
（５０音順、敬称略）
委員長 大田 弘子 政策研究大学院大学教授

委員 秋池 玲子 ボストン コンサルティング グループ　シニア・パートナー
＆マネージング・ディレクター

石黒 一憲 東京大学名誉教授・弁護士

伊勢 清貴 トヨタ自動車株式会社専務役員（先進技術開発カンパ
ニー　プレジデント）

榎田 竜路 合同会社Earth Voice Project代表社員

翁 百合 株式会社日本総合研究所副理事長

キャシー・松井 ゴールドマン・サックス証券株式会社副会長

久貝 卓 日本商工会議所常務理事

才藤 栄一 藤田保健衛生大学統括副学長

篠原 弘道 日本電信電話株式会社代表取締役副社長（技術戦略
担当・国際標準化担当・研究企画部門長）

首藤 登志夫 首都大学東京大学院理工学研究科機械工学専攻教授

高田 創 みずほ総合研究所株式会社常務執行役員

冨山 和彦 株式会社経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ

宮川 美津子 ＴＭＩ総合法律事務所　パートナー弁護士

宮部 義幸 パナソニック株式会社代表取締役専務（技術担当、知
的財産担当、モノづくり総括担当、調達担当）

村井 純 慶應義塾大学環境情報学部長・教授

矢ケ崎 紀子 東洋大学国際地域学部国際観光学科准教授

経済・テクノロジー委員会　委員
資料１



東京2020大会の準備状況について

資料２



４月

７月

８月

８月～９月

１０月

１１月～１２月

１２月

２０１６年の主なトピックス

大会エンブレムの決定

アクション＆レガシープラン2016の公表

追加種目の決定

リオ２０１６大会
東京２０２０ジャパンハウス
フラッグハンドオーバーセレモニー

リオ オリンピック・パラリンピック日本選手団合同パレード
東京２０２０参画プログラムスタート

４者協議開催

東京２０２０大会にむけたボランティア戦略の策定

1



①ALL JAPANによる日本・東京のPR

組織委員会、東京都、各府省庁、パートナー各
社、地方自治体等による日本・東京のPR

Tokyo 2020 JAPAN HOUSE（主催：東京2020組織委員会、東京都、JOC、JPC）

リオ２０１６大会における組織委員会の取組

②日本選手団記者会見

メダリスト記者会見、日本選手団応援等

③ホスピタリティ及び事務室機能

来賓のおもてなし、レセプション実施

2



オリンピック／パラリンピックの閉会式にて、オリンピック旗／パラリンピック旗を引き継ぐ
フラッグハンドオーバーセレモニーを実施

リオ２０１６大会における組織委員会の取組
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ボランティア戦略

「東京2020大会に向けたボランティア戦略」は、東京2020大会におけるボラン
ティアの募集や研修などの運営のあり方、参加者の裾野拡大等について基本
的な考え方である。

【ボランティア戦略概要】

関係自治体・スポンサー等との連携

障がい者、生徒等多様な参加者の活動促進

応募条件や応募方法

東京都と東京2020での共通研修の実施

参加機運の醸成・裾野拡大 等

２０１８年夏頃の募集開始を目指す
4



２０１７年の主なトピックス

大会マスコット選考の検討開始

聖火リレーの検討開始

開・閉会式に関する検討開始 ※：議事３にて説明

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」開始

イノベーション推進室の設置 ※：議事３にて説明
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大会マスコットの選考方法を検討するためのマスコット選考検討会議を設置。

選考方法について議論を行い、具体的なマスコットの選考を進めていく。

大会マスコット選考の検討開始
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聖火リレーの検討開始

関係団体や外部有識者で構成する聖火リレー検討委員会を設置。

聖火リレーのコンセプトやルート策定における基本方針等の検討を開始。

東京２０２０組織委員会

東京都

外部有識者

全国知事会

内閣官房

文部科学省

ＪＯＣ

ＪＰＣ

聖火リレー検討委員会

2017年夏頃のコンセプト策定（IOC提出）を目指して、検討を行う。
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開・閉会式の検討開始

開・閉会式での演出に関する基本的な方針の検討や、

総合監督など演出に関わる者の選定などを行う式典委員会を設立。

式典委員会の設立【2017年春頃】

基本方針の検討【2017年春頃～2017年末頃】

制作体制の決定

制作・準備

大会本番
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大会をきっかけに

資源をより活かした社会へ

大会後に残るレガシー

環境意識の向上

持続可能な社会の実現

メダル製作プロセスに

新たな価値

東京2020大会時に

メダリストの元へ
国民の大会への参画

（エンゲージメント）

大会に向けた盛り上げ

皆の想いが集まって

メダル製作に関して東京2020が“初めて”となる３つのポイント

:  国民が参加してメダル製作を行うプロジェクトを実施

:  メダル製造に必要な全ての金属量を都市鉱山から賄う

:  ″金“の調達においては、リサイクル率100％を目指す

 参画

 環境

 テクノロジー

事業協力者２社、
（ＮＴＴドコモ／日本
環境衛生センター）、
東京都・環境省と
連携し、小型家電の
回収を実施。

9

都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクトについて



主に下記3つの観点から、2社を事業協力者代表として選定

携帯電話事業者を通じた回収

事業協力者（代表社） 株式会社 NTTドコモ

 全国からの幅広い参画を実現

 確実な原材料供給と高いリサイクル技術

 低コストでの調達

自治体を通じた回収

事業協力者（代表社） 一般財団法人 日本環境衛生センター

家庭に眠っている小型家電を、全国の認定事業者（2/1時点33社）の協力を得つつ、
全国の自治体等を通じて、小型家電リサイクル法に基づき回収する。
※回収実施自治体・回収品目は今後調整

全国の皆さまの使用済み携帯電話等を、2001年以来取り組んできたモバイ
ル・リサイクル・ネットワークの枠組み、及び廃棄物処理法の広域認定等を
受けた同社のリサイクルプロセスを活用し、全国約2,400のドコモショップ
等を通じて回収する。

事業協力者
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アクション＆レガシープラン 取組事例

資料３



1

アクション＆レガシープラン 経済・テクノロジー分野のレガシーコンセプト

テーマ

経済 テクノロジー

レガシーの
コンセプト

課題
レガシーの
コンセプト

課題

ジャパン
ブランド
の復権

高性能経済

生産性革命

感動の共有

最先端の映像伝達技術を駆使した魅力ある演出

多言語コミュニケーションの推進

生活で実感できる高付加価値
スポーツとICTの融合

高度な技術力・高品質な製品のアピール

For All

先進的なバリアフリー技術の活用

ロボットの活用

金融インフラ（技術）の整備 ロボットやICTを活用した優しくスマートな居住
空間・都市空間

底力の発揮

地方の魅力全開
高信頼・
高品質
の安全

高信頼・高品質なサイバーセキュリティの推進

起業力・イノベーション力の開花 電力供給の信頼性

多様な人材の活用 柔軟かつ強固な防災・防犯

高齢化先進国
への挑戦

多言語・バリアフリー対応 水素社会の
構築

水素技術の活用

医療や介助等のアピール ショーケース等による演出



2

レガシーコンセプトに基づくアクション

レガシーコンセプト
（経済）

アクション

高性能経済

 規制改革推進会議（東京オリンピックパラリンピック関
連規制改革）

 スマートフォンなどで利用できる多言語音声翻訳技術の
研究開発

底力の発揮

〇地方の魅力発信における高校生の活用
〇ビジネスチャンス・ナビ2020の開設
 大手町・丸の内発 企業合同物産展「九州復興」編
 の開催

高齢化先進国
への挑戦

 １１９番通報の多様化に関する検討会の開催

レガシーコンセプト
（テクノロジー）

アクション

感動の共有
〇東京2020競技会場のＷｉ－Ｆｉ整備について
 ８Ｋ大画面パブリックビューイングの開催

ＦＯＲ ＡＬＬ
 先端ロボット技術によるユニバーサル未来社会の実現（ユニ
バーサル未来社会推進協議会の開催）

高信頼・高品質
の安全

〇サイバーセキュリティに関わる準備
 無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進
 デジタルサイネージによる災害情報等の提供および言語等属
性に応じた情報提供に係る実証実験

 避難支援アプリの機能に関する検討会の開催
 デジタルサイネージ標準システム相互運用ガイドライン策定

水素社会の構築

 燃料電池バスの導入
 水素情報館「東京スイソミル」の開設
 燃料電池コージェネレーションシステムの実証実験（東京ガ
スと共同プロジェクト）
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分野 アクション名 アクション概要 主体

高性能経済
スマートフォンなどで利用できる多
言語音声翻訳技術の研究開発

「言葉の壁」を越えたコミュニケーションの実現を目指した「多言語音声翻訳システ
ム」の研究開発。無料のスマートフォンアプリVoiceTraとして試験利用が拡大、民間企
業の製品・サービス化が進行中

総務省

底力の発揮
大手町・丸の内発 企業合同物産展
「九州復興」編の開催

九州各県の物産展を大手町・丸の内のオフィスロビー等７ヵ所を活用し、「九州復興
編」として開催。特産品や工芸品の販売や観光PRを実施

経済界協議会

高齢化先進国へ
の挑戦

１１９番通報の多様化に関する検討
会の開催

聴覚・言語機能障がい者等に対応した１１９番通報について、いつでも全国どこからで
も、音声によらない通報ができる技術的条件仕様等の検討を行い、その手段を確立する
ことを目的として検討会を開催

総務省

感動の共有
８Ｋ大画面パブリックビューイング
の開催

圧倒的な臨場感を体感できる「８Ｋ高精細映像と２２.２チャンネル立体音響」による
大画面（映画館と同程度の大きさ）パブリックビューイングを大分市で開催

総務省

ＦＯＲＡＬＬ
先端ロボット技術によるユニバーサ
ル未来社会の実現（ユニバーサル未
来社会推進協議会の開催）

「人とロボットが共生する未来社会」に必要な先端ロボット技術等について、有識者に
よる協議会の開催。パーソナルモビリティの実演、アシストスーツ等の展示等を本協議
会の取組として実施

文部科学省

高信頼・高品質
の安全

無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進

訪日外国人旅行者が快適に利用できる無料公衆無線LAN環境の整備を促進するため、総
務省、観光庁が事務局となり、自治体、関係事業者等から構成される無料公衆無線LAN
整備促進協議会を設立。同協議会の協力を得て、無料公衆無線LANの整備促進、周知・
広報及び認証連携を推進

総務省

高信頼・高品質
の安全

デジタルサイネージによる災害情報
等の提供および言語等属性に応じた
情報提供に係る実証実験

IoTおもてなしクラウド事業において、デジタルサイネージによる災害情報等の一斉配
信や、言語等属性に応じた観光情報等の提供に係る実証を実施

総務省

大会ステークホルダーによるアクション一覧①
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分野 アクション名 アクション概要 主体

高信頼・高品質
な安全

避難支援アプリの機能に関する検
討会の開催

地理に不案内な来訪者等に対し、災害時に適切な避難行動を支援できる「避難支援アプ
リ」の全国的な普及・整備に向けて、避難支援アプリに必要な機能と防災情報（デー
タ）について検討するとともに、避難支援アプリの作成等に関するガイドラインの作成
を目的として、「避難支援アプリの機能に関する検討会」を開催

総務省

高信頼・高品質
な安全

デジタルサイネージ標準システム
相互運用ガイドラインの策定

災害情報等の一斉配信、属性に応じた情報提供等を可能とするデジタルサイネージの普
及展開に向けたガイドラインを策定

総務省

水素社会の構築
水素情報館「東京スイソミル」の
開設

水素エネルギーの情報発信拠点として、見て触って体験しながら楽しく学べる総合的な
学習施設である水素情報館「東京スイソミル」を開設

東京都

水素社会の構築
燃料電池コージェネレーションシ
ステムの実証実験（東京ガスと共
同プロジェクト）

燃料電池コージェネレーションシステムの実用化を後押しし、燃料電池の更なる普及拡
大に貢献していくため、東京ガス株式会社と共同で、最新の燃料電池コージェネレー
ションシステムを用いた実証実験を実施

東京都

水素社会の構築 燃料電池バスの導入 2両の燃料電池バスを平成29年3月頃から運行する予定 東京都

大会ステークホルダーによるアクション一覧②
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＜ご参考＞大会スポンサーと高校生との連携アクション（案）

 レガシーコンセプト【地方の魅力全開】に関するアクションとして、「高校生の気付き」や「地域の暗黙知」などに基づく
「潜在的な地方の魅力」情報を用いた全国の高校生等と大会スポンサーとの連携を通じて、レガシー創出および大会機運醸成
を図ることを検討

＜連携案＞
潜在的な地方の魅力を映像にて発信
新たな観光素材を活用した旅行商品
造成

地方の名物を活用した商品開発 等

全国の高校等

【大会スポンサー】

映像系スポンサー

旅行系スポンサー

交通系スポンサー

食品系スポンサー 等
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＜ご参考＞東京都等の中小企業支援機関による「ビジネスチャンス・ナビ2020」の運営

 東京2020大会等の開催を契機とした全国の中小企業のビジネスチャンス拡大を目的に、東京都をはじめとする中小企業
支援機関は、受発注取引のマッチングを支援するサイト「ビジネスチャンス・ナビ2020」を運営

 組織委員会は、2017年4月以降、入札手続において本Webサイトを活用し、案件公表から落札者の決定まで一貫して実
施する予定

 大会運営のために調達する物品・サービス（競技場、選手村、セレモニー等で使用する機器、備品、サービス等）の入
札案件を、本webサイトに順次掲載する予定

 なお、本Webサイトは大会後も存続（＝レガシー）される予定



具体的なアクション

資料４

① 榎田委員

② NTT 篠原委員 ※

③ パナソニック 宮部委員

④ トヨタ 河合様 ※

⑤ 才藤委員 ※
※：机上配布のみ











【第4回経済・テクノロジー委員会 資料】

レガシーコンセプトに基づくアクションの報告

2017年2月13日

パナソニック 株式会社

宮部 義幸



課題 項目 実証・採用 発表内容 日付

感動の

共有

多言語

コミュニケー

ション

の推進

メガホンヤク
【採用】

成田空港様

メガホン型多言語音声翻訳サービス
「メガホンヤク」を成田国際空港様に
初導入

‘16/12/20

据え置き型

【実証実験】

福田屋旅館様

実際の訪日外国人観光客の接客対応
に使用し、使用感・コンテンツの閲覧頻
度等含め、サービスの有⽤性・ニーズを

検証

‘16/9/1

〜

‘16/10/31

For ALL

ロボットの

活用

HOSPI 【実証実験】

成田空港様、

ANAクラウンプラザ

ホテル成田様

⾃律搬送ロボット「HOSPI(R)」による
空港、ホテルでのサービス実証実験を
実施

‘17/1/14

〜

‘17/1/18

暑さ対策

グリーンエアコン
【実証実験】

港区様

夏の暑さ対策に向け、港区と共同で
「グリーンエアコン」の実証実験を開始

‘16/8/4

〜

‘16/9/20

高信頼

高品質

の安全

柔軟かつ

強固な

防災防犯

新しい防犯システムの運用

【実証実験】

市⽴吹⽥サッカー

スタジアム様、

某屋外公道競技会

新たなスタジアム警備ソリューションに
向けた実証実験を実施

・ICT機器（ウェアラブルカメラ等）を

装備した警備員などを競技場内に

配備

’16/6/19

’16/10/29

水素社会

の構築

水素技術

の活用

実証実験と採用について

2
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平成29年2月13日

テクノロジーサービス局

1

テクノロジーサービス局の取組み
１．レガシーに関わる検討テーマの状況
２．サイバーセキュリティに関わる準備状況
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１．レガシーに関わる検討テーマの状況

① スポーツ観戦を進化させるためのテクノロジー活用

 大会用モバイルアプリの企画にオープンイノベーション手法を導入

• 東京2020アイディアソン（11月27日）、リオ大会デブリーフィング（11月29

日）などを受けて、競技観戦をより楽しむための工夫、来場をより快適にするため

の工夫、について学生も交えてオープンに知恵を集める活動を開始。

② スポーツ振興のレガシーを目指したCRM基盤

 チケットシステムの検討と併せてCRM基盤のアーキテクチャ設計に着手

• チケット購入者、ボランティア参加者などが、より快適に観戦やボランティア活動

を行えるための情報サービスの実現方式、外部サービスとの連携方式など。

③ 競技会場で整備すべきＩＣＴ環境とレガシーとしての利活用

 競技場Wi-Fi整備に関するリファレンスモデル（推奨モデル）をもとに、

施設関係者との協議開始

• 大会期間中の活用（競技ごとのコンテンツ提供）、大会後のレガシーとしての活用

（スポーツツーリズム振興や防災拠点としての活用など）、期間中の全会場をまた

がるユーザ認証連携、などが課題。

2



【参考】競技場Wi-Fi整備に関するリファレンスモデル

3

分
類

実現できる
サービスレベル*

設備の規模*
会場あたりの
費用感*

会場の例

松

リッチコンテンツ配信
 リアルタイム動画や高
精細動画、ＶＲ映像な
ど

 来場者の５０％がつねに１～５
Mbps程度の速度で利用できるレ

ベル

４０億円以上
（基地局あたり２０～３０
席をカバー）

2020年におけるトップレベル（予測）

竹
動画コンテンツ配信
 リプレイ動画や競技紹
介ビデオなど

 来場者の２０～３０％がつねに１０
０～５００kbps程度の速度で利用で

きるレベル

５～２０億円
（基地局あたり数１０～２
００席をカバー）

国際イベントやプロリーグで利用される
会場 （リーバイス・スタジアム （基地局

1,400台)／AT&Tパーク (1,700台））

梅
基本的ネットアクセス
 ＷｅｂアクセスやＳＮＳ
利用など

 来場者の１０～１５％がつねに１０
～５０kbps程度で利用できるレベ
ル

 観客席をカバーするか、特定ス
ペース（コンコースなど）に限定す
るか、で費用が変動

１～２億円
（観客席をカバーする場
合（数１００席／基地局））

国内大会が高頻度で開催される会場
（札幌ドーム）

０．１～０．５億円
（特定スペースに限定す
る場合）

たまのイベント開催時のみ大勢が集ま
る会場

国や自治体による検討・支援が必要と思われる部分

* 記載内容は、Wi-Fi整備レベル・規模を検討するため、あくまで仮定したモデルにもとづいており、実際の数値とは異なる可能性があります。



【参考】 組織委員会の計画と施設所有者との調整事項

1. Wi-Fi整備レベルに応じた提供サービスの検討
先のリファレンスモデルに応じて、会場で実現するサービスレベル・内容を検討。

競技場所有者や自治体による整備計画に沿って、組織委員会側でも利用計画を策定する必要がある。

2. モバイル端末を使った観客の体験の向上
競技情報のリアルタイム配信、観戦をより楽めるための関連情報、周辺交通機関の混雑状況、災害
発生情報などを、モバイル端末を通して多言語で入手できる環境を提供することを計画。

組織委員会だけですべての情報提供を実現することはできないため、モバイル端末を通した情報
サービスの連携や、競技場周辺の環境整備との連携、などについて、関係機関と議論・連携させて
頂く必要がある。

3. ユーザ認証連携による安全なネット環境の提供
ユーザ認証アプリ（モバイルアプリとともにダウンロードさせることを計画）により、複数拠点・
複数事業者のWi-Fi環境どうしでも、シングルサインオンによる安全な接続を実現することを計画。

ユーザ認証連携方式・ルールなどについて、関係機関と議論・調整させて頂く必要がある。

4. プレミアムサービスによる収益性の向上
大会運営用に必要なWi-Fi環境（一般観客用とはSSIDを区別）に加え、一般観客用にも優先的に接
続できるWi-Fi環境（プレミアムサービス）を提供することで、収益増につなげることを検討。

実現にあたっては、競技場施設オーナーとも相談の上、レガシーとして活用できる設計を検討・実
現したい。
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２．サイバーセキュリティに関わる準備状況
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2-1. 東京2020大会に関わるテクノロジー

6

大会運営に関わる情報システム

• 競技計測システム、集計・配信システムなど

• 大会運営システム（アクレディテーション、
ボランティア管理、輸送管理など）

• バックオフィスシステム（財務会計、人事管
理、Eメールなど）

大会観戦に関わるテクノロジー

• 映像撮影・放送（TVグラフィックス、
ツインズカムなど）

• デジタルメディア（公式Webサイト、IP
動画配信、モバイルアプリ、SNSなど）

• VR・AR（360度映像など）

大会運営を支えるインフラ・テクノロジー

• 100拠点以上をつなぐ通信ネットワーク、データセンター

• インターネット、Webサイト ・関係者用の電話・携帯電話、業務用無線

• 競技会場とIBCをつなぐ放送用回線 ・観客や関係者用の競技場Wi-Fi

IBC/MPC

TOC
データセンター

インター
ネット

選手村

ファミリー用
ホテル

競技会場
コンパウンド

TOC (Technology Operation Center)
IBC (International Broadcast Center)
MPC (Media Press Center)



2-2. オリンピックでは、何を守るべきなのか？

 大会用システム・ネットワークだけを守っても、大会運営を守る
ことにはならない。
『オリンピックにおける最大のリスクとは、結局はレピュテーションリスクに尽きるだろ
う。』（Mr. Oliver Hoare, ロンドン大会における英国内務省所属のサイバーセキュリティ責任者）

 周辺の社会インフラや東京のレピュテーションも含めて、総合的
に守る観点が必要。

7

社会全般の観点

パートナ・周辺環境の観点

大会運営の観点

間接的に大会に影響するリスク
（自然災害／会場外で発生するテロ・サイ
バーテロ／SNS上での日本・東京に対する
評価・評判など）

パートナや周辺環境に内在するリスク
（サプライチェーン・リスク／偽チケット販
売サイト／インフラサービスの障害など）

組織委員会側で管理すべきリスク
（大会システムへのハッキング／内部情報漏
えいなど）

想定リスクの全体像



2-3. リスクの全体像（リスク・アーキテクチャ）

 リスク・アーキテクチャ＝東京2020大会の運営におい
て想定されるさまざまな脅威シナリオをもとに、リス
ク要因を分析し、その全体像を捕らえようとするもの。

 英国ではもともと政府で行っていたリスク評価のフレームワークを改
良して適用（OSSSRA(Olympic Safety and Security Strategic Risk 
Assessment)）。

8

 米国ではSuper Bowlなど大規
模スポーツイベントの際に、2
年前に25の委員会を立上げ、官
民連携して統合的リスク管理を
開始。（9.11以降の動き）

 組織委員会もスポンサー企業と
連携して、国際標準ISO22320
にもとづく分析方法を導入中。

アクレディ

システム停止

ワークフォースシ

ステム停止

競技システムの

停止

サ
イ
バ
ー
攻
撃

バックドア・

マルウェア

感染(外部攻撃

者との通信)

権限昇格

(外部攻撃者との

通信)

個人IDの取得

Slow DOS

データ消去

データ改ざん

DDoS攻撃

ゼロデイ攻撃

旧バージョンのミ

ドルウェア

内部犯行

(テロリスト、オペ

レータ)

APT

パスワードアタッ

ク

AMP

画面閲覧不可

管理者アカウント

の取得

ウェブ画面

ダウン・改ざん

キーロガー

設置

他ボランティアの

スケジュールに

影響

熱暴走

個人スケジュー

ルの改ざん

IT

障
害

情報漏洩

マスタースケ

ジュール停止

悪意ある者がDC

へ侵入

悪意ある者が会

場へ侵入

IDを盗難

ID保持者を脅迫

IDを裏サイトで購

入

シ
ス
テ
ム

ケーブル切断

物
理
攻
撃

(c) Tokyo 2020



2-4. 大会に特有な要件の考慮

 同時多発攻撃・複合的攻撃
 世界的に注目度が高いため、複数拠点・複数システムを対象とした同時多発サイ
バー攻撃が想定される。

 自然災害（台風、集中豪雨など）が発生しやすい時期でもあり、災害発生に意図
的に合わせたサイバー攻撃が想定される。（気象観測システム、河川監視システ
ムへの攻撃など）

 ITのさらなる活用
 スマホを介した各種サービス連携の仕組み、CRMによるリアルタイムでの空席チ
ケット販売促進、混雑状況の予測と観客の誘導など、大会周辺ではこれまで以上
のIT活用が検討・計画されている。

 これに伴い、各種サービス連携や顧客情報連携など、システム間連携が多様化す
ることに伴うインシデントの広域化、複雑化が想定される。

 グローバルなオペレーション
 大会運営スタッフの多くは外国人（TOPスポンサー、国際競技団体、放送局、

IOC･IPCなど）であり、さらに競技情報システムは海外のデータセンターにホス
ティングされる。

 これまで以上に、グローバルな環境での情報共有や迅速な対応が必要となる。
（英語によるインシデント情報共有、海外インテリジェンス機関との連携など）

9



2-5. 活動状況

1. 組織的活動の強化（実施中）
 体制強化（専門ソリューションサプライヤー選定中（～本年4月上旬））

 計画・実行（ITセキュリティアーキテクチャ設計（昨年11月）、リスク評価（内部で

は毎年実施））

 演習・訓練（CSIRT中心に職員研修・演習を開始）

 ガバナンス強化（調達時・リリース時のチェックルール導入（一昨年12月）、外部

サービス利用時のルール化（昨年9月）、技術基盤標準化（次年度予定））

2. 関係機関との連携（2017年度に加速予定）
 連携体制構築（パートナー・サプライヤー・インフラ事業者・政府機関などと連携し

たステアリングコミッティ立上げ（調整中）、連携したリスク評価（調整中））

 情報共有（大会運営計画、システム運用計画などの共有（調整中））

 合同演習・訓練（大規模演習シナリオ作成（調整中））

3. 第三者チェック・監査の導入（開始時期を検討中）
 ルール化（チェックプロセス定義（未着手））

 体制強化（内部監査で一部システム監査を実施、外部監査体制（未着手））

10



アクション&レガシープラン2017について

① 本文

• 原則として抜本改正は予定せず。

• 一方で、足許の環境を踏まえ新たな視点、重点ポイントなどを検討。

② 付表

• 東京2020参画プログラムの認証案件一覧

• 特筆すべき内容のイベント・事業については詳細資料を添付

③ 2017年に向けての行動指針

• 東京2020参画プログラムの今後の方針について他

• 2020フェスティバルについて

（１）方向性

資料6

時期 内容 詳細等

2017年6月～7月頃（予定） 専門委員会
• A&Lプラン2017の更新
• 参画プログラムの現状報告

2017年夏頃 理事会 • A&Lプラン2017の公表

（２）今後のスケジュール



東京2020参画プログラムの状況・今後の展開

資料７



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

東京2020参画プログラム

東京2020
公認プログラム

 各省庁、開催都市、スポンサー、ＪＯＣ・ＪＰＣ、
会場関連自治体、大会放送権者、が実施

 公認事業としての位置づけ

東京2020
応援プログラム

 非営利団体等が実施

 アクションの裾野を広げ、多くの人々が
参画できることを目指す

＜分野＞

プログラムの枠組み
アクション＆レガシープランのコンセプトに基づいたイベント・事業が実施できる仕組み。様々な組織・団体がオ
リンピック・パラリンピックとつながりを持ちながら大会に向けた参画・機運醸成を図るもの。



東京2020参画プログラムの現状（公認プログラム）
東京都及び都内区市町村と会場関連自治体で全体の約４割。分野別ではスポーツ・健康と文化のアクションで全体の７割程度

教育プログラム（学校編）は、東京2020オリンピック・パラリンピック教育実施校として、その教育事業を認証するもの

－平成28年10月～平成29年3月までの対象校は、東京都及び競技会場のある道県に所在する学校及び文部科学省が推薦する学校が実施する事業

2

東京都

11%

都内区市町村

20%

各府省

8%

会場関連自治

体

13%JOC・JPC

1%

大会放送権者

1%

スポンサー

23%

組織委員会

3%

会場関連自治体を

除く地方自治体

14%

公益法人

3%

その他

3%

主体別認証アクション数

合計：347

スポーツ･健康

26%

街づくり

8%

持続可能性

3%文化

41%

教育

7%

経済･テクノロジー

4%

復興

4%

オールジャパン･

世界への発信

7%

分野別認証アクション数

合計：347

※各データは1月31日時点

都道府県 学校数

東京都 2,165

京都府 49

宮城県 23

長崎県 22

福岡県 13

熊本県 11

石川県 4

岩手県 1

埼玉県 1

千葉県 1

神奈川県 1

合計 2,291

都道府県別学校認証数



3

経済・テクノロジーに係るプログラム
認証１４件（実施済み：７件、予定：７件） ※詳細は資料８参照

経済 テクノロジー

テクノロジー
見本市

ロボット

若者の巻き込み

オリパラと経済

多言語

エネルギー

ビジネスマッチング

調達ポータルサイト

金融教育
サイバー

セキュリティ

観光ＰＲ

公共空間の利活用



4

事例紹介①

■日時： 平成２８年１１月１８日（金） ■場所：日経カンファレンスルーム

■主催： 日本経済新聞社、みずほフィナンシャルグループ

■参加者数： ３００名

■内容：大会開催を契機として期待されるレガシーやスポーツから見た日本経済の底力についてディスカッション

〈みずほ〉Oneシンクタンク・日経2020フォーラム
「東京2020オリンピック・パラリンピックの成功と日本経済の飛躍」

経済・

テクノロジー
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事例紹介②

■日時： 平成２８年１０月４日（火）～７日（金） ■場所：幕張メッセ

■参加者： 会期全体 １４５,１８０名 （シンポジウム参加者 約１２００名）

■２０２０年に向けた最先端のテクノロジー発信のイベントとして位置づけ

■ＮＥＣ、ＮＨＫ、ＮＴＴ、セコム、デンソー、トヨタ自動車、パナソニック、富士通、三菱電機等、スポンサー企業も多く出展

ＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ ２０１６
経済・

テクノロジー



6

事例紹介③

■日時： 平成２８年１１月２１日（月）、２６日（土）、２７日（日）

■主催： 東京２０２０アイディアソンVol.１実行委員会（日本電信電話/富士通/日本航空/三菱電機/読売新聞/組織委員会）

■参加者： １８歳以上の学生 ４０名（その他、スポンサーや競技団体など多様な方が参加）

■グランプリ： ゴーグル型端末とVR（仮想現実）技術を使い、街中で気軽に車椅子バスケットボールを体験

東京２０２０アイディアソン Vol.1
～「車椅子バスケットボール×テクノロジー＝ファン拡大」～

経済・

テクノロジー
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プログラムの展開スケジュール

東京2020
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）

2016年
10月

2020年

東京
2020
大会

レガシーと
して継続

2017年度2016年
12月

～

認証件数の増
加、大会の機運

醸成

START

キックオフ期間

東京2020
参画プログラム

東京2020
応援プログラム

 2017年4月 認証WEBシステム構築、関係主体への説明会等開催
～6月

 2017年7月 応援プログラム対象拡大運用開始（予定）
※WEBによる申請を予定



応援プログラムの対象となる非営利団体（2017年度対象拡大分）

8

 応援プログラムは、アクションの裾野を広げ、できる限り多くの団体・人々が参画できること
を目指すもの

 営利を目的としない団体に対して対象拡大予定（以下、検討中）

公共関連 市町村、国・自治体の外郭団体

地域関連 自治会・町内会等、商店街

スポーツ
関連 国内競技団体、体育協会

学校関連
連携大学、その他の大学・大学院・
短大、高専、専修・各種学校

経済関連 商工会議所、商工会

国際関連 国際機関、大使館

非営利法人
公益財団・社団、認定NPO、社会福祉法人

一般財団・社団、NPO

その他 協同組合、任意団体等

注１：2017年7月から上記の団体に対象拡大する予定だが、外郭団体、連携大学は2017年4月から対象とする予定
（ただし、外郭団体については、既に所管団体が認証対象となっている外郭団体のみを対象とする）

注２：外郭団体は所管団体による主体登録を予定。自治会・町内会等、商店街は所在自治体による主体登録を予定
注３：一般財団・社団、NPO、協同組合、任意団体等は公的団体による確認等を要件とする予定
注４：学校は国公立および私立（学校法人、準学校法人）を対象とする予定



 東京2020参画プログラム（東京2020文化オリンピアード）の集大成として、東京2020大会の直前から「東京2020フェス
ティバル（仮称）」の実施を検討

 まずは、文化・芸術の分野を中心に、組織委員会が主導し、政府、東京都、全国の自治体、スポンサー企業、文化芸術団体な
ど、多くのステークホルダーへ参画を呼びかける

 これを踏まえ、参画プログラムの各分野においても展開を検討予定

参画プログラムによる大会に向けた機運醸成

2020年4月頃2017年

東京2020フェスティバルの展開

・大会の盛り上げを最大化

・歴史に残るプロジェクト

・様々なステークホルダーの参画

・国内外への発信

※フェスティバルのイメージ写真は「東京キャラバン in 六本木」（撮影：篠山紀信）
9

東京2020フェスティバル（仮称）について
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ジャパンブランドの発信に向けて
 東京2020大会は、日本が世界に誇る最先端のテクノロジー等を世界に発信できるショーケースとして活用

できる好機
 ロンドン2016大会でのＧＲＥＡＴキャンペーンも踏まえ、東京2020大会におけるジャパンブランドの発信

施策についてご意見を頂戴したい

【ロンドン2012大会におけるＧＲＥＡＴキャンペーンの例】

【東京2020大会に向けたジャパンブランドの発信についてご意見いただきたいこと】

 ジャパンブランドの発信に資するテクノロジーについて
 どのような体制でジャパンブランドを発信すべきか（政府、東京都との連携ほか）
 既存の見本市／東京２０２０フェスティバル（仮称）との連携 等

（出所）https://www.gov.uk/britainisgreat,,http://www.greatbritaincampaign.com/

https://www.gov.uk/britainisgreat


アクション名 組織･団体名 事業概要 事業期間 開催会場

金融・経済教育の普及
野村ホールディン
グス株式会社

小・中学生から大人までの幅広い世代を対象とした金融・経済教育を実施（2000 年度より累計で
約72 万人の方々が参加）
主な活動は、小・中・高校生向けの出張授業、職場訪問の受け入れ、国内外の大学生を対象とし
た金融教育講座の実施、学習教材の配布など。

2016/12/1 学校等

サイバーコロッセオ×
SECCON（仮称）

総務省

サイバーセキュリティ人材の育成・強化対策として、本事業では、東京オリンピック・パラリンピック
競技大会関係者のみならず、学生を含め、2020年において大会のサイバーセキュリティ対策に寄
与する可能性のある者を対象としたコンテスト形式の競技会を実施し、優れた人材の発掘に有効
な取組を行うものとする。
競技会は、攻防戦形式の「Capture the Flag(CTF)を想定している。

2016/12/26 ベルサール秋葉原

中小企業世界発信プロジェク
ト２０２０

東京都

世界の注目が集まる東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催を契機として、中
長期的に見込まれる様々なビジネスチャンスを都内の中小企業はもとより、日本全国の中小企業
に波及させ、その優れた技術・製品等を世界に発信するプロジェクト。また、その効果を一過性の
ものとせず、大会終了後も持続する日本の活力へとつなげる事業。

2016/11/8

道路標識の整備 東京都
英語併記化に加えピクトグラムや路線番号の活用などにより、外国人にも分かり易い道路案内標
識の整備を推進する。

2016/10/1 新国立競技場周辺 ほか

河川の魅力発信・プロモー
ションの推進

東京都
選手村から半径８ｋｍ圏内の河川標識及び隅田川の案内板の多言語標記等による分かり易い標
識の整備を推進する。

2016/10/1 隅田川ほか

都立公園ガイドサービスの構
築

東京都

汎用端末（スマートデバイス）用の都立公園散策アプリを開発し、庭園および動植物園の来園者
にガイドサービスを提供する。
都立公園散策アプリでは、来園者が所有するスマートフォンを利用し、園内ガイドスポットの情報
の提供、ガイドマップと目的地検索による園内散策支援、イベントなどのリアルタイム情報、クイズ
やスタンプラリーなどのイベント要素のあるコンテンツを提供する。

2016/10/1 浜離宮恩賜庭園ほか

創造的ビジネス・コーディ
ネート事業

横浜市

（１）マッチング促進
創造的産業に関心のあるクリエーター・企業への訪問や、YCC ヨコハマ創造都市センターへの相
談窓口の設置、クリエーター・企業の相互理解・交流を促すイベントを実施
（２）商品開発支援
クリエーターの創造性と企業の技術力をかけ合せた商品開発プロジェクトを進めるため、コーディ
ネートチーム及びデザインや販路等に関する専門家で、新規プロジェクトの立ち上げや、継続プ
ロジェクトのブラッシュアップを実施
（３）販路開拓機会提供
開発した商品を販路に繋げていくため、展示会への出展やテスト販売等により機会提供を実施

2016/4/1 横浜市内

東京２０２０参画プログラム　経済・テクノロジー分野　（実施予定）　一覧 資料８

1 / 2 ページ



アクション名 組織･団体名 事業概要 事業期間 開催会場

〈みずほ〉Oneシンクタンク・日
経2020フォーラム「東京2020
オリンピック・パラリンピック
の成功と日本経済の飛躍」

株式会社みずほ
フィナンシャルグ
ループ
日本経済新聞社

東京2020大会と日本の経済成長をテーマとしたシンポジウムにて、大会開催を契機として期待さ
れるレガシーやスポーツから見た日本経済の底力について、有識者による講演およびパネルディ
スカッションを実施。その他、オリンピックによる経済効果、地方創生などのテーマも絡め、多様な
観点から今後の日本経済が進む道筋について議論を行い、広く世の中に発信する。

2016/11/18 日経カンファレンスルーム

第57回電池討論会　市民公
開講座「クリーンエネルギー
社会の進展」

東武トップツアー
ズ株式会社

開催日時：2016年11月30日（水）　　13：15～15：20　予定　(受付開始　12：30)
「近づいてきた水素エネルギー社会 －千葉県への期待－ 」
「『エネファーム』開発の取組み」
「低炭素社会実現に向けた二次電池技術の期待」
共催：第57回電池討論会／東武トップツアーズ株式会社

2016/11/30
幕張メッセ　国際会議場　2Ｆ
国際会議室

CEATEC JAPAN2016連携

東京オリンピック・
パラリンピック競
技大会組織委員
会

東京2020大会の準備状況等に関するスピーチや東京2020組織委員会紹介ムービーを会場で流
す等で盛り上げを図り、連携・協力を行う。

2016/10/4 幕張メッセ

ユニバーサル未来社会体験
プロジェクト

文部科学省

（1）ワークショップ
ユニバーサル未来社会体験プロジェクトの取組内容について説明を行い、ユニバーサル未来社
会の実現に向けて、政府として目指すべき方向性について、理解を促す機会を提供する。
また、政府の日本再興戦略を踏まえて、RoboCup2017名古屋国際大会を東京大会のプレ大会と
見なし、積極的な周知活動等を行う。
（2）展覧会
ユニバーサル未来社会体験プロジェクトが目指す最先端のロボット技術について、展示等を行
い、政府として目指すべき方向性について、理解を促す機会を提供する。

2016/10/19 東京ビックサイト

ユニバーサル未来社会体験
プロジェクト

文部科学省
ユニバーサル未来社会体験プロジェクトが目指す最先端のロボット技術について、展示等を行
い、政府として目指すべき方向性について、理解を促す機会を提供する。

2016/11/4 日本科学未来館

東京2020アイディアソン vol.1
テクノロジーでパラリンピック
を盛り上げよう！

東京２０２０アイ
ディアソン実行委
員会

（１）テーマ
「vol1.パラリンピックをテクノロジーで盛り上げよう」
車椅子バスケットボールをテーマとして掲げ、テクノロジー活用して、東京2020大会の観戦者・視
聴者を増やすアイディアを競い合う。
（２）テーマ
平成28年10月上旬～下旬 参加者公募、選考
平成28年11月21日（月）  フィールドワーク（1）（リオ大会の競技上映会）
平成28年11月26日（土）  フィールドワーク（2）（車椅子バスケットボール試合観戦）
平成28年11月27日（日）  アイディアソン開催

2016/11/27 虎ノ門ヒルズ

多言語対応・ICT化推進
フォーラム

東京都

 
多言語対応協議会の各構成員における2020年に向けた多言語対応の取組の情報を広く共有・
発信すると共に、多言語対応に有用なICT（情報通信技術）の紹介を通じて、今後の一層の推進
に繋げる。
（１）構成団体による発表、展示、リーフレットの配布
（２）講演・パネルディスカッション
（３）ICTを活用した多言語対応の取組の紹介

2016/12/20 ベルサール東京日本橋

東京２０２０参画プログラム　経済・テクノロジー分野　（実施済）　一覧
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開閉会式に向けた基本方針について

2017年2月

資料9



●(大会エンブレムと並んで)大会ビジョンを最も象徴的に可視化したもの

●そのオリンピック・パラリンピック大会と開催都市における最初のプレゼンテーション

●そして、そこに始まるオリンピック・パラリンピック大会の成否の予感を左右する指標

１ オリンピック・パラリンピック開閉会式とは

参加者数、観客数、視聴者数、テレビ放映国数、予算のどれにおいても世界最大規模のセレモニー。

特にオリンピック開会式は、メディアを通じて、世界中に開催都市の国家、国民、文化などをプレゼンテーション

する場であり、大会の成功を表す指標とも言われる。

２ 過去大会の開会式

・1984年ロサンゼルス大会

⇒開会式のショーアップ化

・2000年シドニー大会

⇒リオ大会まで続いている、国（地域）の創生や歴史のアピールが始まる。

・2012ロンドン大会

⇒産業革命前後のイギリスを表し、産業革命によって国が発展していった様子を表現。

・2016リオ大会

⇒ブラジルの美しい自然や民族の多様性などを温かみのある視点で表現。

～開閉会式の概要について～



閉会式プロトコル項目

1. 国家元首入場
2. 国旗掲揚、国歌斉唱
3. 各国国旗入場
4. 選手入場
5. 競技表彰式
6. 選手委員会新任役員紹介、ボランティア表彰
7. ギリシャ国旗掲揚、ギリシャ国歌演奏
8. オリンピック旗降納、オリンピック賛歌演奏
9. ハンドオーバーセレモニー

10.  ハンドオーバー芸術パート
11.  OCOG会長スピーチ
12.  IOC会長スピーチ
13.  聖火消灯

開会式プロトコル項目

1. 国家元首入場
2. 国旗掲揚、国歌斉唱
3. 選手入場
4. 放鳩式
5. 組織委員会会長スピーチ
6. IOC会長スピーチ
7. 開会宣言
8. オリンピック旗掲揚
9. オリンピックアンセム演奏

10. 選手宣誓
11. 審判宣誓
12. コーチ宣誓
13. 聖火点灯

３ IOCが定めている開閉会式の基本的な流れ

IOC/IPCが規定するプロトコル(必須要件)と開催都市に委ねられた芸術パートの連続で構成される。
例：カウントダウン→プロトコル→芸術パート→プロトコル→芸術パート→フィナーレ



4

式典委員会の設立【2017年春頃】

基本方針の検討【2017年春頃～2017年末頃】

制作体制の決定
演出検討に関わる者の選定などの制作体制の決定

制作・準備

大会本番

～基本方針について～



2017年春頃～2017年末頃予定。

３ ロンドン大会事例

１ 概要

２ 検討期間

アート、舞台、広告、PR、美術などのクリエイティブ業界の人を中心に12名×14セッションを実施。
そのほかに特別セッションとして自治体関係者、政治家、アスリート、放送業界、旅行業界、
若年層などを行った。

東京2020大会の開閉会式での演出に関する基本的な方針。
多くの有識者等からいただいた意見をもとに基本方針を策定し、演出に関わる者
の選考や、開閉会式での演出を検討する際の方向性を示すものとする。

～基本方針について～



１ 開会式・閉会式は誰のために実施するのか？

２ 開会式・閉会式は何のために実施するのか？

例）－アスリートのため？
－国民のため？
－開催都市や国のため？

例）－アスリートや観客を歓迎するため？
－スポーツ大会オープニングのため？
－日本のテクノロジーを全世界アピールするため？

３ 開会式・閉会式のレガシーは何であるか？

例）－開催都市や国のプレゼンスアップ？
－アスリートを含む見た人の感動？
－若者へテクノロジーへの興味を抱かせること？

～議論テーマについて～

４ 開会式・閉会式で何を伝えるか？

例）－日本の歴史？伝統芸能？
－日本の四季の美しさ？
－最先端のテクノロジー？



イノベーションの推進に向けて

東京大会を『史上最もイノベーティブな大会』とし、レガシーとして残していくた

めに、組織委員会内・外で、横断的に課題検討、各種施策立案を行う専任の

「イノベーション推進室」 を設立。

東京2020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。

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。

全員が自己ベスト) 多様性と調和)

未来への継承)

資料１０
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