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東京2020大会開会式・閉会式に関する基本コンセプト中間報告（その２）

第一章 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の位置づけ

歴史的意義 社会的意義
大会全体の歴史的・社会的意義

東京1964大会は「戦後復興の象徴」「経済成長や科学技術の発
展の契機」となり、経済的・物量的に豊かになり、また、障がい
のある人のスポーツを通した社会参加を促すきっかけとなった。
東京2020大会では、50年後、100年後に振り返った際に、心が
豊かになれる幸せな社会の実現に向けて、文化や社会、価値観が
変わる契機となることが求められている。

世界は今、経済や文化、政治などあらゆる面で分断が進んでいる。
オリンピック・パラリンピックの意義に立ち返り、東京2020大
会では、国籍や民族などのナショナリズムを超え、障がいの有無
にかかわらず皆が参加し、一体感を醸成することで、世界平和を
祈り貢献し続けていくことを目指す。また、アジアの発展と繁栄
のために、世界にメッセージを発信していく。

第二章 開会式・閉会式の全体コンセプト

（起）オリンピック開会式 （転）パラリンピック開会式

（承）オリンピック閉会式 （結）パラリンピック閉会式

・国内外からの注目度が最も高い式典であり、世界から集う
アスリートや観客を歓待する。

・日本の文化や歴史を紐解き、キーコンセプトを明確に伝える。
・復興支援への感謝を伝えると共に、世界中の被災者を励ます。

・東京は二度目の夏季パラリンピックを開催する史上初の都市である。
・人々が認め合い、助け合う共生社会を目指すことを世界に伝える。
・障がいという個性を様々なものとかけ合わせ、既成概念を超えた
新しい可能性を探る。

・競技を終えたアスリートの健闘を称える。
・アスリートだけでなく観客も巻き込み、会場を一体化する。
・その熱気と興奮を、続いて開催されるパラリンピックへと
引き継ぐ。

・東京2020大会の全体を締めくくるフィナーレである。
・障がいの有無や人種、性別に関わらず、互いに認め合い、分断の広が
る世界にキーコンセプトを伝えることで一つになる姿を描く。

・未来を担う若い世代への継承の場とする。

第三章 4式典の位置付け

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―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。

4つの式典を一連の四部作と捉え、起承転結で構成する。

【平和】平和を尊いものとする日本の姿を示し、調和ある世界の姿を描く。

〇開会式・閉会式は、対立に関係なく、世界中の国・地域の選手と観客が一堂に集う、類い稀な機会である。

〇戦後一貫して平和を希求し続けてきた日本の姿勢を世界に伝える。

【未来】歴史や伝統を大切にし、日本の考える未来像を描く。

〇世界が直面する課題に対し、日本の立場から未来を提起する。

〇未来を考え、式典を通じて次の世代にレガシーを残すことができるようにする。

【共生】違いは個性であり、多様性を活かす共生社会を目指していることを示す。

〇お互いの個性を共に生かし合い、助け合うという社会を示唆する。

〇障がいや人種、性別等で区別をしている既成概念を打ち破り、違いは個性であると伝える。

【日本】日本が長い歴史の中で培ってきた、価値観や美意識を表現する。

〇森羅万象を慈しみ、多様な文化を活かし、新たなものを生み出そうとする姿を示す。

〇日本国内からの視点だけではなく、海外からの視点も取り入れ、「日本らしさ」を表現する。

【復興】様々な自然災害から復興する、しなやかな強さを持つ日本人の姿と世界への感謝を示す。

〇自然災害に立ち向い、復興を通して発展してきた日本社会の姿を伝える。

〇復興支援に対する感謝と共に、世界中の災害等に見舞われた人々へ勇気を伝播する。

【アスリート】スポーツの祭典として、アスリートを歓迎し、その健闘を称える。

〇主役はアスリートであり、中でもクライマックスのひとつが、アスリートの入場である。

〇大会に参加するアスリートにとって、負担なく楽しめるような式典とする。

【参画】多くの人々が自分も式典に関わっていると感じられるような、「みんなでつくる式典」を目指す。

〇日本や世界の多くの人々が、式典づくりやパフォーマンスに参加できる機会をつくる。

〇スタジアム内だけで完結させず、様々なメディアを通してより多くの人が参加できる仕組みを作る。



東京2020大会開会式・閉会式に関する
基本コンセプト中間報告（その２）

平成２９年９月２０日
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



第1章 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の位置づけ

▷前回の東京1964オリンピックは、戦後日本の復興の象徴として、

またその後の日本の経済の成長や科学技術の発展の出発点として多くの

人々に記憶されている。

また東京1964パラリンピックは、日本の障がいのある人のスポーツを通し

た社会参加を促す契機となった大会である。

▷経済的に成熟し、これから世界が抱えるであろう多くの課題にいち早く直

面している日本・東京は、率先して世界に対して解決策を提示し、新たな

未来を見せていく必要がある。

▷50年後、100年後に東京2020大会を振り返った時に、精神的な豊かさを

求める社会の実現に向けて、文化や社会、価値観が変わるきっかけになっ

たと国内外で評価される大会にしたい。

東京2020大会の歴史的意義
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▷世界は今、経済や文化、政治などあらゆる面で分断が進んでいる。オリン

ピック・パラリンピックの意義に立ち返り、東京2020大会では、国籍や民

族などのナショナリズムを超え、一体感を醸成することで、世界平和を祈

り貢献し続けていくことを目指す。

また、東京2020大会は、アジアの発展と繁栄のために、世界にメッセージ

を発信していく。

▷50年後、100年後に東京2020大会を振り返った時に、東京・日本が、

ハードの面でも、ソフトの面でも、人々の気持ちの面でも外国人との垣根

が低くなった、障がいの有無での垣根がなくなった、そして人々の間、特

に若者の間で社会的な参画意識が高まったといわれるような大会にしてい

く。

東京2020大会の社会的意義



東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の位置づけ

東京2020大会を、東京1964大会に匹敵する歴史的な節目とするために、またオリンピックとパラリン

ピックそれぞれ固有の大会の意義を示しつつ、一貫性を保つために、次のような大会ビジョンを掲げてい

る。

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―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。

●オリンピック

クーベルタンが唱えたオリンピズム＝オリンピックの精神とは「スポーツを通して心身を向上させ、文

化・国籍などさまざまな違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよ

い世界の実現に貢献すること」としています。

また、IOCは、近年、オリンピックの価値を卓越性（Excellence）、友愛（Friendship）、尊重

（Respect）という3つのキーワードで表現し、世界の若い人々がこれを頭で理解するだけではなく、

身をもって行動することを求めています。(JOC HPより参照）

●パラリンピック

パラリンピックは、様々な障がいのあるアスリートが公平に能力を発揮し活躍できる世界最高峰の競技

大会です。できないことに着目するのではなく、「どうしたらできるか」の視点で創意工夫し、想像を

超える競技パフォーマンスを発揮するパラリンピアンの姿は、人々の心を揺さぶり障がいに対する認識

を変え、共生社会の実現へと誘います。主催者である国際パラリンピック委員会は、パラリンピアンた

ちに秘められた力こそが、パラリンピックの象徴であるとし、「勇気」「強い意志」「インスピレー

ション」「公平」という四つの価値を重視しています。

東京2020大会ビジョン
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第1章

【参考】オリンピック・パラリンピックの精神
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第2章

【平和】平和を尊いものとする日本の姿を示し、調和ある世界の姿を描く。

〇開会式・閉会式は、対立に関係なく、世界中の国・地域の選手と観客が一堂に集う、

類い稀な機会である。

〇戦後一貫して平和を希求し続けてきた日本の姿勢を世界に伝える。

開会式・閉会式の全体コンセプト

〇寄せられた御意見

・世界の一員として、世界に対する日本の貢献をメッセージとして示す。

・極東のガラパゴスのような、平和な立ち位置だからこそ言えることを言う。

・「みんな こんなに楽しく、仲良くできるのか」という印象を与える。

・「戦争」という武力解決から「対話」という平和的解決へ、ということを訴える。

・人種や民族のあるがままの尊厳を肯定して、互いに心を開こうというメッセージを伝える。

・戦後から現在まで、どのように平和を保持してきたのかを改めて振り返る。

・唯一の被爆国として平和を発信する。

・前提として平和の祭典であることを忘れないようにする。

・世界で起きている事の本質を、世界中が真摯に理解し実感できるようにする。

・世界で起きている問題を共有し、分断を越えた気分になるのではなく、本当に分断を越えることを考える。

・今起きていることを数字で考えたり、法律で考えると人の分断を生む。そういうことを忘れて一体になれる空間を
作ることが大事である。

・参加者が協力して、戦時の鎮魂から平和な未来創造を祈る機会があるとよい。

・インパクトが得意とする目先の驚きや判り易さだけではなく、伝えるべきことを人の深いところに浸透定着させる
ことができるとよい。

・メディアを介して、全世界が黙とうして、今起きている何かに思いをはせる。

・物事を線引きしないアジア的な自由さが解決の糸口になると思う。

・勝利至上主義ではなく、アジア的な「和」や「共生」を醸し出す。

・国よって歴史認識が違うということに留意する。

・開会式で、今まで知らなかった国を応援したいと思えるような取り組みをし、競技の盛り上げにつなげる。

・競技を終えた後の閉会式は、より平和を感じられるものがよい。
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第2章

【未来】歴史や伝統を大切にし、日本の考える未来像を描く。

〇世界が直面する課題に対し、日本の立場から未来を提起する。

〇未来を考え、式典を通じて次の世代にレガシーを残すことができるようにする。

〇寄せられた御意見

・課題先進国として、同じ課題にこれから直面する人たちに解決策をみせる。

・課題先進国から解決先進国に向かうきっかけにしたい。

・社会の様々な課題に対してソーシャルアクションにより対峙することを披露する機会である。

・日本では他国に先んじて超高齢社会・人口減少化を迎えるが、それを成熟社会と捉え、新しい生活の豊かさに

気づき、向かっていく契機とする。

・高齢者が豊かに活躍できる社会を予感させる。

・超高齢社会の到来に、成熟することで得られる前向きな面を取り扱う。

・超高齢社会の日本だから提示できるものがある。

・開会式・閉会式の準備過程で、従来であれば出会うことのなかった多種多様な人材が出会い、次世代の交流へと

引き継ぐ機会があるとよい。

・開会式・閉会式を若者の才能を発掘し、新しいことに挑戦させ、成⻑する重要な経験の機会とする。

・次の世代に、君たちが主役だと自覚を持ってもらえる仕組みが必要である。

・次の時代を担うようなプロデューサーやクリエイターにチャレンジしてもらう機会を作る。

・大量生産、大量消費の時代から抜け出すきっかけにする。

・⼩さい⼦供たちの印象に残るような開会式・閉会式にしたい。

・全世界の⼦供と一緒に楽しめる演出があると面白いと思う。

・若い世代の価値観や美意識に注目する。

・疑似(ＶＲ)的な競技体験や、運営への参加体験といった行動を通じて、参加意識を啓発できるとよい。

・2020年に東京で開催した事実を、その後の観光資源として脈々と受け継いでいく。

・日本は費⽤をかけなくても新たな可能性を示すことができることをレガシーとしたい。

・聴覚や視覚に障がいがある方にも開会式・閉会式の感動をしっかりと伝えることができるようにし、それを大会の

レガシーとする。

・2020年がゴールではなく、スタートとなるようにする。

・スポーツだけでなく、芸術にも未来を変える力がある。

・未来についてポジティブに議論できるきっかけにしたい。

・課題の解決に向かう未来のみではなく、希望を抱く未来を見せる。

・伝統を体現できて初めて革新的な実験ができ、実験で得た新しいことを伝統に戻す。

・伝統文化と最先端テクノロジーをかけ合わせることで、新たな発見ができ、未来を見せることができる。

・伝統に科学を注入することで、本質的な汎⽤性を引き出し、その価値が再発見される。

・テクノロジーをより良く見せる場合、一見相対する文化や美の中にテクノロジーを完全に練り込み、隠しきるよう
にする。

・目に見えないテクノロジーを判り易く実感させる。

・革新を生み出したり、受け止めたりする感性は、基本の習得あってこそできる。

・オリンピック・パラリンピックという比類ない機会だからこそ、取り組める斬新なアイディアを実現したい。

・事前に考えていたもの以上のことが現場で起きることも、一種の革新であるだろう。

・アジア圏という意識を持って、日本がどのような役割を担えるかを考えるきっかけになればよい。

・日本だけでなく、アジアの国々も巻き込むことで、アジア全体が変わるきっかけにする。

・ユニバーサリズムとインターナショナリズムを美しい形で表現する。

開会式・閉会式の全体コンセプト
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第2章

【共生】違いは個性であり、多様性を活かす共生社会を目指していることを示す。

〇お互いの個性を共に生かし合い、助け合うという社会を示唆する。

〇障がいや人種、性別等で区別をしている既成概念を打ち破り、違いは個性であると伝える。

〇寄せられた御意見

・パラリンピックの制作運営を通じて、大会後も障がい者の文化活動を支援し続ける社会を作る。

・思いやりや助け合い等の人の心を軽視し、合理性・効率性を求めすぎると、差別や偏重につながることがある。
・柔と剛、量と質、などの対となるコンセプトを、オリンピックとパラリンピックに対してそれぞれ与え、多様さを
醸成するのもいいと思う。

・生活の中の常識を、あえて非常識に表現するとよい。

・従来しなかったアプローチを行うことで、できなかったことを実現したい。

・障がい者の芸術表現の意義や素晴らしさを残す。

・障がい者⽤のギア（スポーツ⽤具や義肢・⾞椅⼦）に娯楽性やファッション性を加え、人々が憧れるスタイルを

見せる。

・パラリンピアンをかっこよく、クールに、感覚として共感、憧れる存在にみせる。

・障がい者だからこそできる動きや、人々の想像を超える凄さを表現する。

・聞こえる⾊、見える⾳ などの障がい者ならではの感覚を伝えることができればよい。

・疑似的な体験によって、障がいのある方たちの新たな可能性への挑戦に対して深い理解を広く得る。

・何がマイノリティであるかを定義する際は配慮する必要がある。

・競争社会から共創社会へシフトするきっかけにする。

・障がい者を遠くに感じている意識を変え、特別な扱いをしない。

・障がい者も運営やボランティアスタッフとして活躍できる環境をつくる。

・共生社会とは、健常者が障がい者を助けて共に生きる社会ではなく、お互いを認め合い助け合うことで

「共に生かす」社会である。

・得意なことと不得意なことを、お互いに補いながら生きていける社会を作っていければよい。

・障がいが単に個性や性格付けのひとつであると、ユーモアを持って伝えたい。

・堅実ながらも後からユーモアを介して全世界の人が納得することができるようにする。

・障がいという「個性」が活躍し世界に貢献する姿を見せる。

・世界と日本の多様性の現状を把握し、多様性を扱う際には注意する必要がある。

・オリンピックとパラリンピックの距離を近づけられるような取り組みを行う。

開会式・閉会式の全体コンセプト
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第2章

【日本】日本が長い歴史の中で培ってきた、価値観や美意識を表現する。

〇森羅万象を慈しみ、多様な文化を活かし、新たなものを生み出そうとする姿を示す。

〇日本国内からの視点だけではなく、海外からの視点も取り入れ、「日本らしさ」を

表現する。

〇寄せられた御意見

・江戸の文化やイメージと、現在の東京をつなぐことができればよい。

・東京1964大会から今回までに日本に起きた出来事を取り扱う。

・日本古来の美意識のなかにある、性差を超える多様性を活⽤する。

・絶えることなく続いている文化の中で日々暮らす豊かさを直感的に表現する。

・日本の素晴らしさを誇示せず、ただ心地よい滞在体験に尽くせる余裕を持つ。

・芽吹き、伸び、咲き、蒔く、植物が成⻑するサイクルのように、独自文化の成⻑や進化を捉え、開会式・閉会式

自体の展開にも反映させる。

・日本の美しい自然に目を向け、今一度自然に対する考え方を振り返る必要がある。

・四季や二十四節気のように季節を細やかに分け、季節ごとの⾊彩や⾊合い、季節の移り変わりを感じ

ながら、日常生活に取り込む美意識を表現する。

・時間・空間における「間」や、日本画における「余白」など、無を通して華やかさを表現する美意識を伝える。

・「形無し」ではなく「型破り」で表現する。それは型を身に着けた上でこそ発揮することができるものである。

・近代以前の日本の伝統文化の文脈が、現代の問題を解決するヒントになるだろう。

・海外からは最も前衛であると捉えられる、能のような古典で表現する。

・江戸時代の独特な⾊彩や、情緒やうつろい、当時の⾳など、江戸文化を通して東京を魅せる。

・茶道や武道など日本の「道」（自分自身と向き合う姿勢を突き詰める末にたどり着く、至高の境地）を表現する。

・派手さではない日本の「粋」を出せたらいい。

・日本のもつ繊細さと力強さの両方を見せる。

・日本には、新しいことの中に旧きを見出す力がある。

・日本は多神教、アニミズムに基づく東西のわけ隔てない文化や宗教を取り込んできた。

・海外からクールと捉えられる日本と、日本人が認める日本とを融合する。

・渡来文化を独自に発展させることが日本の特徴である。

・異種多様な者たちが出会っても、自らの意志や個性を活かしたまま、柔軟に融合し共鳴させることができる。

・日本の気候や風土が育んだ、外来文化の本質や倫理観に対する上手ないいとこ取り。

・日本人は考え方や行動にとらえわれず、物事を円滑に滞りなく進めることができる。

・いかなるものとも戦わない「和」の精神。

・八百万の神のように、森羅万象そこかしこに神様をみる無邪気な国民性を表現する。

・混沌を混沌のまま受け入れる美学で、開会式・閉会式の会場の内外の境界を曖昧にすることができればよい。

・目の前にあるものの形を変えるのではなく「活かす」ことを第一に考えることで、より自然を感じさせたり、誰も
が振り返るような深い印象を残すことができる。

・技能の達成よりも人間の情緒、優しさや細やかさ、艶や華などに注目する視点も大事にする。

・日本人だけが心地よい環境にすることなく、海外の方が日本に来てよかったと思えるようにする。

・日本人の思い込みにならないように、海外の人の意見を聞くことが大事。

・海外から見て日本の特殊な点を理解しておく必要がある。

・海外の人が見て、真似したくなるような文化を見せて欲しい。

・海外の方にも有名な渋谷スクランブル交差点のような場所を⽤いて、演出を考えてほしい。

・若い世代の外国人に対する屈託のなさを活⽤する。

開会式・閉会式の全体コンセプト
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第2章

【復興】様々な自然災害から復興する、しなやかな強さを持つ日本人の姿と世界への感謝を示す。

〇自然災害に立ち向い、復興を通して発展してきた日本社会の姿を伝える。

〇復興支援に対する感謝と共に、世界中の災害等に見舞われた人々へ勇気を伝播する。

〇寄せられた御意見

・日本がこれまで乗り越えてきた災害と復興の歴史を紹介する。

・日本人は精神的にも経済的にも自ら底を蹴って復興するという力を持っている。

・世界中で自然災害に見舞われた人々に大きな感動と勇気を与え、復興の後押しをする。

・被災地の⼦供たちと一緒に体を動かし励ます。

・被災者に対する心遣いを忘れない。

・被災地の方の気持ちも多様であることを忘れてはいけない。

・日本社会の特徴である安全、清潔、高度な合理性が、日本の地勢的特徴である天災とどの様に向き合い復興させて
きたかを、楽しく伝える。

・大会全体が、東北や日本全体にとって「ハレの場」であって欲しい。

・復興支援としてのスポーツ教室など、被災地とアスリートとの間で出来上がっている関係がある。

・被災地を扱う場合、トップダウンではなく、被災地からボトムアップの形で制作は遂行されるべきである。

・復興のメッセージが、国内に向けての発信になりすぎないようにする。

開会式・閉会式の全体コンセプト
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第2章

【アスリート】スポーツの祭典として、アスリートを歓迎し、その健闘を称える。

〇主役はアスリートであり、中でもクライマックスのひとつが、アスリートの入場である。

〇大会に参加するアスリートにとって、負担なく楽しめるような式典とする。

〇寄せられた御意見

・オリンピック・パラリンピックは文化祭ではなく、あくまでもスポーツの祭典である。

・スポーツに目が肥えた観客が、選手の気持ちを盛り上げる。

・競技を通じて、観客に与える感動にも注目をする。

・選手の魅力に熱狂することがスポーツの本質である。

・テクノロジーを活⽤するのはいいが、スポーツの本質を変えないようにする。

・競技を控えている選手に対して、待ち時間を含め、できるだけ負担にならず、気軽に参加できる式典にする。

・選手入場に関して、映像を使⽤する等の工夫をすることで、時間を短くし、選手への負担を減らすようにする。

・閉会式では、アスリート同士が入り混じり、心が解放されたパーティーのような雰囲気にできるとよい。

・競技場内に入場した選手にも、どの様な演出が行われているかわかるように配慮する。

・聖火の点灯、消灯は選手にとっても印象的な場面である。

・オリンピック・パラリンピックを目指している⼦ども達に、直に大会の空気を感じてもらい、モチベーションを上
げる。

・参加するすべての選手だけでなく、国・地域を平等に扱う。

・開会式や閉会式でアスリートの凄さを、VRなどを使って、直に感じることができるとよい。

・オリンピック・パラリンピックは、日本を見てもらう場はなく、世界中の四年間頑張ったアスリートたちの競技の
場である。

・スポーツのすばらしさを体感することができる仕組みを作りことで、その後の競技への興味を持たせる。

・スポーツと芸術の組み合わせ等、普段組み合わせないものを組み合わせてみるとよい。

・アスリートの動きを何かと組み合わせることで、面白いものができるのではないか。

・選手入場には演出の余地があるような気がしている。

・ＶＲなどのテクノロジーで競技参加の疑似体験でスポーツの普及に貢献できればよい。

・スポーツへの関心を高めるための、種まき活動を行っていく。

・テレビ寄りの演出だけではなく、会場内の選手や観客も楽しむことができるようにする。

開会式・閉会式の全体コンセプト
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第2章

【参画】多くの人々が自分も式典に関わっていると感じられるような、「みんなでつくる式典」

を目指す。

〇日本や世界の多くの人々が、式典づくりやパフォーマンスに参加できる機会をつくる。

〇スタジアム内だけで完結させず、様々なメディアを通してより多くの人が参加できる

仕組みを作る。

〇寄せられた御意見

・開会式・閉会式を若者の才能を発掘し、新しいことに挑戦させ、成⻑する重要な経験の機会とする。

・疑似(ＶＲ)的な競技体験や、運営への参加体験といった行動を通じて、参加意識を啓発できるとよい。

・誰でも参加ができる日本の祭のように、開会式・閉会式に誰もが気軽に参加できる仕組みがあるとよい。

・テーマパークに遊びに行くような感覚で参加できる大会にして欲しい。

・開会式・閉会式でのパフォーマンスはきっかけでしかなく、そのパフォーマンスを見た人がどのようにポジティブ
に変わるかが重要である。

・式典に参加してもらうためには、組織委員会が制作段階から、個々の日常生活にどの様な影響・きっかけを与えら
れるかが重要である。

・多くの方々に参加してもらうための仕掛けや仕組みを作っていくことが必要である。

・テレビで見るだけでなく、スマートフォンを使って世界中の人達が主体的に参加できる仕組みを作れるとよい。

・スマートフォン、インターネット技術を駆使する。

・ソーシャルメディアを介して、世界中の誰もが、社会の共通のコンセプトへ賛意を表明できればよい。

・日本中の⼦供たちが、同時に開会式・閉会式の体験を共有できる仕組みがあるとよい。

・全国の⼦どもたちが参加できるボランティアがあってもいい。

・大会の制作・運営過程で、多くの人に自らの得意分野で参加してもらい、自分事のように感じてもらえればよい。

・開会式・閉会式の場で、観客全員が心をひとつにして大会を成功させようとする意志を共有できる仕組みをつくる。

・観覧者全員で手をつなぎ、全世界の友情を確かめる。

・選手と観客とが一体になる振りや動作を取り入れる。

・スポーツを好きな人も興味がない人も快く楽しめる開かれた開会式・閉会式だとよい。

・日本の祭の神輿や踊りのように、式典を通じて世界中の多くの方とつながる機会を作るのがよい。

・競技大会中にも開会式・閉会式の準備イベントを続けて、即興で誰もが参加できるようにし、それが次の式典に反
映される仕組みがあるとよい。

・会場外での取り組みも活発に行い、多くの人が開会式・閉会式を体感できるようにする。

・ボランティアや観客の力をうまく借りないと、成功することはない。

開会式・閉会式の全体コンセプト
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第3章

・国内外からの注目度が最も高い式典であり、世界から集うアスリートや観客を歓待する。
・日本の文化や歴史を紐解き、キーコンセプトを明確に伝える。
・復興支援への感謝を伝えると共に、世界中の被災者を励ます。

（起）オリンピック開会式

・競技を終えたアスリートの健闘を称える。
・アスリートだけでなく観客も巻き込み、会場を一体化する。
・その熱気と興奮を、続いて開催されるパラリンピックへと引き継ぐ。

（承）オリンピック閉会式

・東京は二度目の夏季パラリンピックを開催する史上初の都市である。
・人々が認め合い、助け合う共生社会を目指していくことを世界に伝える。
・障がいという個性を様々なものとかけ合わせ、既成概念を超えた新しい可能性を探る。

（転）パラリンピック開会式

・東京2020大会の全体を締めくくるフィナーレである。
・障がいの有無や人種、性別に関わらず、互いに認め合い、分断の広がる世界にキーコンセプ
トを伝えることで一つになる姿を描く。

・未来を担う若い世代への継承の場とする。

（結）パラリンピック閉会式

4つの式典を一連の四部作と捉え、起承転結で構成する。



【組織委員会ＨＰ・6/24大学連携イベント・7/24オリンピック3年前イベント
・8/25パラリンピック3年前イベントでいただいたご意見】

東京2020オリンピック・パラリンピックの開会式・閉会式で世界にアピー
ルしたい日本や東京のいいところやアピールしたいことについて多くの御
意見をいただきましたので紹介します。

✓ 過去と未来が混在する都市

過去＝例として、町の区画（丸の内オフィス等、武家屋敷等、江戸時代のレガシーを基に町が作られて

いる。）台東区、墨田区には江戸時代の風情が残っている。未来＝技術都市、強いていえばテクノロ

ジー。電⼦⾳楽が一つの例。（２０代）

✓ 日本らしさ、東京らしさ、⼦供、女性をアピール

科学技術、日本のこども、東京の女性（リケジョ）もＰＲし、東京2020大会後の日本・東京をアピー

ルして下さい！（５０代）

✓ 伝統的な「和」の様式と未来・現代的なテクノロジーな側面を同様にもっているところ

たくさんの外国人が日本の伝統を見に訪れます。日本の伝統とは、茶道、着物、禅です。

これらを世界に見せることはとても重要です。なぜなら、世界の人々が日本のユニークな文化はどの様

に作られているのかを理解する事ができるからです。（２０代）

✓ 街が清潔なところ、人々が勤勉なところ

外国人の方からいつも言われているから。（５０代）

✓ 世界の平和が第一

皆が手を繋ごう。（７０代）

✓ 歌舞伎、能、狂言といった日本の伝統芸能とアニメやカワイイ文化などサブカルチャーの融合

東京ならではのスポット紹介→こちらも江戸時代の名所とまさに現代の名所の両方で取り上げる。

現在と過去を世界にアピールすることで、日本と東京の未来を示すことになると思う。（５０代）

✓ 東京→日本の中心的繁華街がいっぱい集まっている

新宿、池袋、渋谷、銀座等なかなかこんな場所はないと思います。（２０代）

✓ 日本選手団は着物をモチーフにした服で、行進したら面白いと思います

（50代）

✓ ゆかたとかはっぴを着て、選手入場をしてほしいです。外では、屋台みたいなのをおいて、五輪の

まつりをやってほしいです。江戸時代を復元するとか…

パソコンやスマホやITが発達しすぎて素朴な心を忘れつつあると思います。大人も外国人も童心に帰れ

るようなオリンピックにしてほしいです。（５０代）

（次ページへ続く）
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✓ 「よさこい」は今、⼩学校で踊り継がれています

世田谷区城山⼩学校では「スーパーよさこい」をエレキギターで弾いています。

日本のよさと⼦どものエネルギーをアピールでると思います。（４０代）

✓ 天災に負けない力

ゼロからのスタートに対しても、国民が前向きであること（４０代）

✓ ラジオ体操

日本特有、誰もが知っている。世界の人にも知ってほしい。ただし、正しい体操で！（５０代）

✓ 多種多彩

東京は文化や人種、考え方の違うことを受け入れている方だと思うので（４０代）

✓ 障がい者にもやさしいオリンピック

私は障がい者で、まだまだ案内などが不十分だと思っている（５０代）

✓ 日本のモノづくりとアートの原点である火焔型土器に象徴される縄文文化

縄文文化は日本文化の源流であり「自然との共生」を基本に、大きな争いもなく平和で安定した暮らし

を１万年以上営んでいたと言われています。その象徴「国宝・火焔型土器」を東京オリンピック･パラ

リンピックの聖火台に採⽤いただき、世界に向けて縄文文化の素晴らしさを発信していただきたい。

（５０代）

✓ キレイで安全

道路にゴミがあまりない。落とした財布やパスモなどが返ってくる。ベンチなどに荷物を置いたままに

しても、盗まれない。（10代）

✓ 交通網、様々な文化が混ざっている

1本逃しても、またすぐに次の電⾞がくる。多くの場所まで広がっており、短時間で遠くまで行ける。

アニメだけでなく、食べ物（和菓⼦など）いろんな日本の文化が集結している。また、海外の最先端の

ものも入ってくるため、日本の古くから引き継いできた文化と外国の最先端のものが入り混じっている。

（20代）

✓ 水がきれい

海外に行くと日本の水のきれいさをすごく感じるので。（20代）

✓ わびさび

日本にしかない上品な雰囲気だから。（20代）

（次ページへ続く）
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✓ トイレ・サービスの良さ・街がキレイ

技術がすごいから。・サービスに関しては世界一だから。・町のキレイさも世界TOP10には入ると思

うから。（30代）

✓ 列に並ぶところ

震災の時とかに並ぶことでスムーズにいったから。（10代）

✓ 健康に良い食事、海に囲まれている、方言が可愛い。

昨日ドラマを見て、方言とか、いのしし鍋とか良いなと思った。（10代）

✓ 水道水が飲める

海外に在住していたときに水道水は飲料⽤ではなかったため不便だった。（20代）

✓ 集団行動

皆で協調しあい団結する力がすごいから。（10代）

✓ 人の親切さ・礼儀

日本独自の文化だと思うから。そして、日本共通の意識だと思うから。（10代）

✓ 温泉

資源は少ない国と言われてますが、人を元気にする温泉は日本全国にもちろん東京だってありま

す！！スポーツの後は、日本の文化の温泉を！！（30代）

✓ コンビニ

おいしい・べんり（20代）

✓ ごはんがおいしい・治安がいい

白米、抹茶、味噌汁おいしいです。日本人は落し物を拾ったら、ポリスに届ける多くの人が。

（10代）

✓ 接客態度がバツグン！丁寧な対応力！

外国でのお店での接客に比べて、日本の店では「いらっしゃいませ」と「ありがとうございます」を徹

底しているから。（20代）

（次ページへ続く）
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✓ 規範意識の高さ

時間に対して厳格な人々が多いことが印象的だとよく言われるので。（20代）

✓ 街それぞれの個性が豊か

個人の個性が発揮できるから。（10代）

✓ ⼩学生が一人で電⾞通学できるほど、治安がいい

外国では考えられないようなことも治安が良い日本ではできるから。（10代）

✓ 風流があるところ

「風流」は日本独特の文化だと思うから。（20代）

✓ KAWAII／日本語（オノマトペ）

日本発 世界共通語・日本独特の表現がたくさんある。（20代）

✓ 自動販売機設置率が高い

オリンピックは夏に行われるので脱水症状対策になる。（20代）

✓ 日本の工芸品の良さについて

日本人の生活に根差し、暮らしを彩ってきた工芸品は、日本人の美意識を世界に強くアピールするで

あろう。（50代）

✓ 日本全国が一丸となって盛り上がっている姿勢

東京だけの盛り上がりではなく、日本全体の盛り上がりのスタート地点としての開会式を作るべき。

（30代）

✓ 漢字、カタカナ、ひらがな、アルファベット、絵文字の５種の文字の使い分け様々な日本文化

この沢山の文字の使い分けに表れている、日本人の脳と身体の構造（右脳と左脳、記号認識と象徴認

識など）に全て起因していると思うので。（50代）
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【組織委員会ＨＰ・6/24大学連携イベント・7/24オリンピック3年前イベント
・8/25パラリンピック3年前イベントでいただいたご意見】
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