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TSP契約延長について

2020年9月15日

資料１－1



決議事項
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のチケットを販売するためのTSP※１と
の契約期間が2020年12月で終了いたします。
当初想定にない大会期間前の払い戻し対応等を含め、大会の1年延期に伴い、契
約変更・延長対応が必要となります。 2021年12月までの契約延長につきご承認く
ださい。

【契約変更に伴う主な対応】
■１年延長に伴う、大会前の払い戻し、競技スケジュール変更等、追加タスクのため
のシステム対応、運用体制構築および実施
■１年延長に伴う、会場オペレーション対応、スタッフ再募集、機材保管等の実施
■チケット販売・公式グッズ販売・メールマガジン配信に必要なTOKYO 2020 IDシ
ステムの1年間の延長
■チケット販売や払い戻し、入場管理に必要なチケッティングシステム・運用体制の
1年間の維持
※1 Ticketing System & Service Providerの略（チケッティングシステム＆サービスオペレーションを提供する事業者）

ぴあ株式会社、Atos Spain SAのコンソーシアムが事業者となります。



【参考】チケッティングシステム＆サービスオペレーションとは

■TSPは個客に対し、TOKYO 2020 ID登録・チケット販売・QR
入場管理システム等のサービスを提供
■東京2020チケットカスタマーセンター運営、販売期間・大会期
間中のチケッティング業務運営の実施

TOKYO 2020 ID基盤
ID登録

公式チケット販売サイト
抽選・先着順販売

QRスキャン
による
入場

会場・チケット販売所
先着順販売

【TOKYO 2020 ID登録】 【チケット申込・決済・発券】 【入場】

顧客





Before After

Before

After



Before

After

Before After



Before After



顧問会議及び専門委員会の設置期間延長について

2020年9月15日

資料１－3



１ 決議事項
東京2020大会の開催準備にあたり、各界から幅広く助言を得るため
設置している顧問会議について、設置期間を延長することとしたい。

２ 設置期間
２０２１年９月３０日まで ※延長前：２０２０年９月３０日まで

３ 顧問
原則として現在の顧問（資料３－２）に継続して活動していただく。



１ 決議事項
延期後の東京2020大会の開催準備とともに、大会後もレガシーレポートに

対する専門的な識見に基づく助言を得るため、５つの専門委員会について、
設置期間を延長することとしたい。

《専門委員会》
・アスリート委員会 ・文化・教育委員会
・メディア委員会 ・街づくり・持続可能性委員会
・経済・テクノロジー委員会

２ 設置期間
２０２１年１２月３１日まで ※延長前：２０２０年９月３０日まで

３ 専門委員会委員
原則として現在の委員（資料３－３）に継続して活動していただく。
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新たな大会に向けた準備状況

2020年9月15日

資料２



１．これまでのあゆみ（１）
 IOC理事会（6月10日）

 「大会の位置づけ」
①安全、安心な環境を提供することを最優先課題とする
②延期に伴う費用を最小化する
③大会を簡素（シンプル）なものとする

 「簡素化の原則」

 「ロードマップ」
①フェーズ１：大会の骨格 → 4月より調整開始、7月・8月に決定
②フェーズ２：縮減・シンプル化→ 6月より検討開始、9月にとりまとめ
③フェーズ３：コロナ対策等） → 9月より検討開始、年内に中間報告



２．フェーズ１
（1）大会の骨格

 同一会場・同一日程の合意：
7月17日 オリンピックの競技スケジュール・会場を決定・公表
8月3日 パラリンピックの競技スケジュール・会場を決定・公表

 契約改訂：
約2000件以上の変更が必要な既存契約を洗い出し、契約変更手続きの進
行に遅れや課題が生じないように進捗管理を実施。
これまでのところ、８月末までに契約変更すべき693件に対し、既に
707件（進捗率102％）の契約変更が完了し、順調に進んでいる。

 延期課題：
重要課題を洗出し、解決に向けたマイルストーンに沿って、毎週進捗状
況を確認。



３．フェーズ２-①
（1）縮減・シンプル化

 ４月末 新たな出発本部の会議にて方向性を議論、IOC・IPCへの投げかけ

 6月初 IOC・IPC理事会等で取り組みを決定

 7～８月 NOC/NPC、IF、メディア・パートナー等への説明・議論。
IOC/IPCと、テーマ毎にワーキンググループを開催。

 9月 下旬のCocomに向け、最終調整中

 下記の4つのグループに分け、悉皆的に見直し

 ヒト（大会関係者）… 参加者の数、それに応じたサービスレベルの見直し

 モノ（インフラ等）… 会場・施設関連、輸送関連

 盛り上げ（機運醸成）… イベント、ルック等

 収入関連等

 コロナ対策等を踏まえ、9月以降も簡素化を更に進展させる。



４．フェーズ３
（1）追加施策（コロナ対策）

 IOC/IPC、WHO、国、都、組織委にて、All Partner TFを立上げ、
必要な情報共有を実施

 国・都、組織委三者による感染症対策調整会議を発足（9月4日）。以下の論
点について検討を行い、年内に中間報告を目指す。

• 選手・大会関係者の入国管理・移動

• 選手村・競技会場等における感染予防策

• 検査・治療・療養体制、保健所等の機能の確保・強化

• 大会関係者の感染対策、関係自治体における対応

• 観客の感染対策等

• アスリート等の安全と安心を確保していくため、IOC・IPC、NOC/NPC、IF
等とも検討状況を共有し、理解と協力を得ていくことが重要。
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Roadmap to 2021 Summer

概要

主要な日程

2020 2021
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

•計画の最終調整とマ
ニュアル化

• MOC体制の本格稼働
•本番体制への移行

(Bump-in、Move-in)

•状況を踏まえたコロナ対策の検討
•サービスレベル見直しに伴う変更
後オペレーションの検証、計画へ
の反映

•安全安心な大会運営
•確実な競技実施

•競技スケジュール/会場
の調整

•延期課題の洗出し、対
応方針の調整

•大会までのロードマップの
調整

•現行計画の精緻化

•デリバリーパー
トナー/ステー
クホルダーとの
サービスレベル
大枠合意に向
けた調整

•延期課題への
対策

理事会

Executive PR(IOC)

フェーズ

骨格の確定
(会場・競技日程等)

再点検・見直し
(サービス水準・範囲・規模等)

直前準備 本番

パラリンピック
聖火リレー

オリンピック
7/23-8/8

パラリンピック
8/24-9/5

移行
期間

IOC総会

CoCom(予定) PR(IOC)(予定) PR(IOC)(予定) CoCom(予定)

※ スケジュールについては変更の可能性有

実施準備

•各種演習を通じた運営
能力の向上

• コロナ対策に係る変更
後オペレーションの検証、
計画への反映

IOC理事会
理事会(予定) 理事会(予定) 理事会(予定)

オリンピック聖火リレー

テストイベント

選手、メディア等関係者との情報共有(予定)

追加施策
(コロナ対策等)

IPC理事会

PR(IPC)(予定) PR(IPC)(予定)

CoCom:調整委員会 PR:プロジェクトレビュー

参考資料
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IPC理事会、IOC総会

2020年9月15日

資料３



（１）IPC理事会（東京2020進捗報告）
１ 日 時：2020年7月7日（火）

２ 場 所：ボン（ドイツ） ※テレビ会議形式により参加

３ 東京2020出席者：
布村副事務総長、中南PGO、中村GDO

４ 内 容 東京大会の進捗についてのプレゼン及び質疑応答 等
大会の位置づけ／コロナの影響／開催に向けた方針／



（２）IOC総会（東京2020進捗報告）
１ 日 時：2020年7月17日（金）

２ 場 所：ローザンヌ（スイス） ※テレビ会議形式により参加

３ 出席者：
IOC側：バッハ会長、コーツIOC調整委員会委員長、IOC理事、

IOC委員 ほか
東京側：森会長、遠藤会長代行、武藤事務総長、

山下副会長/IOC委員、中村GDO、室伏SD、

４ 内 容 東京大会の進捗についてのプレゼン及び質疑応答 等
来年の大会について／大会の骨格／コロナ／その他のアップデート／
ファイナンス
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