本語）サービスの準備と提供

実施会場：NBK（日本武道館）⇒インターネット、
MMC（幕張メッセ）⇒FMラジオ、
OLS（オリンピックスタジアム）⇒
インターネット（日英）
※NBKとMMCはパラリンピックのみ、

OLSはオリンピック・パラリンピック

利用者数：NBK：約60人、MMC：約1,400人、
OLS：両大会の開閉会式で計約700人

無観客の影響：対象者を学校観戦の児童・生徒及び一部
の関係者に変更
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28.5 コロナ対策に関わるIPCとの連絡調整

・大会関係者隔離施設居室におけるアクセシブルな
環境確保の支援

・要介助者をサポートする介助者の取扱い配慮

・IPC、NPCからの要望への回答案の検討、調整、
レター作成等
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28.6 アクセシビリティに配慮した輸送サービス
(TMa、T3アクセシブル、TAa)
TMa（TM accessible fleet）

TMバスに乗車することが困難な車いす使
用のメディアに対して、事前予約制のアクセ
シブルフリートによる輸送サービス【TMa
サービス】を提供。乗降場はTMとの近傍を
基本としつつ、乗降場からベニューメディア
センター（VMC）まで動線等のアクセシビリ
ティの確保が困難な一部の会場では、T3アク
セシブルと乗降場を共用

T3アクセシブル（T3ユーザー向けアク
セシブルサービス）

車いす使用などアクセシビリティへの配
慮が必要なT３ユーザーを対象とした事前
予約制の輸送サービス。通常のT3乗降場よ
りもPFラウンジの近く（セキュア内）に
T3アクセシブル乗降場を設置。乗降場から
PFラウンジまでは、アクセシブルな動線を
確保

TAa（TA accessible fleet）
選手/NPC輸送サービスにおいて、一時的

な需要増により、定期運行のシャトルバス
に乗り切れない場合に、予備車のバスに加
え、TAモール内に配備したTAa（アクセシ
ブルフリート）により、柔軟な輸送サービ
スを提供

TMaとT3アクセシブルとの乗降場の共用例

TAa待機場(TAモール内）
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バス
選手輸送には、各競技の特性や輸送ニーズ、輸送ルート等の状況に応じて、観光バスタイプ（コーチバス、リフト

付きコーチバス）、路線バスタイプ（低床バス）、ミニバスタイプ（リフト付きマイクロバス）を活用

28.7 パラリンピック大会時の車両タイプ（バス、フリート）

観光バスタイプ（リフト付き）
バス付属のリフトで車いすのまま乗降可能

観光バスタイプ（コーチバス）

フリート（アクセシブルフリート）
通常のフリート車両に加え、車いすの大会関係者の輸送には、車載のスロープ板で車いすのまま後部ドアからの乗

車と、電動で車外にスライドダウンする座席へ車いすから移る形での乗車、両方の機能を備えた、東京大会のために
開発された新しいタイプのアクセシブル車両を活用

車両に付属するスロープ板を
使い、車いすのまま乗降可能

シートはリモコンで操作でき、
車いすからシートに乗り移って乗車車両に付属するスロープ板をセットし、乗車

路線バスタイプ（低床バス）
バス付属のスロープ板で車いすのまま乗降可能
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28.7 リフト付きバス乗降用スロープ
パラリンピック大会時には、車いす選手等の移動時のアクセシビリティを確保するため、晴海選手村輸送モール及び

一部の競技会場の乗降場に、リフト付きバス用の乗降用スロープを計10基設置
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29．共生社会・D＆I



• 「ユニバーサルデザインの街づくり」

• 「心のバリアフリー」

• バリアフリー法の改正 ⇒ バリアフリー基準、ガイドラインの改正（大規模駅
の複数ルート化、客室総数の1%以上のバリアフリー化義務付け等）

• オリパラ競技の更なる共同利用化を図るためにナショナルトレーニングセンター
（NTC）の拡充整備を行い、屋内トレーニングセンター・イーストが竣工

• 新幹線における車椅子用フリースペースの設置が2021年7月より義務化

• 都内を走行するタクシーの約24%(令和元年3月末)がＵＤタクシーで運行

• 建築設計基準を改正し、小規模店舗内部において、入口の段差解消、扉幅の確保、

可動席の設置等のバリアフリー整備を進めるための考え方等を追加

［大会に向け導入が拡がったUDタクシー］

［新幹線の車いす用フリースペース］

［会場周辺のバリアフリー化］

 ユニバーサルデザイン2020行動計画の策定（2017年2月関係閣僚会議）

 ユニバーサルデザインの街づくり

29.1 共生社会の実現に向けた取組について
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21

 多言語対応に関する取組

• 2014年に多言語対応協議会が政府・東京都において設置され、案内

サインの統一化などの取組を推進

 共生社会ホストタウンの取組

• 「共生社会ホストタウン」は105件、109自治体まで拡大。

 心のバリアフリーに向けて

• バリアフリー法を2020年に改正。

✓ 学校教育との連携による「心のバリアフリー」の推進

✓ 公共交通事業者等の役務の提供に関するソフト基準遵守義務 など

• 障害者差別解消法改正（事業者による合理的配慮の提供の義務化など)

• 小学校は2020年度から、中学校は2021年度から「心のバリアフリー」

に係る指導の充実を図った新学習指導要領の全面実施

［パラアスリートとの交流（コロナ禍前）］

［障がい当事者参画によるまち歩き点検］

［「心のバリアフリー」を学ぶ
アニメーション教材］

［多言語対応した
駅の案内］

(日・英・中・韓)

29.1 共生社会の実現に向けた取組について
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29.2 D&I（ダイバーシティ&インクルージョン）の浸透
○「多様性と調和」の大会を担う「組織づくり」

と「人づくり」を一貫して実施

・組織全体としてD&Iの姿勢を示す「D&I宣言」

＊職員、アスリート委員会委員、街づくり・持続可能性委員会委員、大会ボランティアが署名

・多様な切り口での実践的な研修等によるD&Iへの理解促進
＊「D&Iハンドブック」

文化、性別、世代・ライフステージ、心身機能等の違いを理解し、その違いを尊重する具体的アクションを

まとめたハンドブックを有識者の協力で作成し、職員に周知

＊障害平等研修（マジョリティとマイノリティが逆転した社会の仮想体験）

職員、大会ボランティアに共通研修で実施

＊障がい当事者が講師となった視覚・聴覚障がいや車いすの体験研修

＊LGBTQ当事者との交流会 等

・多様な人材が活躍できる職場環境づくり

＊「PRIDE指標」でゴールド受賞（職場のセクシュアル・マイノリティへの取組を評価） 等

○D&Iの大会を経験した人が、大会後にも「多様性と調和」の社会づくり
に貢献することを期待

東京2020大会のD&Iアクションワード

大会ボランティア研修職員体験研修

D&Iの姿勢を示す
ステッカー
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29.3 ウェブアクセシビリティの向上

（１）ウェブアクセシビリティ方針を策定

大会の基本コンセプトの一つである「多様性と調和」に鑑み、人種、肌の色、
性別、性的指向、言語、宗教、政治、障がいの有無などにかかわらず、誰も
が情報にアクセスできる大会ウェブサイトを目指し、「ウェブコンテンツ・
アクセシビリティ・ガイドライン（WCAG）2.1」に対応することを目標とし
たウェブアクセシビリティ方針を策定。

（２）大会時ウェブアクセスを想定したユーザーテストの実施

大会時に最も多くのアクセスを集める競技結果表示について、スクリーン
リーダー(音声読み上げソフト）や画面拡大ソフトウェアを使用する視覚障が
いのある学生の協力を得てユーザーテストを実施。見やすい見出しやレイア
ウト、認識しづらい特殊な文字や画像の指摘等のフィードバックをもとに、
国際基準に照らして、過去大会から残っていた多くのウェブアクセシビリ
ティの課題の9割を解決。
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29.4 ジャパンウォークガイドによるアクセシブルルート情報の提供

政府の「ユニバーサルデザイン2020行動計画」で取組目標の一つに設定された
東京2020会場へのバリアフリーマップの整備について、「オリンピック・パラリ
ンピック等経済界協議会」が約5年で、のべ1,900名のボランティアの協力により
700ｋｍ、1万8千ものバリアフリー情報を収集し、バリアフリールート案内ウェ
ブアプリ「ジャパンウォークガイド」を開発。

東京2020組織委員会はジャパン
ウォークガイドを大会公式サイト、
公式アプリのコンテンツとして採用。

東京2020パラリンピックを契機
としたユニバーサルデザインやバリ
アフリーへの意識向上に寄与。

大会後の活用について政府、東京
都、会場自治体にて検討。



29.5 アクセシビリティ・ガイドラインの策定

○Tokyo 2020 アクセシビリティ・ガイドライン策定

○ガイドラインに基づく開催準備と大会運営

障がいの有無に関わらず、すべての人々にとってアク

セシブルでインクルーシブな東京オリンピック・パラリ
ンピック競技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、障がい者団体等の参画を得
て策定し、IPCからの承認を得た。
（2017年3月24日付け承認）

策定されたガイドラインは、大会会場のアクセシビリティに配慮が必要な

エリアとそこへの動線となるアクセシブルルート、輸送手段、組織委員会か
らの情報発信・表示サイン、関係者の接遇トレーニング等の指針として活用
された。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の経験を誰にとっ
てもアクセシブルなものとすることで、障がいの有無に関わらず、すべての
人々が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に貢献することを目指
した。
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○パラリンピックにおける選手の奮闘や
ボランティアの心あるおもてなしが、
多様性と調和のメッセージをより強く
社会に発信

○大会におけるジェンダー平等の推進
・史上最高の女子選手割合達成 オリ約48%、パラ約42%

・開会式の入場行進では男女共同旗手を実現

・オリンピックにおいて男女混合種目を過去最多の18種目実施
・選手村総合診療所には大会史上初「女性アスリート科」設置
・アスリート等への性的ハラスメント目的の撮影等を禁止行為に明記
・大会のジェンダー平等の取組を、国連女性機関（UN Women）のフォーラムにおいて発表
・IOCの「ジェンダー平等、公平性の確保のためのポートレイヤル（表象）ガイドライン」を

通じて、メディアにジェンダー平等に配慮した報道を呼びかけ
・大会を間近に控えた時期のジェンダーを巡る議論・言動は、「多様性と調和」の大会ビジョ

ンを掲げる大会において、改めてジェンダー平等や多様性の社会的課題としての重要性を再
認識する契機となり、東京2020D＆Iアクションにつながった。

29.6 ジェンダー平等／多様性と調和の実践と社会への発信
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29.6 ジェンダー平等／多様性と調和の実践と社会への発信

○オリンピック・パラリンピック移行期間中に、「東京2020D&Iアクショ

ン」を公表

組織委員会のほか、世界中の組織や個人がD&Iに関するアクションを宣言

誰もが生きやすい社会に向けたムーブメントへ
＊IOC、IPC、東京都、国、パリ2024組織委員会も取組に賛同

＊JOC、JPSA/JPC、大会パートナー、JSPOなどの大会関係者やスポーツ団体のほか、

アスリートやボランティア等にも宣言が広がっている

○大会のジェンダー平等／多様性と調和に関する報告書が活用され、将来

大会やスポーツ界での取組が進展することを期待
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1896

29.7（参考）オリンピックにおける女子選手参加割合（夏季）

（平成30年度版男女共同参画白書（内閣府）を基に組織委員会作成）

ア
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ア
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京

2008

北
京
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ロ
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東
京

男
性
の
み
参
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女
性
が
初
参
加

日
本
人
女
性
が

初
参
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（女子選手割合）

０％ 2.2％ 13.2％ 42.4％ 44.2％ 45.6％ 約48％

全
競
技
で
女
性
参
加

が
可
能
に

史
上
最
高
の

女
子
選
手
参
加
割
合

近代オリンピックの開催から120年を経て、男女がほぼ同数参加する大会が実現

9.6％
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30．持続可能性



30.1 大会の持続可能性の概要

持続可能な社会の実現に向け、多様な主体と
連携し、課題解決のモデルとなる取組を推進

579

＜5つの主要テーマと大目標＞

＜持続可能性に関する計画と仕組み＞

・「持続可能性に配慮した運営計画」において定めた目標と施策に基づき、「持続可能な社会の
ショーケース」となる具体的な取組を推進

・物品・サービスの供給過程における持続可能性を推進する「持続可能性に配慮した調達コード」や、
ISO20121規格に則したイベントの持続可能性マネジメントシステムの導入

・持続可能性の取組状況をまとめた「持続可能性報告書」の作成

気候変動
脱炭素社会の実現に向けて

資源管理
資源を一切ムダにしない

大気・水・緑・生物多様性等
自然共生都市の実現

人権・労働、公正な事業慣行等
多様性の祝祭

参加・協働、情報発信
パートナーシップによる大会づくり



〇参加型の取組等による資源循環の推進

・金銀銅メダルを全量リサイクル金属で製造（携帯電話等の回収）

・選手村ビレッジプラザでの「日本の木材活用リレー」

・使用済みプラスチック等で製造した表彰台（空き容器等の回収）

・復興仮設住宅のアルミ建材を再生利用したトーチ

・調達物品の99％をリユース・リサイクル

・分別区分を示すピクトグラム等により廃棄物を分別。選手村で使用

された紙皿をトイレットペーパーに再生するなどリサイクルを推進

し、大会運営時の廃棄物を62％リサイクル

〇持続可能性に関する情報発信
・メインプレスセンターに持続可能性情報ブースを設置し、国内外の

メディアに取組を発信（来場者合計1,189人） など

〇排出CO2をゼロ以下にする「カーボンマイナス大会」を実現

・聖火台やトーチ、大会用車両での水素の活用

・大会時の運営電力の全量を再生可能エネルギーで供給

・既存会場の活用や再エネの活用等によりCO2を約28万t削減

・それでもなお排出されるCO2はカーボンオフセットを実施

リサイクル金属により
製造された金銀銅メダル

選手村メインダイニングの
分別の様子

使用済みプラスチック
を再生利用した表彰台

〇他方、大会時に食品ロスや医療用消耗品廃棄などの課題も発生

30.2 持続可能な社会の実現に向けた取組

メインプレスセンターの
持続可能性情報ブース

木 材 活 用 リ レ ー に
よ り 建 築 さ れ た
選手村ビレッジプラザ
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【東京2020オリンピックメダルデザイン】 【東京2020パラリンピックメダルデザイン】

30.3 都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト
プロジェクトの概要

・携帯電話やパソコン等、小型家電を全国各地で回収
・小型家電から抽出したリサイクル金属でメダルを作成
・資源の有効活用をより重視することで、さらに持続可能性な社会を目指す

プロジェクトの内容と結果
〇主催…東京2020組織委員会／環境省／東京都／NTTドコモ／日本環境衛生センター

〇回収期間…2017年4月1日～2019年3月31日

〇回収量
NTTドコモによる回収（ドコモショップ約2,300店舗、大会パートナー等を通じて携帯電話を回収） …      約621万台
全国の自治体、家電量販店等を通じた回収（小型家電リサイクル認定事業者等を通じて小型家電を回収）… 約78,985トン

〇最終的な確保金属量…金：約32kg、銀：約3,500kg、銅：約2,200kg

〇参加自治体…1,621自治体（国内の全市区町村1,741のうち、9割以上の市区町村が参加）

〇プロジェクト参加パートナー企業…計37の企業から、使用済みの業務用携帯電話を提供いただくなど、様々な形でプロジェクトにご協力をいただく。
プロジェクト参加企業一覧
パナソニック株式会社、トヨタ自動車株式会社、インテル、ダウ・ケミカル、ＪＸＴＧエネルギー株式会社、東京海上日動火災保険会社、日本生命保険相互会社、
日本電気株式会社、富士通株式会社、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、アース製薬株式会社、KNT-CTホール
ディングス株式会社、株式会社ジェイティービー、セコム株式会社、全日本空輸株式会社、綜合警備保障株式会社、大日本印刷株式会社、大和ハウス工業株式会社、
東京ガス株式会社、東京地下鉄株式会社、TOTO株式会社、東武トップツアーズ株式会社、凸版印刷株式会社、日本郵政株式会社、日本航空株式会社、東日本旅客
鉄道株式会社、久光製薬株式会社、三菱電機株式会社、ヤマトホールディングス株式会社、株式会社リクルートホールディングス、株式会社朝日新聞社、株式会社毎
日新聞社、日本空港ビルデング株式会社、株式会社パソナグループ、株式会社乃村工藝社、株式会社フジテレビジョン

【東京2020組織委員会オフィスにおいて、小型家電の回収を開始する職員】
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30.4 プラスチックを再生利用した表彰台

• みんなの表彰台プロジェクト
– 表彰台のプラスチックパーツには、「みんなの

表彰台プロジェクト」で集められた使用済みプ
ラスチックを使用した。また、オリンピック・
パラリンピックシンボル部分（ファイブリング
ス、スリーアギトス）の素材は、東日本大震災
の仮設住宅で使われたアルミ建築廃材を再生利
用した。

• プロジェクトの成果とレガシー
– 近年プラスチックの処理やその海洋汚染が顕在

化する状況を踏まえ、プラスチックを再生利用
したプロジェクトに取り組み、資源をムダにし
ない多様なモデルを国内外に発信することによ
り、SDGs（持続可能な開発目標）に貢献する。

– 大会後に回収された表彰台は、レガシーを次世
代に引き継ぐ観点やオリパラ教育の理解促進を
図る観点から、「表彰台レガシープロジェク
ト」として日本代表選手団のメダリストの出身
校や会場所在自治体等に順次譲渡を行っていく。
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30.5 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～

• 事業概要

➢全国を対象にした公募により、応募のあった63自治体から借り受けた約4万本の木材を使用し、
木造平屋建て約6,000㎡弱の選手村ビレッジプラザを建築。

➢全国の木材で一つの建物を作ることでオールジャパンの大会参画を実現し、各地の木材を建物の
様々な箇所に使うことで多様性と調和を表現する。また、国際森林認証等を受けた木材を使用し、
大会後に再利用することで、環境負荷を低減し、持続可能性の実現を目指す。

• レガシー

➢返却された木材は各自治体において、大会の記憶や大会参画の証が残されるように、公共施設
などで活用され、レガシーとして引き継がれる。

Venue Media Centre

Postal Services

TOKYO 2020 Official Shop

TOKYO 2020 Official Shop

＜協力自治体＞

北海道紋別市・下川町・

置戸町・遠軽町

青森県

岩手県・岩手県宮古市

宮城県登米市

秋田県・秋田県大館市

山形県・山形県山形市・

金山町

福島県

栃木県・鹿沼市・日光市

千葉県

東京都

神奈川県相模原市

神奈川県秦野市

新潟県・柏崎市・十日町市・

村上市・糸魚川市・上越市・

湯沢町・関川村

山梨県

長野県川上村・根羽村・

天龍村

岐阜県・岐阜県関市・

中津川市・郡上市・下呂市・

白川町・東白川村

静岡県

静岡県静岡市・浜松市・

小山町

和歌山県

鳥取県・鳥取県智頭町

島根県

岡山県

徳島県

愛媛県西予市

高知県・高知県香美市・

大豊町

福岡県東峰村

長崎県

熊本県

大分県・大分県日田市・

佐伯市

宮崎県・宮崎県日南市

鹿児島県
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30.6 東京2020聖火リレーにおける持続可能性への配慮
-聖火リレートーチへの被災地のアルミサッシの再生利用-

・聖火リレートーチの素材の一部には、復興への想いと持続可能性に配慮し、

東日本大震災の復興仮設住宅のアルミ建築廃材を再生利用

（再生利用アルミの含有率は約30％）
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30.7 調達物品・廃棄物の材料等へのリサイクル

• プラスチック類

– 都内競技会場の運営時廃棄物として分別されたプラスチック
⇒全て再生ペレットにリサイクル
(一般には熱回収が多いが、大会では材料へと高度にリサイクル)
(PE:ポリエステル、PP:ポリプロピレン、PS:ポリスチレン)

– 会場で消費されたペットボトル
⇒再びペットボトルにリサイクル

– 屋外で使用されるステッカーや競技備品で、耐久性等の
観点から使用された塩化ビニル素材
⇒アンモニアや炭酸ガス等の工業製品の原料にリサイクル

分別された
プラスチックごみ

プラスチックごみから
リサイクルされたペレット

紙容器がリサイクルされた
トイレットペーパー

選手村のメインダイニング
ホールの紙容器

• 紙容器類
– 選手村のメインダイニングホールでの食事の提供に

使用された(汚れの付着した)紙容器
⇒トイレットペーパーとしてリサイクル

• 木製備品類
– セーリング・クライミング等の競技のため使用された

木製の競技備品
⇒木製ボードとしてとしてリサイクル

破砕・成型しリサイクル
された木質ボード

（住宅資材等として利用）

クライミング競技の
木質のウォール
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30.8 水素関連事業
• 輸送サービスにおける水素活用

– 環境負荷の少ない輸送の推進を目指し、ハイブリッド車等の低燃費車
の積極的な利用のほか、フリートにおいて燃料電池自動車（FCV）
475台を導入・運用した。

– 給水素の実績（フリート）

✓ 利用水素ステーション数：
7か所（晴海・高輪ゲートウェイ・大井・
目黒・川崎高津・千葉幕張・潮見公園）

✓ 利用実績（件数）：3,529件

✓ 利用実績（数量）：8,828kg
・同じ距離をガソリン車で走行したと仮定した場合のCO2排出量114トンが削減できた
と推計される。これは、国立競技場の敷地の約4倍強に相当する森林（約50ヘクター
ル）が1年間に吸収するCO2量に相当する。

– 大会で運用された燃料電池バスは都交通局所有車両
都交通局は、MPC-MTM*間・MTM-選手村間のメディア輸送にも協力
しており、これらの区間において燃料電池バスが使用された。
*メディア・トランスポート・モール

• 水素を活用した聖火台・トーチ
– 大会史上初めて聖火の燃料に水素を使用。

– 東日本大震災の被災地である福島県浪江町
に設置される、世界最大級の再生可能エネ
ルギー由来水素製造施設で製造された水素
も活用。

水素ステーション

燃料電池自動車

燃料電池バス
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30.9 カーボンマイナス大会
「Towards zero carbon」を大目標に、再エネ電力の利用などの気候変動対策に取り組み、
さらにカーボンオフセットを実施することにより、カーボンニュートラルを越えたカーボ
ンマイナス大会を実現した。

＜大会運営時において再生可能エネルギー電気を100％使用＞

• 大会運営時の使用電力については、再エネ発電（バイオマスや太陽
光）電力の調達（約1,300万kWh)や、東京都及び横浜市の協力による
グリーン電力証書(約4,900万kWh)により、100％の再エネ化を実現
した。

• なお、使用した再エネ発電電力には福島県内の太陽光発電施設で発電
された電力（約70万kWh)も含まれ、復興の後押しをする取組を推進
した。

制度管理者 クレジット量 協力事業者数

東京都 346万t-CO2 153

埼玉県 92万t-CO2 64

合計 438万t-CO2 217 東京2020大会におけるカーボンオフセットクレジット受渡式
（2021年6月4日実施）

＜カーボンニュートラルを越えたカーボンマイナスを実現＞
• 東京都及び埼玉県を通じて多数の事業者から提供された約438

万 t-CO2のクレジットによりカーボンオフセットを行い、大会
に関連したCO2排出量約196万t-CO2を約242万t-CO2上回る
カーボンマイナスを実現した。

太陽光発電所：福島県須賀川市/石川郡玉川村
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30.10 持続可能性に配慮した調達コード
東京2020組織委員会は、大会のために調達するモノやサービスのサプライ
チェーンにおける環境保全や人権の尊重、適切な働き方等を推進するため、
「持続可能性に配慮した調達コード」を策定・運用した。

様々な認証制度の活用や通報受付窓口の設置を含め、日本ではまだ発展途上の
取組だが、大会をきっかけに同様の取組がレガシーとして広がることを期待。
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＜主な取組＞

✓サプライヤーに対してチェックリストの提出を求
めるとともに、ヒアリングや注意喚起等により、
問題の事前予防に取り組み。

✓選手村や会場での飲食提供において、GAP認証品
や水産エコラベル認証品などの食材を使用。

✓交通案内等に関する各種ポスターやチラシ、観戦
チケット等に森林認証紙を使用。

✓調達コードの不遵守に関する通報受付窓口を設置。
18件の通報を受け付け、その対応状況の概要も公
開。 森林認証紙を使ったリーフレット

飲食提供の様子



30.11大会中に生じた課題と対応

○ 食品ロスの発生

・会場スタッフ等の弁当について、大会関係者の注文に基
づき行った発注と実需に差が生じ、食品ロスが発生

・そのため、発注量の管理・精査を徹底の上、喫食の呼び
かけ・喫食時間の延長等による喫食数の改善を図り、食
品ロスの削減に努め、その結果、7月には24%であった
非喫食率は8月には15%、9月には8%にまで改善。更に、
パラリンピック期間は、消費期限の比較的長いパンの余
剰分について、フードバンクに提供

・上記対策を実施しても、消費期限を過ぎ、処分せざる
を得ない弁当は、飼料化・バイオガス化に努めた

○ 医療用消耗品の廃棄

・オリンピックの会場撤収にあたり、施設の引渡時期や保管場所の制約から、残存した消耗品の一部を廃棄

・そのため、パラリンピック期間中は、会場間での有効活用を徹底するとともに、大会後に残存した消耗品
についても、医療施設などで有効活用できるよう、東京都はじめ関係機関に可能な限り無償譲渡を実施中

○ 無観客措置等に伴う余剰消耗品の有効活用

・消耗品は、必要最小限の量としたうえで調達をしているが、無観客措置等に伴い、大会中に判明した余剰
消耗品については、一時的に確保した保管場所等を活用のうえ、有効活用を図るべく自治体等に譲渡

スタッフ等への食事提供実績

期間
(2021年)

提供数
(万食)

非喫食数
(万食)

非喫食率
(%)

7月 81 19 24

8月 69 10 15

9月 10 0.8 8

期間合計 160 30 19

(参考) 弁当のデータとは異なるが、近年の国際大会
の処分率事例：約26%、約38% ※

ただし、当該データは宿泊ホテルでビュッ
フェ形式による特定期間のサンプル調査であ
り、前提条件が異なることに留意。
（ ※令和元年度農水省委託事業報告書より）

これらは、フードロス、消耗品の有効活用等、社会の抱える課題でもあり、大会で生じた
課題とその対応を通じて、今後の取組の参考となることを期待
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31．エンゲージメントと参画、
オリンピック・パラリンピック教育



⚫ 東京2020大会が、分野的・地域的・時間的に広がりのある大会となることを目指
し、東京都や政府、JOC、JPC、経済界等と「オールジャパン体制」で連携

⚫ 大会に向けて、日本全国における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、大会をきっかけにその後の東京・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「東京2020
アクション＆レガシープラン」を2016年に策定

31.1 アクション＆レガシー
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⚫ 本プランの策定にあたり、「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（分野）に関して検討を進める専門委員会を設置

⚫ 大会終了後、関係団体・組織、専門委員会からの意見も踏まえ、アクションの成
果や何が継承されていく（レガシー）かを整理しとりまとめ、「東京2020アク
ション＆レガシーレポート」を作成（2021年12月公表予定）

分野 専門委員会

スポーツ・健康 アスリート委員会

街づくり・持続可能性 街づくり・持続可能性委員会

文化・教育 文化・教育委員会

経済・テクノロジー 経済・テクノロジー委員会

復興・オールジャパン・世界への発信 メディア委員会
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31.2 東京2020参画プログラム

概要
東京2020大会の機運醸成及び大会後のレガシー創出に向けて、全国自治体等多く
の組織・団体のアクション(イベント・事業等)を認証するプログラム
（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/オールジャパン・世界への発信）

意義
◆国民、多くの方々の東京大会への主体的参画を通じて、オールジャパンでの機運

醸成につなげる

◆レガシー創出につながるアクションを日本各地で推進し、参加者が得た知見や経
験を、将来社会にポジティブなものとして継承する

成果・実績
◆2016年10月開始。約2千5百団体が参画、約16万件のアクションを認証

＊大会延期後も1.2万件の申請を受理

◆日本全国すべての都道府県で展開

◆ホストタウン活動、地域の祭り、全国教育機関等と連携した幅広い取組も実施
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31.2 主な認証事例①

594

文化

主催 内閣官房、公益財団法人アイヌ民族文化財団

事業名
東京オリンピックの際のアイヌ文化とウポポイの
発信

概要
マラソン・競歩の会場付近の札幌大通り公園等に
て実施されたアイヌ文化への国民理解促進事業

期間 2021/5/22～2021/9/5

提供：公益財団法人アイヌ民族文化財団

街づくり・持続可能性

主催
東京2020組織委員会/環境省/東京都/NTTドコ
モ/日本環境衛生センター

事業名
都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロ
ジェクト

概要
使用済み携帯電話等の小型家電等から希少金
属を集め、東京2020大会の入賞メダルを製作

期間 2017/4/1～2019/3/31



31.2 主な認証事例②
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スポーツ・健康

主催 公益財団法人日本スポーツ協会

事業名 令和3年度スポーツ少年団全国一斉活動

概要
都道府県・市区町村・単位スポーツ少年団が社
会貢献活動や、地域のスポーツ少年団同士の交
流活動等を実施

期間 2021/4/1～2021/9/5

復興

主催 福島県

事業名 ふるさとの祭り2019

概要
東日本大震災や原発事故による避難などから、民
俗芸能の継承が危ぶまれている団体や芸能を披露
する機会のない団体等に対し発表の場を提供

期間 2019/10/12～2019/12/21



31.2 主な認証事例③
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経済・テクノロジー

主催 日本科学未来館

事業名
都スポーツ観戦の未来
～次世代臨場感テクノロジー実証プログラム～

概要
遠隔地でもその場にいるかのような臨場感と一
体感を提供することをめざし、テクノロジーを
活用した新しいスポーツ観戦の方法を提示

期間 2021/07/30・31

ホストタウン連携

主催 平塚市

事業名
リトアニア共和国パラリンピック委員会
ナショナルチームテストキャンプ2019

概要
リトアニア共和国パラアスリートが平塚市内施
設等でトレーニングを行うほか、宿泊環境や食
事、人々との交流等を体験

期間 2019/5/16～2019/5/26



31.3 ライブサイト事業
１．大会期間中の実施状況

オリンピック期間 パラリンピック期間 ※参考：大会延期前

東京2020ライブサイト 4自治体 3会場 ー 19自治体 30会場

コミュニティライブサイト 12自治体 15会場 1自治体 1会場 145自治体 227会場

パブリックビューイング 24自治体、24団体 50会場 4自治体、8団体 12会場 申請受付前

２．各実施会場の様子

３．成果と反省

● 東京2020ライブサイト

① 山中湖交流プラザきらら

② JR御殿場駅富士山口広場

③ 裾野市須山地区研修センター

① ③②

● コミュニティライブサイト

④ 府中市郷土の森博物館

⑤ 稲城中央公園総合体育館

④ ⑤

・ライブサイトは、大会延期前、史上最多となる全国の会場で実施予定であったが、五者協議ステートメントに基づく

「観客以外の人流対策として中止等を要請」したことなどにより、大会直前まで多くの自治体等が中止を決定した。
・実施した自治体等は、コロナ対策を徹底した会場運営を実施するとともに、大声を出さずに拍手や音出しグッズでの

応援観戦やプラネタリウムでの「臨場感LIVEビューイング」映像体験など、各会場で工夫を凝らし来場者と一体と

なって大会を盛り上げた。またオンラインでの応援施策の取組など、新しい応援方法を模索する機会となった。
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31.4 若者の参画について

598

大学連携 概要

〇全国の大学・短期大学と連携協定を締結し、教育・経験・レガシーをキーワードに、学生や大学教職員とともに、様々な活動に取り組んだ。

〇2014年6月に締結を開始し、大会終了までに、810大学との連携が実現した。

出張講座プログラム

〇オリンピック・パラリンピックの歴史や理念、東京2020大会に関する講座を実施し、日本オリンピックアカデミーまたは組織委職員を

講師として派遣。

〇2015年9月より開始。2020年3月までに、計2万6,000人が受講した。また、特別版「出張講座プログラムスペシャル」を3回実施。

機運醸成

○大学連携協定式・記念シンポジウム、地域巡回フォーラム（全13回）、学生のための「Rio to Tokyo」、「Tokyo2020学園祭」、

「Tokyo2020学園祭2nd」、「Tokyo2020学園祭next」、「Tokyo2020学園祭online」

大会ボランティア募集説明会

〇大会ボランティアの募集に先立ち、全国13の連携大学にて、説明会を実施。

情報保障プログラム（大会中）

〇東京2020大会通じて、多様性やダイバーシティー＆インクルージョンの学びの場を創出。大会中には、学生たちは、競技会場にて、競技

の進行を伝える配信者となり、さまざまな言語、障がいに関わらず、誰もが観戦を楽しむためのサポートを体験した。

〇卓球、バドミントン、アーチェリー、馬術の4競技（いずれもオリンピック）において、51セッションで実施。延べ97名の学生が参加。



31.5 エンブレム選定

599

選定過程の透明性を高めるため、エンブレム委員会を設置し選定

エンブレム委員会を全15回開催し、110時間以上の委員会・審査会の時間をかけて選定

＜エンブレム選定の流れ＞

【2015年】

✓ 当初選定したエンブレム（7/24公表済）の変更を決定

✓ エンブレム委員会の発足

【委員21名はデザイン・芸術・法律・スポーツ等の外部有識者等で構成】

✓ デザイン募集の応募要項を公開

✓ エンブレム応募を受け付け 【14,599作品の応募】

【2016年】

✓ エンブレム委員会による審査により、最終候補4作品を選定・公開

✓ 候補作品について国民からの意見募集を実施

【4万人以上から約11万件の意見】

✓ エンブレム委員会による最終審査／理事会によるエンブレムの決定・発表

最終候補４作品 大会時

エンブレム委員会



31.6 マスコット投票

史上初、大会マスコットを小学生の投票で決定
（小学部を置く特別支援学校や海外の日本人学校、国内の外国人学校、不登校児童が通う施設等を含む）

＜マスコット決定までの流れ＞

【2017年8月～2018年2月】

✓ 大会マスコット募集 2,042件応募

✓ 207の全国の自治体が、マスコット投票を応援する「マスコット投票宣言」に参加

✓ 組織委設置のマスコット審査会が候補３案を選定し発表

✓ 全国の小学校での、学級単位での投票

【得票総数】16,769校、205,755学級が投票を実施（対象校の8割）

✓ 大会マスコット決定

ミライトワ ソメイティ

マスコット公募開始

全国小学校での投票マスコット候補3案 大会時
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31.6 マスコットのポーズ一覧
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31.6 マスコットのポーズ一覧
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31.6 マスコットのポーズ一覧
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31.7 東京2020公式ライセンス商品

➤2016年6月23日にオフィシャルオンラインショップを開設し、第一弾商品の販売を開始

➤全127社とライセンス契約を締結

➤大会エンブレム、大会マスコットの商品を中心に過去最大規模の7,994SKUの商品を開発

※SKUとは最小管理単位（色違い、サイズ違い含む）

公式アートポスター
コレクション

国内外のアーティスト19組に
よるアートポスターを活用し
た商品展開

オリンピック
ヘリテージコレクション

選手村カジュアルダイニング
提供メニュー商品

D&I コレクション

【ユニークな商品展開】

東京1964大会のエンブレムや
ピクトグラムなど、過去のオ
リンピック大会のプロパティ
を活用した商品展開

過去のオリンピック公式ポス
ターを全てまとめたポスター
全集など15アイテムを展開

「東京2020みんなのフードプ
ロジェクト」の一環として、
選手村カジュアルダイニング
でアスリートに提供されるメ
ニューを基に開発したお弁当
等を展開

「Know Differences, Show 
Differences.」というアク
ションワードを反映したダイ
バシティー＆インクルージョ
ン商品を展開
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31.8 オフィシャルショップ：オンサイト出店実績
オリンピック パラリンピック

聖火リレー（セレブレーションサイト） 77会場 3会場

ライブサイト 3会場 出店せず

競技会場 4会場 出店せず

FAN PARK（2,000㎡） 出店せず 13日間

FAN ARENA（1,200㎡） 出店せず 出店せず

選手村（800㎡） 30日間 23日間

IBC／MPC（50㎡） 28日間 14日間

※オフィシャルオンラインショップ、オフサイト オフィシャルショップ（67店舗）も同時営業
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31.9 オリンピック・パラリンピック教育

〇 東京2020教育プログラムの一環として、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・パラリンピック

教育実施校」（愛称：「ようい、ドン！スクール」）として認証

〇 2016年10月に東京都等において認証開始。2017年4月から全国展開開始。総計19,005校。

〇 認証対象校は、日本全国の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、

高等学校、特別支援学校、高等専修学校及び各種学校として認可を受けた外国人学校並びに日本国外の日本人学校

〇 ようい、ドン！スクールは、ロゴマークやマスコットイラスト等を、学校の教育活動等において活用可能

〇 16,769校、205,755学級が投票を実施（対象校の8割）

〇 207の全国の自治体が、マスコット投票を応援する「マスコット投票宣言」に参加

〇 IOC公認教材「オリンピック価値教育の基礎」（OVEP）教材や指導案等を含め、東京2020教育特設サイトより約24,000件ダウンロードされた。

〇 IPC公認教材『I‘mPOSSIBLE（アイムポッシブル）』日本版について全国約36,000の小中高及び特別支援学校に製本版が無償配布された。

〇 オリンピック・パラリンピック学習読本 : 東京都教育委員会が作成。都内約2,600校の小中高及び特別支援学校に配布された。

〇 算数ドリル: スポーツの魅力を感じながら算数を学べるよう、全55競技を題材にした算数ドリルを作成。都内の全公立小学校1,273校の6年生に配布。

〇 その他、学校連携観戦や聖火リレー、オリンピック休戦など、多様なテーマに応じた教師用指導案や児童・生徒が自主的に取り組めるワークシート

など様々な教材を東京2020教育プログラム特設サイト「TOKYO 2020 for KIDS」に掲載。

学校事業認証（ようい、ドン！スクール）概要

マスコット投票

オリンピック・パラリンピック教材
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31.9 大会時の取組

学校連携観戦
事前・事後学習に資する教材（オリンピック・パラリンピック競技図鑑、観戦ワークシート、指導案等）を教育ウェブサイトで無償配布。
観戦の参加人数はオリ・パラ通じて約２万人。参加した児童・生徒からは「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」と言った感想がきかれた。

フラワーレーン・プロジェクト
東京都・会場所在自治体の小学校及び特別支援学校約300校の子供たちが育てた約33,000鉢のアサガオ等（子供たちからの応援メッセー
ジつき）が競技会場等で、アスリートや大会関係者をお出迎え。

スポーツプレゼンテーション
64団体の中高生・大学生のパフォーマーが参加。ダンスやマーチングバンド等で選手にエールを送った。

競技運営サポート
サッカー（ボールパーソン）、バスケットボール（モッパー）、テニス・車いすテニス（ボールパーソン）など、オリンピック14競技、
パラリンピック２競技で、約1,500人の高校生が競技運営を支えた。

パラ陸上競技のこん棒の製作
パラリンピックの陸上競技こん棒投に使われたこん棒の一部を都内の工業高校の生徒が製作。使用されて世界新記録が出たこん棒を９月
29日に学校へ寄贈。

東京2020みんなのエスコートキッズプロジェクト
東京都への緊急事態宣言の発令等を受け、７月に急遽断念。参加する予定であった子供たちには当日着用を予定していたユニフォーム等
を記念品として送付。アスリートから子供たちに向けたメッセージ動画も配信。参加予定だった子供たちからは、「エスコートキッズで
参加するのをとても楽しみにしていた」「選手に会えなくて残念だったが、テレビで観戦しとても感動した」などの声があった。

選手村ウェルカム動画の作成
選手村開村式において、ボーイスカウト・ガールスカウトの子供たちによる国旗掲揚を企画していたが、コロナ禍により断念。全国各地
でボーイスカウト・ガールスカウトが行った国旗掲揚の動画を集め、選手団向けのウェルカム動画を作成。村内のデジタルサイネージに
おいて放映。非接触型での大会運営への参画を実現。
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31.10 フラワーレーンプロジェクト

各競技会場の手荷物検査エリアの仕切りに小学校や特別支援学校の皆様が育てたアサガオの花を使用することで、
来場する観客に待機列で涼感を感じて頂く「おもてなし」となった。無観客開催となった競技会場では、設置位置を
変更し、アスリートやメディアをメッセージプレート付きのアサガオでお出迎えし、涼感を届けた。アスリートから
多数の感謝の声があり、お返しのメッセージが届けられた会場もあった。

対象校：競技会場がある小学校・特別支援学校 約300校（公募） 約33,000鉢

608



31.11 教育関係資産の継承

東京2020大会資産（競技用備品等）の寄贈
〇 オリンピック・パラリンピック教育として実施してきた活動を今後もレガシーとして全国の学校で継続してもらうこと

を目的に、東京2020大会で用いられたボール等を東京都をはじめとする全国の教育委員会等へ寄贈する。
〇 総計2,000個を超えるボール等の競技用備品や表彰式のトレイといった大会資産を教育目的で寄贈予定。
〇 寄贈した後、学校の授業等で活用してもらい、生徒が実際に触れることのできるレガシー資産となることを想定。

東京2020教育サイトで公開していた授業用資料等の引継ぎ
〇 東京2020教育プログラム特設サイト「TOKYO 2020 for KIDS」では、オリンピック・パラリンピック教育に関する
授業等で活用できるスライド資料や教師用指導案等を公開・無償で配布してきた。

〇 現在は公開が終了している上記授業用資料等について、今後も全国の学校で使えるよう、スポーツ庁のホームページに
掲載するために関係者調整中。

〇 なお、IOC公認教材「オリンピック価値教育の基礎」（OVEP）についてはJOC、IPC公認教材『I‘mPOSSIBLE
（アイムポッシブル）』日本版についてはJPCにて公開中。
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32．日本文化の発信



大会関係者への記念品（風呂敷）
開催都市東京の文化的魅力や環境問題等に取り組むメッセージを世界に発信するため、

選手を含む関係者に「風呂敷」を贈呈（東京都が実施）

第138次IOC総会冒頭行事（映像、展示による日本文化紹介）
第138次IOC総会冒頭行事（2021年7月20日）において

日本・東京の文化を紹介する映像を上映し、伝統工芸品を展示

表彰状（和紙）
入賞者（1位から8位）に美濃手すき和紙を使用した表彰状を進呈

選手団記念品（陶磁器）
各国選手団に、日本ならではの記念品として、陶磁器で制作した記念品を贈呈

・ 贈呈方法：選手村入村受付時に各選手団へ贈呈

※ 協力：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

メインプレスセンター展示（いけばな）
メインプレスセンターのエントランスに、「いけばな」による装飾を展示し、世界から集まるメディアへの

「おもてなし」とするとともに、日本の伝統であるいけばな文化の素晴らしさを発信

※ 協力：農林水産省、日本花き振興協議会（（公財）日本いけばな芸術協会）

認識デバイス（真珠）
開閉会式等の要人識別アイテムとして真珠を活用した認識デバイスを使用

※ 協力：経済産業省、水産庁、（一社）日本真珠振興会、（一社）日本ジュエリー協会

32.1
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東京2020大会記念品プロジェクト（伝統工芸品）
世界中から集まる東京2020大会関係者（IOC、IPC、IF等）に全国の伝統工芸品等を記念品として贈呈し、東京及び

日本の伝統文化を世界に発信（東京都、全国道府県、組織委員会で実行委員会を立上げ、共同で実施）

・贈呈品：全国の伝統工芸品94品目（47都道府県参加）

・贈呈方法：伝統工芸品を浮世絵風呂敷に包み贈呈

江戸切子（東京都）二風谷イタ（北海道） 浮世絵風呂敷 贈呈時

日本文化コーナー（選手村 ビレッジプラザ）
開催都市のおもてなしの一環として、選手等に日本の伝統文化(茶道や華道、風呂敷等）に

触れていただく機会を提供（東京都が実施）

・期間：オリンピック7/13～8/11 パラリンピック8/17～9/8

・内容：①常設展示（着物/風呂敷/木目込人形/手工芸）②動画放映（茶道、華道、能楽、箏、着物、風呂敷、祭り等）

③風呂敷体験 ④特別展示（華道作品の展示）

【伝統工芸品の例】

【成果】
選手村以外の行動が制限される中で、日本文化に触れる機会の提供は意義深く、特に風呂敷体験は非常に好評

【成果】
「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」を伝えることで、おもてなしの気持ち
を表した

32.2
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32.3 東京2020公式ライセンス商品「伝統工芸品コレクション」

日本全国の伝統工芸品を公式ライセンス商品化するスキームを構築し、

2019年3月に第1弾として東北被災3県（岩手県・宮城県・福島県）の商品を販売開始。

2021年4月には全47都道府県の商品化を達成。

商品数：47都道府県105品目305商品

事業者数：110社

群馬県 高崎だるま

神奈川県 横須賀スカジャン

選手村で人気商品に。
選手がSNSへ投稿した
ことでメディアにも多
数取り上げられた。大
会期間中に約840着の
予約が入り、約1,640
着の販売総数となった。

IBC/MPCでは自動販
売機で人気商品に。
ロイター通信が報じ
たことで国内メディ
アにも多数取り上げ
られた。大会期間中
に約1,800個の予約
が入り、約3,000個
の販売総数となった。
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32.4 アイヌと沖縄に関する取組
〇札幌のマラソンの競技会場近辺においてアイヌ民族文化財団

によるアイヌ文化とウポポイの発信（2021/5/22～
2021/9/5）
マラソン・競歩の発着点となる札幌市の大通公園で、約80人
が北海道各地のアイヌ民族に伝わる 15のアイヌ舞踊を披露。
自然との関わりや精神性を重ん じるアイヌ文化を世界に発信。

〇東京2020公式ライセンス商品で伝統的工芸品コレクション
として二風谷イタ「メノコイタ」を販売。

〇オリンピック閉会式におけるアイヌの踊りの紹介 〇オリンピック閉会式における沖縄のエイサーの紹介

〇喜友名選手が金メダル
空手発祥の地といわれている沖縄出身の喜友名選手が、
今大会で新しく競技に加わった空手競技において、日本選手初、
沖縄県勢初の金メダルを獲得。
空手の源流である沖縄空手の魅力を世界に発信。

〇東京2020公式ライセンス商品で伝統的工芸品コレクション
として「琉球びんがた」ストールを販売。
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32.5 東京2020 NIPPONフェスティバル

事業名 日程・参加者数 イベント内容

【東北復興】
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

①5/15(土):岩手県
(有観客約600人)

②5/22(土):宮城県（無観客）
③5/29(土):福島県（無観客）
④7/17(土):新宿御苑 （無観客、

オンラインによるライブ配信
：視聴者数約102万人）

岩手県、宮城県、福島県の各
会場で東北の人々のメッセー
ジを預かった巨大人形「モッ
コ」が、東京を目指して旅を
しながら国内外へ東北の現在
の姿を発信

【参加と交流】
わっさい

7/18(日)
オンラインによるライブ配信
（視聴者数約85万人）

「世界はもう一度『わ』にな
れる。」をコンセプトにバー
チャルなオリンピックスタジ
アムを舞台にオンラインのお
祭りを開催

【共生社会の実現に向けて】
ONE‐Our New Episode-

Presented by Japan Airlines
①MAZEKOZEアイランドツア－

②Our Glorious Future

オンライン配信
①8/22(日)ライブ配信

（視聴者数約116万人）

②8/16（土）から随時配信

① 9つの個性的な島を旅する
ことで、まぜこぜのおもしろ
さや心地よさを体験
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
②障がい者が参加するダンス
映像、音楽公演及び演劇等
（神奈川県との共催）

■「Blooming of Culture 文化は、出会いから花開く。」をキャッチフレーズに、
あらゆる境界を超えた連帯の象徴となるよう、公式文化プログラムを全国で展開

＜主催プログラム＞
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32.5 東京2020 NIPPONフェスティバル（共催プログラム）
共催プログラムは、東京2020大会を契機に実施される日本を代表する特別な文化プログラムを、大会公式文化プログラ
ムであるNIPPONフェスティバルとして実施することで、日本が誇る文化・芸術を国内外に強く発信

■開催日：2020年４月1日（木）～9月12日（日） ■実施事業：26事業 （コロナ禍により6事業中止）
№ 事業名 実施主体 会場

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
群馬県立歴史博物館及び綿貫観音山古墳ほか(群馬
県高崎市)

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
山梨県立考古博物館・韮崎市民俗資料館・韮崎市ふるさと偉人
館・南アルプス市ふるさと文化伝承館・北杜市考古資料館・北
杜市史跡梅之木公園・春日居郷土資料館・釈迦堂遺跡博物館

3 「現代日本画の系譜 -タマビDNA展」 多摩美術大学 東京都
多摩美術大学美術館および多摩美術大学アート
テーク

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 長野県県民文化会館ほか

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 栃木県庁ほか

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 駿府城公園

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 茨城県内各地

8
伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバル
2021～

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、
八王子市、公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団

東京都
オンライン開催（JR八王子駅北口 西放射線ユーロード 横山町
公園、八王子市芸術文化会館（いちょうホール）、八王子繊維
貿易館）

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

文京シビックセンター、区民センター、講道館（中止）
清風荘（オンライン開催）
近江勧学館

10 あきた民謡祭２０２１ あきた民謡祭実行委員会 秋田県 秋田ふるさと村ドーム劇場

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 千葉県文化会館大ホール

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
石川県立美術館、石川県立歴史博物館、石川県立
能楽堂、石川県立伝統産業工芸館

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 オンライン開催（品川インターシティホール）

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 さいたま文学館・埼玉会館

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

公益社団法人大日本弓馬会 東京都 オンライン開催（明治神宮西参道流鏑馬馬場）

16 江戸東京の芸能 Discover Tokyo 日本芸能実演家団体協議会 東京都 江戸東京博物館

17 TURN
東京都、公益財団法人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、特定非営利活動法人Art's Embrace、
国立大学法人東京芸術大学

東京都 東京都美術館他

№ 事業名 実施主体 会場

18 東京2020オリンピック・パラリンピック能楽祭 公益社団法人能楽協会、一般社団法人日本能楽会 東京都 国立能楽堂

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 アクロス福岡シンフォニーホール

20
インクルーシブNIPPON Shinagawa発2020能・
狂言特別公演

品川区、社会福祉法人トット基金、公益財団法人
十四世六平太記念財団

東京都 国立能楽堂、喜多能楽堂

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 オンライン開催（神奈川県立県民ホール）

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：
公益財団法人セゾン文化財団

東京都 なかのZERO 大ホール

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～

特定非営利活動法人日本コカリナ協会 東京都 新宿区立文化センター

24
キャナルアートモーメント品川2021～Art 
Empowerment～

品川区、一般社団法人天王洲・キャナルサイド活
性化協会

東京都
オンライン開催（天王洲（天王洲運河/キャナルイース
ト/キャナルウエスト））

25 わらアートまつり2021 新潟市 新潟県 上堰潟公園

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 国際交流基金アジアセ
ンター

岩手県 オンライン開催（三陸沿岸地域）

中止事業（6事業）

№ 事業名 実施主体 会場

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 南相馬市 雲雀ヶ原祭場地

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 豊砂公園及びイオンモール幕張新都心内屋外ステージ

3 とくしま音楽祭２０２１ 徳島県 徳島県
徳島県文化の森総合公園、徳島文理大学むらさきホー
ル

4 親子のための組踊鑑賞教室「万歳敵討」
文化庁・独立行政法人日本芸術文化振興会、公益
財団法人国立劇場おきなわ運営財団

沖縄県 国立劇場おきなわ

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 天神中央公園、福岡県庁

6 東京キャラバン
東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツ
カウンシル東京

東京都 駒沢オリンピック公園総合運動場・体育館
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32.6 日本の食文化の発信
〇選手村における飲食提供

・選手村のメインダイニングホールにおいては700種類以上
のメニューを提供し、日本食コーナーは特に好評を博した。
また、選手村のカジュアルダイニングにおいて全国の多様
な食材を活用したメニューを提供し、選手によるSNS発信
につながった。

〇産地表示

・選手村のカジュアルダイニングにおいて、大会史上初めて
食材の産地をリアルタイムで表示。

〇持続可能性に配慮した食材の活用

・選手村のカジュアルダイニングの生鮮食材は、全て国産食
材を使用。

・調達コードに基づく食材を活用。可能な限りGAP等の認証
食材を活用し、一部には認証を表示。

〇復興支援

・選手村のカジュアルダイニングにおいて、毎日、被災地の
食材を活用し、産地表示。産地からのメッセージをモニ
ターで放映。

617

タブレットによる提供
食材と産地の表示

メニューの例
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 2019年10月25日、ローマ字表記に関する関係府省庁連絡会議において、公用文等における日本
人の姓名表記について各府省庁の作成する公用文等においては、日本人の姓名をローマ字表記す
る際は原則として「姓ー名」の順で表記することとされた。これを踏まえ、11月7日、関係団体
においても、この趣旨にとって対応するようスポーツ庁から依頼が出された。

 これに先立ち同趣旨の議論が春先にあったことから、組織委員会は、IOCやOBS等と事前の調整
を実施。一定の時期までに判断がなされれば来る東京2020大会におけるテレビ放送映像でも対
応可能である旨を伝えていたところ。このため、スポーツ庁からの通知を踏まえ最終調整を行い、
変更についてIOC等の関係者の了承を得た。

 最終的には10月に行われたワールド・ブロードキャスター・ミーティングで全世界の放送関係者
に周知を図り、また、オリンピック・データ・フィードもこの趣旨を踏まえた改正が行われた
（2020年2月）。

 これにより、東京2020大会においては、日本人選手の姓名は「姓ー名」順で放送された。

（参考）IOCの定める「言語と参加者の名前の表記に関する方針」（※変更前のもの）

●印刷物・競技場のスコアボード：姓→名（例外なし）

●テレビ映像：名→姓。ただし「中国・台湾・香港・韓国・北朝鮮」の5つの国・地域は、

その文化的背景に鑑み、姓→名。

http://odf.olympictech.org/2020-Tokyo/general/HTML/Names/Names_Policy.htm

32.7 日本人の姓名をローマ字表記する際の順序について

http://odf.olympictech.org/2020-Tokyo/general/HTML/Names/Names_Policy.htm


33．準備・継承等



・6者（オリパラ大臣・文科大臣・JOC・JPC・都知事・組織委会長）からなる調整会議において重要事項を調整

・一般法人法に基づき評議員会・理事会を設置。エンブレム撤回事案以降は、経営企画や内部統制を強化（経営企画室の

設置、一定金額以上の契約案件などについて経営会議に付議、外部機関の助力を得て大会準備の進捗管理<PMO>を実

施。）

・大会準備がFA主体から会場主体へ移行する中、大会開催を統括する組織としてゲームズ・デリバリー室を設置

事務局–８室１１局体制

…
調整会議

組織委員会会長

JOC会長 JPC会長

東京都知事

文部科学大臣 オリンピック・
パラリンピック担当大

臣

（公財） 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

顧問会議
（総理ほか各界代表者）

評議員会

会長（代表理事）

参与
（法律、教育、IT等の専門家）

専門委員会
アスリート委員会 メディア委員会

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

監事

総務局・企画財務局・広報局・マーケティング局・国際局、スポーツ局、

大会運営局、警備局、テクノロジーサービス局、会場整備局、輸送局

事務総長、副事務総長、チーフ・セキュリティ・オフィサー 等

役員室・経営企画室（⇒ゲームズ・デリバリー室）・

監査室・パラリンピック統括室 等

理事会

※メンバーは大会開催時点 経営会議

JPCJOC東京都政府

33.1 大会準備におけるガバナンス体制（国内側）
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組織委員会発足当初：6部体制(2014.1月時点)

大会直前期：11局8室体制(2021.4月時点)

大会期間中：会場チームを中心とした組織体制（OLY、PAR期間中）

大会終了後：再度局体制に移行
・原則、2021年度内は大会前の局体制を維持
・部、課については、業務・人員状況等を踏まえて必要に応じて統合、

廃止を実施

人員数：44名

人員数：約4,000名

OLY時人員数：約7,000名

33.2 組織体制の推移

企画財務局

広報局

役員室

総務局

名誉会長、会長、副会長

事務総長

ゲームズ・デリバリー室

輸送局

セレモニー室

聖火リレー室

デジタルマーケティング室

大会運営局

警備局

副事務総長

イノベーション推進室

パラリンピック統括室
スポーツ局

マーケティング局

国際局

監査室

会場整備局

テクノロジーサービス局

マーケティング部 事業戦略広報部

会長

副事務総長

総務部 国際渉外部

企画財務部 大会準備部

事務総長

内部統制や経営企画の強化：11局4室体制（2016.7月時点）

人員数：約700名

HQ （会長、事務総長等）

FCC

MOC

SOC
(SPT/FCC)

TROC
(TRA/FCC)

TOC
(TEC/FCC)

GSCC
(SEC/FCC)

VEM/FCC
その他

各FA/FCC
・・・

非競技会場 IBC・MPC選手村

その他
各非競技会場

・・・

競技会場 会 場 ・・・他会 場 会 場
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33.3 組織委員会内のガバナンス（特徴）

622

【意思決定の透明性】
○ 組織委員会の最高意思決定機関は理事会であり、これまで約50回を開催
○ 重要案件や契約金額が２億円以上（物品購入等は6,000万円以上）の調達などについては、

全局長が出席する経営会議において検討
○ 日常的な意思決定は事案決定細則に基づいて運用

【適切な予算執行体制】
○ 会計処理規程等に基づき、支出については金額の多寡にかかわらず全て執行承認の決裁が必要
○ 全ての案件について仕様や予算規模の妥当性、適正性等を企画財務局で審査
○ 外部委員（弁護士、会計士）を含む調達管理委員会で調達方式、契約締結他の妥当性を審議

（一定額以上の案件について約140回、延べ約1,200回件を実施）

【監査の実施】
○ 組織委員会において実施する内部監査、外部監査のほか国や都の会計検査等も受検

【説明責任、情報公開】
○ 公益財団法人法に定める以上の情報をホームページで公開（各種規程、調達情報ほか）
○ 理事会やラウンドテーブルなどの非公開重要会議については、開催後に資料公開の上、

記者会見を実施
○ 専門委員会などは可能な限り一般公開
○ 定例的な会長の記者会見や、総長による記者ブリ等を実施
○ プレイブックをはじめとした大会運営に関する計画・戦略の策定に当たっては、IFなどステー

クホルダーとの双方向のコミュニケーションを重視
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 2015年秋以降、エンブレムの再選考と並行して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を行った。具体的には、

✓ 2015/11/19、経営会議を設置・開催。以降、事務総長以下の幹部職員による意思共

有の定例会として開催(186回。2021/12/22現在)。

✓ 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経営会議に付議

することを内規で明確化。

✓ 総長直轄の組織として経営企画室を設置。その事務として、FAごとの進捗管理

（PMO）を外部機関の助力を得て実施。また、経営会議に先立つ総長・副事務総長

などの検討の場として予備検討会議の運用を開始。

 その後も、参画・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。具体的には、

✓ エンブレムの再選考時における徹底した透明性の確保(応募資格の緩和(受賞歴要件を

撤廃。条件を満たせば子供も参加可)、コンセプトの提出の義務化、審査の一部をイ

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、審査に弁護士など

デザイン以外の専門家・有識者も参加など)

✓ マスコット審査でも同様の手法で透明性を確保（最終決定は小学生の投票）

✓ 各種調達が本格化した2017年3月に、弁護士・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審査。また、東京都と東商の協力を

得て、東京都と組織委員会の競争入札が全て掲示されるウェブサイト（ビジネス・

チャンス・ナビ）を開設。さらに、調達状況を随時公表（競争入札の割合、競争入札

や随意契約の金額（パートナー・カテゴリ分を除く）、契約相手方の事業者名等）。

 参画・対話と透明性の確保はコロナ対策の検討時にも生かされるよう努めた。

✓ 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

✓ プレイブックの3回の発行による対話と情報公開 など

[経営会議のイメージ]

33.4 大会準備のガバナンス（経緯）

[PMOのイメージ]
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 2016年11月より、PMO（プロジェクト・マネージメント・オフィス）として経営企画室が
進捗管理を開始。

 具体には、
✓ 組織委員会全FA（52のFA）の進捗状況を管理すべく、2020年7月を「ゲームズ・タイ

ム（G-0）」と設定し、IOCの協力も得て、FAごと各月ごとに達成すべきマイルストー
ンを設定（マイルストーンは当初約250）。そのマイルストーンに対する進捗状況を毎
月整理し「見える化」して経営会議に報告。

✓ 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。

 延期後は取組を改め、延期に伴う契約の見直し等のフォローアップに移行。

[PMOのイメージ]

33.4 大会準備のガバナンス（進捗管理（PMO））



◇2021年9月現在、国内外約1,600社から、約7,500件、契約総額
約6,740億円の物品・工事・サービスを調達。

◇東京2020ホームページに希望事業者向けの「調達方針」「入札参加
にあたっての調達手続の流れ」などを掲載するとともに、競争入札
案件は「東京2020ホームページ(日英)」及び「ビジネスチャンス・
ナビ2020(日本語)」に掲載し、希望事業者に参加機会を提供。

◇各年度の「調達方式ごとの案件数と契約金額」「個別案件の調達
方式と契約事業者」などを東京2020ホームページにて公表し、
随時更新。

◇少額契約他を除いた約4,700件、約6,400億円の案件については、
公平性、公正性の担保のため、法務、財務、持続可能性、コンプラ
イアンス等の責任者で構成する調達管理委員会(予定価格2億円以上)
調達会議（予定価格50万円以上)で調達方式、予定価格の妥当性を
審議。

１．調達における公平・公正・透明性の担保

33.5 適正な調達の実施
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◇依頼部署から提示される調達仕様に対し、調達部においても、その
必要性・妥当性などを再確認、必要に応じ仕様の見直しを提案。

◇競争入札に際しては、
・入札後、見積り内容を確認し、過度な仕様等の削減、割高部分

の改善など必要に応じて、落札候補者との減額交渉を実施。
・より廉価な価格で調達するため、最低制限価格制度を採用せず、

落札候補者から、ヒアリング等による履行確認を実施。
・入札参加者からコストダウン提案を募集、提案内容を評価のうえ

入札価格に折り込んでいただくなどの民間手法（VE提案）を採用。
・予定価格超過案件に対しては、最低金額入札者との減額交渉を

実施し契約を締結することで再入札における契約金額上昇を防止
◇イベントなど事前に詳細な仕様が確定しない案件については、事前

の上限額を設定し、事後に実績を踏まえた価格交渉を実施。
◇供給権を有するパートナーに対しては、同社の最低価格での供給を

義務付けるとともに、市販品等については市場価格を調査し、最低
価格から更なる減額交渉も実施。

33.5 適正な調達の実施
２．調達価格の低減
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(1)目的：最適調達の実現と、調達活動の公平性、公正性及び透明性の担保。
(2)調達管理委員会での審議事項

◇調達関連規程等の制定及び変更に関すること。
◇調達方針（年度方針・品目別方針等）に関すること。
◇予定価格2億円(当初は3,000万円)以上の調達案件の調達手続（調達方式/予定価

格の決定・指名競争入札参加者の選定・特別契約の適否）及び契約締結に関する
こと。

◇調達コードに抵触する場合及び談合情報等公正な調達を妨げる恐れのある場合へ
の対応に関すること。など

(3)委員：副事務総長を委員長に局長4名、外部2名(弁護士･会計士)の
計7名で構成
※財務･総務(ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ)･法務･リスクマネジメント･持続可能性・マーケ等
の関係部長が ﾌﾞｻﾞｰ ﾞｰとして出席

(4)開催頻度：原則、隔週(2回/月)で開催。（全137回/延べ約1,200件・
契約金額約5,600億円）

(5)下部の審議機関として、上記 ﾌﾞｻﾞｰ ﾞｰをメンバーとする「調達会議」を
設置。
◇予定価格2億円未満の調達案件の調達方式等を審査。原則、 毎週開催。

３．調達管理委員会について（2017年3月設置）

33.5 適正な調達の実施
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33.6 共同実施事業の仕組みと運営

628

〈経費支払の仕組み〉

国
共
同
実
施

事
業
執
行

組
織
委

交付
当初300億円

＋
追加150億円

＋
コロナ対策560億円

都 毎年度
支出

・共同実施事業管理委員会の作業部会＊

（都、国、組織委の部課長級実務レベル）で
経費を確認

(＊)以下、部会を設置
・東京都作業部会
・パラリンピック作業部会
・新型コロナウイルス感染症対策作業部会

・今まで作業部会を98回、パラ部会を23回、
コロナ部会を15回開催(2021年12月22日現在)

・公費投入の確認にあたっては、以下
4点の考え方に基づき確認

①経費の負担がこれまでの3者の合意に
基づくこと

②組織委員会が一括して執行した方が
効率的、効果的であること

③経費の内容等が必要性、効率性、
納得性等の観点から妥当であること

④その他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

〇平成29年9月
共同実施事業管理委員会の設置
（コスト管理・執行統制の強化に
向けた枠組み）

〇同年12月
大会経費V2の公表

〇平成30年2月
国：平成29年度補正予算成立

（パラリンピック分300億円）
都：オリパラ開催準備基金として
5,030億円(うち共同実施分4,050
億円)を確保

〇同年3月
都：平成29年度補正予算成立

共同実施事業開始

平成29年5月(大枠の合意)
組織委、都、国、関係自治体による

大会の役割（経費）分担に関する合意

〇令和2年12月
コロナ作業部会の設置
（コスト管理・執行統制の強化に
向けた枠組み）

〇同年12月
大会経費V5の公表

〇令和3年1月
国：令和2年度補正予算成立
（追加150億円+コロナ対策経費分
560億円）

〇同年3月
都：令和2年度補正予算成立

コロナ対策を推進

令和2年12月(追加合意)
組織委、都、国による追加的な役割

（経費）分担に関する合意

大
会
延
期
後



○東京2020大会では、55競技を開催するため、競技用備品や什器備品、IT機器
をはじめとした多様な物品を調達。

○物品の調達は持続可能性に配慮し、レンタル・リースの徹底を図るとともに、
レンタル・リースできずに取得した物品については、経済合理性や
東京2020大会レガシーとしての有効活用の観点に配慮して処分。

◇経済合理性（高値での譲渡に向け、入札等で処分先を決定）
・IT機器・什器備品等の売却 約３千種類

◇大会レガシーとしての有効活用
（競技の普及や地域のスポーツ振興、公益利用に配慮して譲渡先を決定）
・競技用備品の活用 自治体・国内競技団体等138団体
・IT機器・監視カメラ等の備品の活用 自治体等46団体
・コロナ対策消耗品の活用 自治体等45団体

（競技用備品の活用の様子）

33.7 大会使用財産の有効活用

ビーチバレーボールの砂
（静岡県御殿場市）

野球・ソフトボールの防球ネット
（福島県・福島あづま球場）

（注）2021年11月時点

陸上競技のハンマー
（東京都・都立富士高校）
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33.8 効率化・簡素化について①

630

 会場見直し
✓ 2014年1月24日、組織委員会設立。組織体制の整備と並行し会場整備費用を精査。その結果、立候補ファ

イルの見込みを大きく超過することが判明。
✓ 6月10日、所信表明演説において、東京都知事が会場計画全体の見直しを発表。
✓ 6月25日～27日に行われた最初のIOCとの調整会議において、会場の見直しをIOCに対し提案。コーツ委

員長からは「できるだけ早い段階から改善の作業を行うことが重要」とコメント。
✓ 9月1日、都議会オリパラ特別委員会や第6回調整会議において、都が整備する10施設のうち3施設（夢の

島ユース・プラザ・アリーナA及びB、若洲オリンピックマリーナ）について代替調査を行うことを公表。
また、アクアティクスセンターや海の森水上競技場、有明アリーナについては大会後に適正規模に縮小す
る方法、整備の圧縮などについて、それぞれ基本設計を通じ検討することとされた。

✓ これにより、既存会場の活用が約6割まで高まった。また、都内会場も約6割となった。
✓ 11月18日・19日、第2回プロジェクトレビューで見直しを議論。費用圧縮規模は約2,000億円とされた。
✓ 2015年2月28日、6月8日、12月9日のIOC理事会において、上記に関連する競技会場の変更などにつき、

それぞれIFの事前調整・承認を経た上で、承認。

 経費見直し（アジェンダ2020、ニューノーム）。
✓ 2014年12月、IOC総会で「アジェンダ2020」が採択。オリンピック憲章の改訂を伴う大会の改革案。持

続可能な競技大会を促進し、大会をできる限り効率的に実施できるよう、既存会場の活用、コスト削減機
会を明確化すること（会場基本計画の簡素化、現場従事者の合理化等）等が明記。これは上記会場見直し
等、東京オリパラ組織委の取組とその根幹を一にするもの。
また、東京大会延期後、2021年3月のIOC総会でその改訂版である「アジェンダ2020+5」が採択。「適
切かつ可能な場合、OCOGと協働して、東京2020オリンピック競技大会が2021年に延期されたことを受
けて導入された簡素化にならう」ことも明記。

✓ 2018年2月、IOC総会で「ニューノーム」が採択。大会運営上の具体的な経費削減項目として118項目が
提示。これらの多くは東京大会で既に取り組んできたもの。

✓ 東京オリパラ組織委員会では、上記のアジェンダ2020やニューノーム等も踏まえ、IOCやIPC、東京都、
国と協同して経費見直しと適正な予算編成・執行に取り組んできた。



33.8 効率化・簡素化について②
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 延期後の大会簡素化
✓ 2021年3月24日、大会の延期が発表。その後、26日は新たな出発本部を組織委員会の中に設置。4月以降、

簡素化の項目等について検討に着手。
✓ 6月 IOC・IPC理事会等で取組を決定。
✓ 8月の調整委員会、NOC/NPC、IF、メディア・パートナー等への説明・議論を経て、9月24日、25日のIOC

調整委員会において、52の見直し項目に合意（大会参加者総数の削減方針、大会直前に行われるIOC総会の
セレブレーション事業の取り止め、競技会場ラウンジの合理化、UACの施設変更と使用料抑制、MPC等の運
営期間の短縮、ロックダウン期間の短縮とセキュリティスイープスケジュールの見直し等）。コロナ禍の下
にあって、都民・国民のご理解を得やすい大会となるよう、会場運営の簡素化や、競技に直接関係のない華
美な事業の削減・廃止等を実施。

【簡素化の目指すもの】

• 簡素化の目的は、延期による追加費用が不可避な中、できるだけトータルのコストを縮減しようという点にあるが、それのみにとどまる
ものではない。

• 世界中がコロナという共通の危機にあり、社会や経済が大きく変化した以上、オリンピック・パラリンピックもこうした状況に合わせて、
変革していく必要がある。

• 来年の東京2020大会は、簡素化とコロナ対策を通じて、シンプルで安心・安全なオリンピック・パラリンピックとなる。
• 社会全体がシンプルで安全・安心な社会を求めている中、このオリンピック・パラリンピックの変革は、社会に対して大きなメッセージ

にもなるとともに、新たなスタンダードを提供することになる。

✓ 10月7日、IOC理事会に対し、削減効果はおおよそ300億円となることを報告・公表。

⇒以上の簡素化・効率化の成果は、2021年3月の
IOC総会で改正された「アジェンダ2020+5」
等のかたちで今後の大会にも継承。



【資料】大会の簡素化に関する52項目を公表（2020年9月25日）
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【資料】大会の簡素化に関する52項目を公表（続き）
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【資料】IOC理事会への簡素化効果の報告（2020年10月7日）

※ IOC Webサイトより本文を全て転載

【資料】大会の簡素化に関する52項目を公表（続き）
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33.9 生涯予算

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、アクアティクスセンターの３施設の整備費を約400億円削減

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

➢ CVE（コンディション＆バリューエンジニアリング）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

V3（2018年12月公表）

➢ 大会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V2と同額を維持

(単位：億円)

組織委員会 東　京　都 国 大会経費　計

6,000 6,000 1,500 13,500
(600) (300) (300) (1,200)

収　入 6,000
※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

支　出

(単位：億円)

組織委員会 東　京　都 国 大会経費　計

6,000 6,000 1,500 13,500
(600) (300) (300) (1,200)

収　入 6,000
※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

支　出

東京2020大会を成功させるために、最大限の増収努力を図るとともに、真に大会
に必要な経費を見極めつつ、可能な限りの簡素化を追求し、五次（V1～V5）にわたり
生涯予算を編成

(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。
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33.9 生涯予算

V4（2019年12月公表）

➢ 競歩競技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

V5（2020年12月公表）

➢ 新型コロナウイルス感染症の影響による大会延期を踏まえ、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、新たに新型コロナウイルス感染症対策関連経費をそれぞれ400億円、560億円計上し、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
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(単位：億円)

組織委員会 東　京　都 国 大会経費　計

6,030 5,970 1,500 13,500
(600) (300) (300) (1,200)

予備費 270
収　入 6,300

※（）は、うちパラリンピック経費分

支　出

(単位：億円)

組織委員会 東　京　都 国 大会経費　計

7,210 7,020 2,210 16,440
(900) (450) (450) (1,800)

収　入 7,210
※（）は、うちパラリンピック経費分

支　出



33.10 大会経費の見通し

2021年12月22日の理事会において発表した大会経費の見通しは、簡素化をはじめとする支出抑制に向けた
これまでの取組や無観客開催に伴う契約の見直しなどにより1兆4530億円となり、大会経費V5（バージョン
5）の１兆6440億円を1910億円下回る見通しとなった。加えて、新たな変異株の出現や国内外の新型コロナウ
イルスの感染状況を踏まえた観客数の取扱いの決定といった、2020年12月のV5発表以降に生じた事象に対し
て、2021年12月21日の東京2020組織委員会、東京都、国の三者による「東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の大会経費の取扱いについて」の合意に基づき、東京都及び国が新たな予算措置を講ずること
なく対応できる見通しとなった。

合意において、V5発表以降の後発事象について、従前に合意されていた経費の負担割合の考え方に基づき、
国は共同実施事業のパラリンピック経費と新型コロナウイルス感染症対策関連経費に係る支出を行い、その上
で東京都は、開催都市として安全・安心な大会の円滑な実施の観点から、V5の範囲内で共同実施事業負担金
（安全対策）を支出することになった。

組織委員会決算の見通しは、東京大会のほとんどの競技が無観客で実施されたことによるチケット売上の減
収等により、収入はV5に対して867億円減の6343億円となる一方、上述の取組等による支出の抑制239億円や
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6343億円となった。

この結果、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、国と東京都が負担するその他の経費
のうち、国分はV5を271億円、東京都分は772億円下回る見通しとなった。

なお、本大会経費の見通しは、競技会場の仮設撤去・原状回復工事や観客数の取扱いを踏まえた契約の見直
しなどに取り組んでいる2021年11月末時点での予算執行状況に基づいて作成したものである。

組織委員会は、今後とも引き続き経費節減や収入確保に努めた上で、大会経費の詳細について明らかにして
いく。
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（単位　億円）

東京都 国

2,310 6,970 5,470 1,500 9,280 2,395 <+85> 6,245 <▲725> 4,748 <▲722> 1,497 <▲3> 8,640 <▲640>

(600) (600) (300) (300) (1,200) (514) <▲86> (514) <▲86> (257) <▲43> (257) <▲43> (1,027) <▲173>

恒 久 施 設 ー 3,460 2,260 1,200 3,460 ー ＜ー＞ 3,500 <+40> 2,260 ＜ー＞ 1,240 <+40> 3,500 <+40>

仮 設 等 1,280 2,610 2,410 200 3,890 1,338 <+58> 1,984 <▲626> 1,786 <▲624> 198 <▲2> 3,321 <▲569>

エ ネ ル ギ ー イ ン フ ラ 250 470 420 50 720 215 <▲35> 415 <▲55> 380 <▲40> 35 <▲15> 630 <▲90>

テ ク ノ ロ ジ ー 780 430 380 50 1,210 842 <+62> 346 <▲84> 323 <▲57> 24 <▲26> 1,188 <▲22>

4,900 1,200 1,050 150 6,100 4,576 <▲324> 834 <▲366> 712 <▲338> 122 <▲28> 5,410 <▲690>

(300) (300) (150) (150) (600) (244) <▲56> (244) <▲56> (122) <▲28> (122) <▲28> (489) <▲111>

輸 送 480 370 350 20 850 384 <▲96> 190 <▲180> 168 <▲182> 23 <+3> 575 <▲275>

セ キ ュ リ テ ィ 340 580 550 30 920 268 <▲72> 480 <▲100> 453 <▲97> 28 <▲2> 748 <▲172>

オ ペ レ ー シ ョ ン 1,680 250 150 100 1,930 1,618 <▲62> 157 <▲93> 89 <▲61> 69 <▲31> 1,775 <▲155>

管 理 ・ 広 報 840 0 0 0 840 777 <▲63> 3 <+3> 1 <+1> 1 <+1> 780 <▲60>

マ ー ケ テ ィ ン グ 1,360 0 0 0 1,360 1,332 <▲28> 0 <+0> 0 <+0> 0 <+0> 1,332 <▲28>

そ の 他 200 0 0 0 200 197 <▲3> 3 <+3> 2 <+2> 2 <+2> 200 <▲0>

新型コロナウイルス感染症対策関連 ー 960 400 560 960 ー ＜ー＞ 480 <▲480> 160 <▲240> 320 <▲240> 480 <▲480>

ー 100 100 ー 100 ー ＜ー＞ ー <▲100> ー <▲100> ー ＜ー＞ ー <▲100>

7,210 9,230 7,020 2,210 16,440 6,971 <▲239> 7,559 <▲1,671> 5,620 <▲1,400> 1,939 <▲271> 14,530 <▲1,910>

(900) (900) (450) (450) (1,800) (758) <▲142> (758) <▲142> (379) <▲71> (379) <▲71> (1,516) <▲284>

ー ー ー ー ー ▲ 628 <▲628> 628 <+628> 628 <+628> ー ＜ー＞ ー ＜ー＞

7,210 9,230 7,020 2,210 16,440 6,343 <▲867> 8,187 <▲1,043> 6,248 <▲772> 1,939 <▲271> 14,530 <▲1,910>

(900) (900) (450) (450) (1,800) (758) <▲142> (758) <▲142> (379) <▲71> (379) <▲71> (1,516) <▲284>
支　　出　　計

組織委員会 その他 その他

小　　計

共同実施事業負担金（安全対策）

緊急対応費

大会関係

会場関係

大会経費の見通し・分担

V５ 見通し

東京都 国
組織委員会支出計 支出計

33.10 大会経費の見通し
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（注１）上記の見通しは、引き続き、収入確保に努めつつ、2022年春頃までかかる競技会場の仮設撤去・原状回復工事や、観客数の取扱いを踏まえた契約の見直しなどに
取り組んでいる中、2021年11月末時点の予算執行状況を集計したもの。

（注２）共同実施事業負担金（安全対策）628億円は、V5予算及び今回の組織委員会、東京都、国による三者合意（「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の大会経費の取扱いについて」）に基づき、東京都が支出するもの。

（注３）V5予算の国のパラリンピック経費については、その他分から東京都分を差し引き、内訳を記載している。
（注４）計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
（注５）（）は、うちパラリンピック経費分、＜＞は、V5予算比増減額である。



33.10 大会経費の見通し
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（注１）上記の決算見通しは、引き続き、収入確保に努めつつ、2022年春頃までかかる競技会場の仮設撤去・原状回復工事や、観客数の取扱いを踏まえた契約の見直
しなどに取り組んでいる中、2021年11月末時点の予算執行状況を集計したもの。

（注２）共同実施事業負担金（安全対策）628億円は、V5予算及び今回の組織委員会、東京都、国による三者合意（「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の大会経費の取扱いについて」）に基づき、東京都が支出するもの。

（注３）＜＞は、V5予算比増減額である。

収　　入 支　　出

IOC負担金 850 865 <+15> 会場関係 2,310 2,395 <+85>

TOPスポンサー 560 561 <+1> 　仮設等 1,280 1,338 <+58>

国内スポンサー 3,500 3,506 <+6> 　エネルギーインフラ 250 215 <▲35>

ライセンシング 140 144 <+4> 　テクノロジー 780 842 <+62>

チケット売上 900 4 <▲896> 大会関係 4,900 4,576 <▲324>

その他 350 471 <+121> 　輸送 480 384 <▲96>

増収見込 760 792 <+32> 　セキュリティ 340 268 <▲72>

小　　計 7,060 6,343 <▲717> 　オペレーション 1,680 1,618 <▲62>

収支調整額 150 ー <▲150> 　管理・広報 840 777 <▲63>

収　　入　　計 7,210 6,343 <▲867> 　マーケティング 1,360 1,332 <▲28>

　その他 200 197 <▲3>

小　　計 7,210 6,971 <▲239>

ー ▲ 628 <▲628>

支　　出　　計 7,210 6,343 <▲867>

共同実施事業負担金(安全対策)

決算見通し

組織委員会決算の見通し

（単位　億円）

項　　目 V５ 決算見通し 項　　目 V５



33.11 大会資産の継承

●アーカイブ組織への継承（IKM）
・2021年8月8日付で「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会アーカイブ資産協定」を締結

（IOC、IPC、JOC、JPC、東京都、組織委による6者協定）

・競技備品等を「東京2020アーカイブ資産」として大会中に収集、国内承継のため整理中

・国内各承継先に向けた「アーカイブ方針」を策定（12月）

●GEP（Games Experience Programme）（IKM）
・将来の組織委員会（Beijing2022, Paris2024, Milanocortina2026, Los Angeles2028）に、会場や競技運営に

関する視察・講義を通じて大会運営に関する知識、情報を継承

・GEPには、延べ318人が参加

●「アクション＆レガシー」の推進（LGY）
・スペクタキュラー・銘板等の大会を開催した証を自治体等において、大会後にレガシーとして残して

いくための手続きの推進

・大会までの取組をレガシーとして継承・発展させるため、大会後も継続的に取り組む永続的な主体による枠組み

づくりの推進

●東京大会で獲得した大会資産（Tokyo 2020 ID：約812万件）、ボランティア
データ：約27万件） 等）のレガシー継承
・継承団体の確定、オプトイン取得方式 等
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33.11 アーカイブ組織への継承（IKM） 参考資料１: 資産分類表

 

分類 内容 

現 

物 

資 

産 

アーチフ

ァクト・

メモラビ

リア 

FA 制作物 

有形資産で大会準備や運営に使用され以下の意義が認められる FA 制作物 

-各 FA の機能を象徴的に表すもの（例：大会用案内サイン） 

-大会の記憶やストーリーを伴うもの（例：聖火リレーのトーチ） 

競技用備品 
アスリートの活躍の記憶を強く留めるものとして、競技実施を記録・記念

することを目的として特定するもの（例：公式使用球） 

ライセンス商品 
大会のイメージ及びアイデンティティや、日本の技術・文化・伝統を反映

したもの（例：ピンバッチ、ぬいぐるみ など） 

オーディ

オ＆ビジ

ュアル 
 

マルチメディア 写真、音声、映像 

ソーシャルメディア Twitter, YouTube など 

ウェブサイト 一般公開されているウェブサイト及びサブサイト 

文書資産 

○大会の記録・運営ノウハウ等の文書の例 (＊) 

・会議資料、ノウハウ資料等 

・ガイドブック、ガイドライン、マニュアル 

(＊) 一部について、利用者が限定される場合があります。 

○文化・教育・歴史的な価値がある文書の例 

・公表、プレス資料  ・広報、出版物等 

・計画書、報告書 



東京都
(開催都市)

JPC
(パラ・ムーブメント推進)

IOC・IPC
(資産の権利保有者)

組織委員会
アーカイブ
資産の譲渡

JOC
(アーカイブ組織)

利活用等のライセンス付与 年次活動報告

支援

支援

管理委員会設置

アーカイブ資産
協定締結

国立
国会図書館

秩父宮記念
スポーツ博物館

江戸東京
博物館

JPC

現 物 資 産

都立中央図書館 他

パラ・ムーブ
メント推進

(オリ・ムーブメント推進)

東京の歴史・文化 全国ネットワーク・
学術としてのスポーツ

Webアーカイ
ブ事業

文書・印刷物による
大会の記憶継承

ウェブサイト 公式出版物、文書資産等

日本オリンピック
ミュージアム

ライセンス行使許可

ライセンス行使許可

委 託 ・ 寄 託

資産管理活用等機関（調整中）

年 次 活 動 報 告

33.11 アーカイブ組織への継承（IKM） 参考資料2: アーカイブ資産協定
の関係図
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33.12 2020大会文書の適切な保管・継承

◇ 組織委設立時から、法令や規定等に基づき、東京2020大会に関する文書を適切に作成・保管
具体的には、処理の完了した起案文書は、年度ごとに保管を行うなど、適切に事務処理

◇ 大会前（2019年度～）から主体的かつ、段階的に総務部門への文書集約を開始し、解散に
向けて文書が散逸しないように取りまとめを実施

◇ 法人解散後の大会文書の保存・継承については、以下により適切に保管・継承

[法令等に基づく保管・継承]

・一般法人法では、清算法人の帳簿並びに事業及び清算に関する重要な資料について、
清算結了から10年間の保存義務が規定
(会計帳簿、財務諸表、すべての稟議書（金額に関わらない）、契約書など）

・労働基準法、国税通則法などにも保存義務が規定（賃金台帳、出勤簿、源泉徴収票など）

⇒ 代表清算人へ継承・保管

[開催都市契約等に基づく保管・継承]

・開催都市契約では、大会の記録及びアーカイブの長期保存が規定
次代のオリンピックパラリンピック競技大会の運営等に資する今大会の記録や準備・運営に関する文書
（持続可能性報告書、飲食提供基本戦略、アクション＆レガシープランなど）

⇒ アーカイブ組織（JOC）へ継承・保管
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33.13 関連法令の改正について
●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

2015年６月
○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(以下「オリパラ特措法」とする)」が施行
・1964年東京大会及び1972年札幌大会を参考として、専任の大臣の設置、推進本部の設置などについて規定。
・同法に基づき内閣総理大臣を本部長とする「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会推進本部」が設置され、

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。
・寄附金付郵便葉書等の発行の特例により組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行する

ことが可能に。

2016年６月
〇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の推進に関する政府の取組の状況に関する報告

毎年、政府の取組の状況を報告することが規定された。

2018年６月

○電波法の特例の追加
無線局の免許・登録申請等の手数料及び無線局の電波利用料に係る電波法の規定について適用除外とされた。

○国民の祝日に関する法律の特例の追加
開会式等における国内外要人や大会関係者の安全・円滑な輸送及び警備のため、2020年に限り、海の日・体育の日（現：スポーツ
の日）・山の日を移動し、オリンピック開会式前日及び当日、閉会式翌日を休日とされた。

2019年５月

○国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所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等の一部を改正する法律による、一部改正
大会関係施設（会場等）等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行を禁止。

2021年６月
○覚醒剤取締法等の特例の追加

大会に出場する選手に限り覚醒剤取締法の特例として、厚生労働相の許可を得て医療用覚醒剤の日本への持ち込みを認める。

※2020年11月、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等の一部を改正する法律
（令和二年法律第六十八号）により、令和３年に延期された大会についても特例が適用されることとなった。
ただし、祝日の特例措置については、海の日、スポーツの日をオリンピック開会式前日及び当日、山の日を閉会式当日に移動し、
閉会式翌日を振替休日とした。
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33.13 関連法令の改正について

●チケットの不正転売等の禁止：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
・不正転売（※）の禁止
・不正転売目的の譲受けの禁止

※興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える
価格をその販売価格とするもの

・違反者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科
2018年12月：公布
2019年 6月：施行

●外国の大会関係者等の非課税措置：所得税法及び地方税法等の一部改正

大会に参加等をする非居住者及び外国法人に係る課税の特例の創設を行う
2019年3月：公布
2019年4月：施行

※大会の延期を受けて、2020年11月に、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等の一部を改正す
る法律が成立し、課税の特例の適用期限を延長することとされた

●大会関係者の査証免除による入国及び必要な在留期間の確保：法務省告示の改正

大会関係者（アクレディテーションカード所持者）が業務に必要な期間、査証免除で入国・在留できるよう措置する
2019年6月：公布・施行

●オリンピックのゴルフ競技に参加する選手等へのゴルフ場利用税の非課税措置等：地方税法等の一部を改正する法律の一部改正

オリンピックのゴルフ競技に参加するゴルフ場利用税の非課税とするなど。
2020年3月：公布・施行
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34．各団体からのコメント



34.1 IOC・IPC等からの主なコメント

• IOC会長

「このオリンピックの後、日本人は世界中の人から賞賛を受けるだろう。

青写真もロールモデルもない中、大会を実施し歴史を作った。」

• IPC会長

「東京以外では開催できなかった。逆境に立ち向かう勇気を示した。」

同副会長

「パラリンピアンは不可能を可能にする。皆さまも不可能を可能にしてくれた。」

• パリ2024組織委員会会長

「まるで魔法のようだった。世界の人々は、何週間かの間、選手たちの活躍に

心を寄せ、久しく感じなかった心の解放を共有した。パリは東京から、バトン

とともに大きなエネルギーをもらった。」
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34.2 国内競技団体（NF）からの主なコメント

• 無事に開催されたことについて、組織委員会をはじめ全ての関係者に感謝したい。

• 素晴らしい選手村運営であったと選手からフィードバックあり。日本でなければ
開催できなかったという評価。

• 目標としていたメダル獲得には至らなかった。今後の大会に向けて、これまでの
課題を洗い出したい。

• ジュニアアスリートの強化を含め、長期的に競技力向上に努めたい。

• 東京2020大会の経験を糧に、世界選手権などの国際大会開催につなげていきた
い。

• 東京2020大会を経て、競技運営、プロトコール、サービス等で多くの学びがあ
り、ノウハウの蓄積がなされた。IFと協力して、競技力向上や審判の技術向上に
尽くしていきたい。

• ボランティアの活躍には感謝。オリに参加したボランティアが、パラにも参加し
たいと申し出てくれたことは嬉しかった。東京2020大会に携わったボランティ
アがレガシーとして今後活動してくれることに期待。

• 共生社会の実現に向け、関係団体と協力して、健常者・障がい者が一緒になった
競技大会を開催を実施したい。こうした取組は東京大会のレガシーとなる。
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• 多様性とジェンダー平等の推進の観点からもTOを選出。

• テレビ放映をみて、やってみたいという人が増えることに期待。東京2020大
会をきっかけに、競技人口のすそ野を広げていきたい。

• 今回のイノベーションを活かした新しい観戦の在り方を模索していきたい。

• 本大会では、競技運営でオリ団体とパラ団体の連携がとても重要であった。

• NF間での横の連携を取ることの重要性を痛感。NF協議会後もこのような枠組
みを継続してほしい。

34.2 国内競技団体（NF）からの主なコメント
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34.3 国際スポーツ団体からの主なコメント

【国際オリンピック委員会（IOC）スポーツ】

• 東京2020スポーツチームの皆さんが、近年で最も重要なスポーツイベントの一つ
であるこの大会に多大な貢献をされたことに、心からのお祝いと感謝を申し上げ
ます。

• 困難な状況にも関わらず、この大会はこれまで以上にスポーツとアスリートに焦
点を当てたものとなりました。世界の人々は、素晴らしい会場でオリンピックの
優れたスポーツを観戦し、スポーツが持つ団結力を披露しました。

• 同様に重要なことは、プレイブックへのコミットメントと必要な行動により、関
係者全員にとって安心安全な方法で大会が実施されたことです。

• 私たちは、皆さんが達成されたこととその重要性を誇りに思っていることを信じ
ています。これは、チームの一人ひとりの並々ならぬ努力なしには実現できな
かったでしょう。

• 私たちIOCスポーツとオリンピックムーブメント全体は、あなた方が行ったこの
素晴らしい仕事に大いに感謝しています。
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34.3 国際スポーツ団体からの主なコメント

【オリンピック夏季競技団体連合（ASOIF）】

• 私たちが感謝したいのは、新型コロナの大流行によって引き起こされた複雑で
国内的な課題を背景に、このようなイベントの開催に粘り強く取り組んでこら
れた、東京2020、東京都、日本国、そして日本国民の方々です。

• しかし、東京2020の方々の個人的な貢献と、それを支えるチームの存在が、
日本と世界で認められた本大会の最終的な成功の大きな要因であったことは言
うまでもありません。大会が終わった今、世界中のメディアの反応は圧倒的に
ポジティブで、感謝の気持ちでいっぱいです。

• 東京2020の皆さんは、ご自身の功績を誇りに思ってください。また、ご自身
の人生におけるスポーツと社会への最大の貢献の一つとして、喜んで受け入れ
てください。困難に直面したことで、成功の重要性、犠牲を払ったこと、そし
てその中での皆さんの役割が、やがて他の大会よりも認識されるようになるで
しょう。

• すでに何度も「他に類を見ない」と言われているこのユニークな大会は、関係
者はもちろん、IFやASOIFにとっても忘れられないものになるでしょう。この
ような思い出とともに、皆さんと一緒に、あらゆる困難を乗り越えて、特別な
何かを達成するために働いた時間も懐かしいものになるでしょう。

651



34.3 国際スポーツ団体からの主なコメント

【国際ハンドボール連盟（IHF）】

• 国際ハンドボール連盟とハンドボールファミリーを代表して、安全な東京2020
オリンピック大会開催を成功させたことに対して、東京2020に心からお祝いい
たします。

• 東京2020の懸命な努力は、これらの困難な時代の中で世界に喜びと希望をもた
らし、本当に素晴らしいオリンピックとなりました。

• スポーツ界、特にハンドボールのファミリーは、世界中の大会関係者とファン
のために忘れられないイベントを開催をしてくださった、熱意、励まし、そし
て献身に心からの感謝を伝えたいと思います。

• 代々木競技場でのハンドボール大会の成功に貢献した素晴らしい仕事、忍耐、
そして協力に対して、東京2020の皆さんとボランティアに最高の賞賛を送って
ください。
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34.3 国際スポーツ団体からの主なコメント

【国際水泳連盟（FINA）】

• このたび、東京2020オリンピックが成功裏に開催されたことに、心からの
お祝いと感謝の気持ちをお伝えします。

• 東京2020のコミットメント、ハードワーク、そして献身は、最も困難な状
況下で、世界を一つにしました。

• 私たちは共に、文化の違いが消え、友情が芽生えるのを見届けました。私た
ちは、世界最高のアスリートたちの成功と感動を分かち合いました。そして
何よりも、オリンピックの最もエキサイティングな瞬間を皆さんと共有でき
たことは、私たちの喜びであり、東京で過ごした時間に感謝しています。

• また、オリンピックプログラムの中で最も視聴率の高いスポーツとなった水
泳競技へのご協力にも感謝しています。 FINAは、オリンピズムの価値観に
沿って、アスリートたちが東京で過ごした経験を非常に誇りに思っており、
この崇高な使命の達成に貢献する機会を与えられたことに非常に感謝してい
ます。

• FINAファミリーを代表して、東京2020オリンピックの安全と成功に感謝し
ます。
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34.3 国際スポーツ団体からの主なコメント

【国際卓球連盟（ITTF）】

• 重要なことは、パンデミックが私たちの生活を直撃し、大会を延期しなければ
ならなくなった時、東京2020、IOC、IPC、そして東京都や日本政府当局が、
安全な方法で大会を開催するための「方法を見つける」ことでした。

• しかし、オリンピックのように海外から何万人もの人々が集まるイベントは、
パンデミックの時代には他に類を見ないものでした。 IOCやIPCと協力して最
善の方法、公平な妥協点を見つけ、大会に携わったIF代表、ITO、スタッフ、
理事メンバーは大きな満足感を持って東京を後にしました。

• 困難を克服し、ユニークなオリンピック体験の一部となったことへの満足感。
IOCおよび東京2020と協力して、33競技のうちの１つである５種目を例外的
な状況で実施し、安全かつ満足のいく方法で卓球のオリンピックチャンピオン
を決定し、信じられないようなスポーツのパフォーマンスを目の当たりにした
ことへの満足感です。

• 東京2020の皆さんの献身、努力、あきらめないこと、そして世界に希望を与え
てくれたことに感謝します。
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34.3 国際スポーツ団体からの主なコメント

【国際パラリンピック委員会（IPC）スポーツ】

• 競技チーム、スポーツ局の皆さんにありがとうと言いたいです。この状況の中
で大会を実現できたのは日本、そして東京だからこそだと思います。みなさん
のおかげで大会が成功したと思っております。ボランティアや日本の皆様にも
伝わったと思います。

• 成功裏に開催された。パンデミックの中で行われたことを考えても、これまで
のパラリンピックで最も重要な大会であったと思います。
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34.3 国際スポーツ団体からの主なコメント

【ワールドパラアスレティックス（WPA）】

• ワールドパラアスレチックスを代表して、このようなパラリンピック大会を
成功させた東京2020の皆さんに感謝します。

• パンデミックの影響で準備に多大な不信感を抱いていたにもかかわらず、大
会を成功させることができたのは、皆さん一人ひとりのおかげです。

• 特に陸上競技では、より多くのクラス分けが開催されたこともあり、大成功
を収め、スムーズに運営されました。

• 私たちが受けたホスピタリティ、親切さ、そして温かさは、今回の大会を特
別なものにし、最も成功したものにしてくれました。

• パラ陸上競技の技術代表として、私は皆さんが作り上げた環境が陸上競技の
素晴らしいパフォーマンスを可能にしたことを確認することができ、彼らの
功績をとても誇りに思います。

• 私は、この大会、日本という国、そして日本の人々について、とても素晴ら
しい思い出を持って日本を後にしました。

• 改めて、皆様のご尽力とご支援に感謝いたします。またすぐにお会いできる
ことを楽しみにしています。
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34.3 国際スポーツ団体からの主なコメント

【国際パラバレー連盟（WPV）】

• WPVは、あらゆる困難を乗り越えて素晴らしい大会を実現してくれた東京
2020に感謝しても仕切れません。 私たちは永遠にこのことを忘れません。

• シッティングバレーボールのスポーツチームの情熱と精神は信じられないほど
で、ボランティアの皆さんは、私がこれまで経験したイベントの中で最高のも
のでした。 アリガトウゴザイマス、あなたと東京2020の皆さんに。

【国際車いすバスケットボール連盟（IWBF）】

• IWBFは、この素晴らしい競技会場、優れた東京2020の車いすバスケットボー
ルチーム、会場チーム（有明アリーナ、武蔵野の森総合スポーツセンター）の
運営能力や献身的な仕事ぶり、情熱と笑顔溢れるボランティアの皆さんに心よ
り感謝いたします。
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34.4 各国選手団等からのコメント

（カヌー難民選手団コーチ）

本当に素晴らしい大会と運営で選手も私も大変感謝している。スポーツマネー
ジャーさんや会場のスタッフ、ボランティアの方々が素晴らしく、お願い事に瞬
時に対応してくれたり、要求している以上に常に温かいサポートをしてくれたお
かげで観客がいないことも、毎日の検査も、行動制限の数々も全くマイナスに感
じなかった。1988年以来すべてのオリンピックに参加してきたが、間違いなく今
回の東京オリンピックが最高だった。

（NPC CHN CLO）

昨日、北京に戻りましたが、幸いにも全員が予定通り帰宅することができました。
中国の代表団は人数が多いので、私たちも大変です。皆さんができる限りのサ
ポートをしてくれたことに感謝しています。 皆さんの協力のおかげで、私たちは
それぞれの問題を解決することができました。私たちは昔から知り合い、一緒に
仕事をしてきたような気がします。一つのチームとして。

北京から送る感謝の気持ちを受け取ってください。そして、皆さんの成功を祈っ
ています。アリガトウ。

658



34.4 各国選手団等からのコメント

（FEI）

競技会場は間違いなく史上最高。数々の世界大会やオリンピックに参加してきた
が、会場も運営もボランティアも素晴らしく、従来馬術競技の選手はわがままや
要求を言ってくることが多いが、東京大会では誰1人マイナスなことを言う選手が
いなかった。これははじめてのことだ。

（WOA CEO）

東京は素晴らしいことをやって退けてくれた。東京に行っていた多くの関係者か
ら話を聞いたがポジティブなコメントばかりでマイナスなことを言う人は誰もい
ない。

（USOPC）

<オリ> https://twitter.com/TeamUSA/status/1424332468933447681 

<パラ> https://www.youtube.com/watch?v=Nqo_EUpYyWQ
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34.4 各国選手団等からのコメント

（NPC GBR CdM）

延期されていた東京2020パラリンピック競技大会の終了に伴い、この場をお借り
して、組織委員会の皆様をはじめとするチームの皆様に、安全、安心、そして成功
した大会を提供してくださったことを振り返り、深く感謝したいと思います。

最も困難な状況の中で様々なパートナーが成し遂げたことは、まさに信じられない
ことであり、パラリンピックGBチームとしては、あなた方の決意、努力、回復力
に感謝するとともに、関係者全員に恩義を感じています...。

（中略）

村は常に「大会の心臓部」ですが、これほどまでに素晴らしいことはありません。
典型的な日本のやり方で、慎重に計画され、運営しやすく、素晴らしい環境でした。
アクセスもよく、私たちのチームは滞在中、快適に過ごすことができました。

（次ページに続く）
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34.4 各国選手団等からのコメント

（前ページより）

会場はどれも素晴らしく、観客の少なさを補って余りあるスポーツプレゼンテー
ションが行われていました。幸運なことに、私たちが代表として参加した19のス
ポーツのすべての会場を訪れることができ、そのどれもが気に入りました。

（中略）

そして最後に、ボランティアの皆さんです。会場に到着したときから帰るときま
で、私たちは笑顔で、親切で、熱心なボランティアに迎えられ、支えられました。
このことは、チームメンバーから何度も肯定的なコメントをもらいました。日本
の文化は、ボランティアの方々の勤勉さ、礼儀正しさ、そして助けたいという気
持ちを通して、明るく輝いていました。セキュリティ、ダイニング、会場サポー
ト、ロジスティックなど、すべての面で優れていました。「アリガトウ」と何度
も言って、彼らの努力に対する私たちの深い感謝の気持ちを伝えられればいいの
ですが...。 （以後、略）
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〇選手村：80％が非常に良い又は良いと
の評価

〇競技会場・練習会場：79％が良いとの
評価

[Source: Sport & Entertainment; Tokyo 2020 Athletes & Entourage Research; Jul-Sep 2021]

〇東京大会のコロナ対策：89％が事前に
十分な説明があったたとの評価

〇選手村におけるコロナ対策：82％が良
いとの評価

34.5 東京大会に対する評価（選手）
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〇65％が東京大会は成功裏に終わったとの評価

〇59％が東京大会はコロナ禍のトンネルに希望の光となったとの評価

〇60％が東京大会は良いレガシーを残すだろうという評価

[Source: : Publicis Sport & Entertainment; Tokyo 2020 Post-Games Surveys; August 2021]

34.5 東京大会に対する評価（海外一般）
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