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１０ 開会式・閉会式における輸送 
１０−１ 開会式・閉会式の日程・場所 

ａ 日程 

    オリンピック競技大会 

     開会式 2021 年 7 月 23 日（金） 20：00～23：00 

     閉会式 2021 年 8 月 8 日（日）  20：00～23：00 

パラリンピック競技大会 

     開会式 2021 年 8 月 24 日（火） 20：00～23：00 

     閉会式 2021 年９月 5 日（日）  20：00～23：00 

ｂ 場所 

オリンピックスタジアム 

 

１０−２ 開会式・閉会式時の輸送 

東京 2020 大会の開会式・閉会式は、大会関係者や観客に加え、大会スタッフ等の大量の

人々が短期間に集中して来場する大会期間中における最大規模のイベントである。（図 10.1

を参照） 

そのような状況の中、式典を滞りなく実施できるよう、安全、円滑かつ効率的で信頼性の

高い輸送を実現するとともに、市民生活や都市活動に与える影響も最小限にする輸送計画を

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 10.1 開閉会式時の輸送 

 

１０−３ 今後の進め方 

開会式・閉会式の具体的なスケジュールや検討に合わせて、輸送スケジュールや会場周辺

の交通対策等について検討を進めていく。 
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１１ 輸送の連携体制 
１１−１ 輸送の連携体制 

輸送 FA は、FA の本部として輸送センター(TROC; Transport Operation Centre)を設置

し、輸送センターを中心に、地方会場（東京圏外）輸送センター、バスオペレーションセン

ター(BOC; Bus Operation Centre)、フリートオペレーションセンター(FOC; Fleet Operation 

Centre)、会場輸送オフィス等が連携し、大会関係者や観客等の輸送に関する情報を収集・共

有する。 

輸送センターで収集した情報は、メインオペレーションセンター(MOC; Main Operation 

Centre) *1 に上申・報告する。 

また、東京都が設置する都市オペレーションセンター(COC; City Operation Centre) *2 を

通じて、東京都以外の関係自治体とは都市運営調整 FA（CTY FA）を通じて、都市運営に関

する情報を共有する。 

更に、交通管理者、道路管理者、交通事業者等の外部機関とも連携し、道路交通情報や鉄

道情報等の収集・大会関係情報の発信などの連携を通じて、安全で円滑な輸送の実現を目指

す。 

*1 MOC; 主に大会期間中、大会運営に関する各種調整や問題解決を行うとともに、情報共有のハブとして様々な情報を

集約・発信する機関（複数の FA の代表で構成） 

*2 COC; 東京都が設置。円滑な大会運営の支援及び大会が都民生活に与える影響を軽減するため、MOC、警視庁、東京

消防庁、関係機関等との緊密な連携と、競技会場周辺における各種取組や事故等への対応を担うセンター 

 

 
 

 

 

図 11.1 輸送センターの連携体制 

 

 

 

※東京都外の会場は、 
都市運営調整 FA（CTY FA）と連携 
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１１−２ 輸送センター (TROC)  

ａ 目的・役割 

輸送センターは、大会関係者や観客・大会スタッフの安全で円滑な輸送を実現するため

の、総合調整の役割を果たす。 

世界有数の公共輸送ネットワークを有する東京では、道路交通や鉄道輸送など各交通手

段を適切に管理する既存の交通運用システムを各管理者が所有しており、輸送センターは

各管理者と連携し、輸送センター内でそれらの管理者が有している情報を共有する。 

また、輸送センターは、メインオペレーションセンター(MOC)、MOC のカウンターパ

ートである都市オペレーションセンター(COC)等の外部の関係機関と連携し、輸送に係る

情報を収集・共有する。こうした情報連携体制の下で輸送センターは、現場レベルで解決

の難しい事案について、関係者間で調整し、解決を図る機能を持つ。 

 

ｂ 構成・機能 

東京においては、インフラの各管理者や事業者が整った管理体制を持っている。輸送セ

ンターは、そのような既存の体制の特徴を活かした構成とするため、以下の 3 つの機能か

ら構成される。それぞれは、直接、コミュニケーションをとりながらワンフロアで情報を

共有するとともに、主体的に行動し、協力・連携する仕組みを持つ。また、輸送センター

の業務を円滑に遂行するため、交通状況や大会情報のモニタリング機能、オペレーション

の管理機能等を備えた輸送センターシステムを構築し、情報共有や業務の進行管理を図る。 

① 需要予測・広報、観客誘導 

 ・需要予測・広報 

都市交通全体の把握・管理、全体交通需要の予測、把握等を行うとともに、交通需

要予測情報等の共有を行う。また、道路や鉄道等の混雑回避に向けた広報を行う。 

     ・観客誘導 

    COC と連携し、駅・会場間の観客誘導の調整を行う。 

② 大会輸送管理 

大会関係者輸送及び観客輸送の状況の把握・管理等を行うとともに、大会運営情報

等の共有を行う。 

③ インフラ運行等管理 

交通管理者、道路管理者、交通事業者等の指令・管制との連絡調整を行うとともに、

運行情報等の共有を行う。 

     
図 11.2 輸送センターの機能（案） 
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ｃ 輸送センターの担当業務 

輸送センターは、以下の担当を設置する。 

輸送センター長：輸送センターの全体の統括を行う。 

TROC調整担当：輸送センター⾧を補佐し、輸送センター内及び MOC との調整を行う。 

関係者輸送担当：交通管理者や道路管理者と連携し関係者輸送の管理を行う。 

観客輸送担当：鉄道事業者や COC と連携し観客輸送の管理を行う。 

需要予測・広報担当：都市交通の状況を把握して需要予測を行い、混雑回避へ向けて

市民への広報を行う。 

ステークホルダーサービス担当：各ステークホルダーの窓口となる。 

会場輸送担当：会場周辺の円滑な輸送を管理する。 

 

 

 
 

図 11.3 輸送センター業務及び外部組織との連携イメージ 

 

輸送センターでは、常時、交通状況等をモニタリングしており、イレギュラー事象が発

生した場合には、上記の各担当が情報連携しながら解決を図る。例えば、オリンピックル

ートネットワーク（ORN）上での交通事故・渋滞が発生した場合には、大会関係者の円滑

な輸送の確保に向け、交通管理者・道路管理者と検討を行う。また、鉄道運行の見合わせ

等が発生した場合には、観客の円滑な輸送を実現するため、各関係機関と連絡調整を行う。 

 

ｄ 外部組織との連携 

輸送センターは、インフラ運行等管理のため、交通管理者、道路管理者、交通事業者等

の参画を得て、連携を図る。 

輸送センターと各管理者・交通事業者はイレギュラー事象等に対応するため、輸送セン

ターは大会運営情報等の提供を行うとともに、各管理者・交通事業者は道路交通や鉄道運

行状況等に関する情報を提供する。 
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１１−３ 地方会場（東京圏外）輸送センター 

ａ 目的・役割 

地方会場（東京圏外）輸送センターは、道路の交通状況や鉄道の運行状況の把握、関係

機関との連絡調整、ステークホルダーへの適切な情報発信などを行うとともに、事故や異

常発生時に、関係者間で最適な対応を速やかに決定し、各地方の関係機関との調整を行う

ための、総合調整の役割を果たす。 

 

ｂ 構成・機能 

地方会場（東京圏外）輸送センターは、既存の体制の特徴を活かした構成とするため、

以下の３機能を設置する予定である。各機能は、相互に情報を共有するとともに、各機能

が主体的に行動し、協力・連携する仕組みを持つ。 

  ① 観客誘導調整 

    CTY FA と連携し、駅・会場間の観客誘導の調整を行う。 

② 大会輸送管理 

大会関係者輸送及び観客輸送の状況の把握・管理等を行うとともに、大会運営情報

等の共有を行う。 

③ インフラ運行等管理 

交通管理者、道路管理者、交通事業者等の指令・管制との連絡調整を行うとともに、

運行情報等の共有を行う。 

 

ｃ 外部組織との連携 

地方会場（東京圏外）輸送センターは、地域の特性に合わせて、組織委員会と多くの関

係機関の連携及び情報共有ができる体制を構築する。 

 

１１−４ バスオペレーションセンター (BOC)  

ａ 目的・役割 

 大会時に関係者の輸送で使用するバス車両に関するオペレーションの全体を統括する。 

 

ｂ 機能 

BOC では、バス及びバスドライバーを管理し、運行計画の立案と実施を行う。 

車両の位置情報を監視することで、常時運行状況を把握するとともに、FOC や会場輸送

オフィス等と情報共有を図りながら、円滑なオペレーションを提供する。 

また、異常発生後、TROC に状況を報告し、ORN 又は PRN の代替ルートへの切り替え

などの大きな異常時には、TROC と調整しながら対応する。 
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１１−５ フリートオペレーションセンター (FOC) 

ａ 目的・役割 

 大会時に関係者の輸送で使用するフリート車両に関するオペレーションの全体を統括す

る。 

ｂ 機能 

 FOC では、輸送サービスを提供するステークホルダー毎のオペレーション計画の立案と

実施を行う。 

また、車両の位置情報の把握など各フリートオペレーションの状況把握と情報集約を行う

とともに、BOC、会場輸送オフィス等と連携し、円滑なオペレーションを提供する。異常

発生時には、TROC に報告し、対応について調整を行う。その他、フリートオペレーショ

ンに必要となる車両を始めとした資産及び人材の管理を行う。 

 

１１−６ 会場輸送オフィス 

ａ 目的・役割 

各競技会場には会場輸送スタッフの人員管理や指揮命令、関係機関との連絡調整を行う

ため、輸送オフィスが設置される。 

 

ｂ 機能 

会場輸送オフィスでは、輸送情報、競技情報や各エリアのスタッフからの情報を集約

し、図 11.1 に示すとおりの連携体制を取る。 

また、輸送デスク、許可証チェックポイント（PCP）、駐車場、乗降場等の運営を行う

とともに、そこで働くコントラクター、人材に関する全体把握、管理、調整を行う。 

 

１１−７ 今後の進め方 

各センター・会場輸送オフィスの設置、運営に向け、組織委員会内を始め関係機関等との

連携体制・役割分担の調整を図りながら、具体的なオペレーションについての検討を行う。 

また、独自の運営訓練やテストイベントを通じた運営訓練を行い、オペレーションの習熟

を図り、2021 年 4 月以降、順次本格運用ができるよう準備を進める。 
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１２ 輸送のセキュリティ 
組織委員会は、大会関係者及び観客・大会スタッフに対し、安全、円滑かつ効率的で信頼

性の高い輸送サービスを提供するために、事件・事故等の未然防止のための警備や点検活

動、事件・事故等が発生した際の対処について、検討し着実に実施する。 

そのため、輸送部門とセキュリティ部門は密接に連携し、関係する公的機関や民間機関と

調整を図り、東京 2020 大会として適切な輸送セキュリティを確立していく。 

 

 

 

１３ リスク管理 
１３−１ 組織委員会におけるリスクマネジメントの基本方針 

組織委員会は、IOC テクニカルガイド及び ISO31000 に準拠し、組織トップによる方針・

レビューに基づき、PDCA サイクルにより継続的改善を図るリスクマネジメントを推進し、

リスク管理に関する体制を整備している。 

また、大会全体のリスクをできる限り網羅的にかつ正確に把握し、それらのリスクについ

て、リスクの発生、あるいはリスク発生時の損失・影響度の極小化をすることを目的として、

リスクマネジメント基本方針を以下のとおり決定している。 

①大会を安全に運営する。 

②大会を予定通り完遂する。 

③組織委員会の社会的信頼性を保持する。 

④大会を適切な財政計画で運営する。 

⑤大会のすべての関係者の満足を得る。アスリート・ファーストの視点を持ちつつ、 

 観客・スポンサーなどの関係者の快適さを損なわない。 

 

１３−２ 輸送部門におけるリスクマネジメントの基本方針 

輸送部門は、組織委員会におけるリスクマネジメント基本方針に基づき、輸送のオペレー

ションにおいて想定されるリスクの洗出し・評価を実施し、その影響度等を記した台帳とし

てリスクレジスターを作成している。 

新型コロナウイルス感染症は、東京 2020 大会の運営において、最大のリスク要因の一つで

ある。東京 2020 大会を安全・安心な大会とするため、組織委員会は、国・東京都・組織委員

会の 3 者で構成される「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」での検討や業種別ガイドライン等を踏まえて、輸送運営上の新

型コロナウイルス感染症対策を検討する。なお、対策の内容については、関係機関等と共有

し、実施に向けて連携を図っていく。 

引き続き、リスク毎に、対策の検討等を進めていくとともに、関係する公的機関や民間機

関と調整を図り緊急時の危機管理体制を構築し、大会関係者及び観客・大会スタッフに対し、

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を目指す。 
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１４ 交通マネジメント 
大都市東京におけるオリンピック・パラリンピックの開催に当たっては、大会関係者及び

観客の安全で円滑な輸送を実現するのみならず、物流を含めた都市活動の安定を図り、経済

活動を維持する必要がある。 

 

１４−１ 強力な交通マネジメントの必要性 

大会期間中の 7 月から 9 月上旬は例年交通量が多い上に、大会関係車両等の利用が加わる

ため、何も対策を行わなかった場合、高速道路の渋滞は現況の 2 倍近くに、鉄道においても

観客の利用等を要因として、会場周辺や近傍路線を中心に局所的な混雑の発生が想定される。 

更に、物流車両や一般車両の増加も想定されるため、安全で円滑な大会輸送の実現と、物

流を含めた都市活動の安定との両立のためには、市民や産業界の協力をいただきながら、道

路交通及び公共交通において、多様な手法により必要な交通状況を実現する強力な交通マネ

ジメントの実施が不可欠である。 

 

【首都高速道路では、渋滞は現況の２倍近くに】 

一般交通に大会関係車両が加わることで交通状況は厳しくなる見通しであり、首都高速

道路の渋滞は現況の２倍近くまで悪化。 

【鉄道にも局所的な混雑が発生】 

観客の利用等を要因として、会場周辺駅や近傍路線を中心に局所的な混雑が発生。 

【更なる増加要因など】  

・物流車両の増加：大会関係物流、大会開催に伴う物流 等 

・一般車両の増加：観客の滞在に伴うバス・タクシー・レンタカーの利用、 

地方からの流入 等 

 

 
※首都高速道路を走行する車両を対象としたシミュレーション結果（大会の同時期（7 月）の金曜日を想定） 

図 14.1 大会関係車両の走行による 1 台当たり渋滞損失時間の増加 
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１４−２ 東京 2020 大会の輸送を安全・円滑に行うための基本的な考え方 

東京 2020 大会の輸送を安全・円滑に行うための基本的な考え方は、以下のとおりである。 

ａ より良い交通状況下における大会輸送と都市活動の両立 

全ての市民と関係機関の理解と協力の下、障がい者や高齢者、外国人など多様な人々に

も対応したより良い交通状況を整備するとともに、大会関係者や観客の円滑な輸送と、物

流を含めた都市活動の安定の両立を図る。 

ｂ 交通需要マネジメント（Travel Demand Management（TDM）） 

道路や公共交通の利用者に対し、充実した情報の提供など様々な手段で働きかけ、交通

需要を適切に抑えた賢い交通行動を促進する。 

ｃ 道路の交通システムマネジメント（Traffic System Management（TSM）） 

道路交通に関するあらゆる技術・制度・手法を駆使しつつ、交通の需給関係を高度に管

理する効率的な交通システムマネジメントを案出、実施する。 

ｄ 公共交通輸送マネジメント 

公共交通（鉄道）の輸送力の確保、観客の需要分散・平準化、一般利用者の需要分散・

抑制（TDM）を効果的に組み合わせ、安全で円滑な観客輸送を実現する。 

ｅ 入念な準備と柔軟な対応 

事前の機会を最大限活用して試行運用を行い、輸送運営について必要な見直しや追加の

施策を検討するとともに、期間中においても柔軟な対応を行う。 

ｆ レガシーの提起と継承 

総合的かつ先端的な交通マネジメントを展開し、大都市を始めとする将来の都市交通に

関するレガシーを世界に向けて提起、継承する。 
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１４−３ 交通マネジメントに関わる新型コロナウイルス感染症の影響 

a 新型コロナウイルス感染症にかかる交通状況の変動と今後の見通し 
・コロナ禍においては、テレワーク・時差出勤の浸透、ｅコマースの普及・拡大、滞在人口

や物流の郊外部での増加と都心部での減少などが見られた他、人や物の移動では、目的地
や交通手段が変化してきていることが推察される。 

・2020 年 4 月 7 日に発出された緊急事態宣言中には、多くの人々により外出を控える等の
行動変容に対する協力が行われ、その結果、首都高速道路や都内の一般道の平日の交通量
が、対前年比で約 3 割減の水準となった。その後は、概ね例年並みの水準まで回復する傾
向にあり、平均的には日交通量が戻りきってはいないが、最大の日交通量は例年と同程度
を観測している。交通量の内訳をみるとバスやタクシーの減少、乗用車の増加といった変
化が表れているほか、ピーク時間帯の交通量が一部若干増加に転ずるような状況も見られ
た。 

・2020 年 9 月の４連休には、中央自動車道や関越自動車道等の高速道路の上下線で激しい
渋滞が発生するなど、休日においては、レジャー交通の過度な集中による課題が生じてい
る。 

・このような、例年と同程度の交通量の発生や、レジャー交通の過度な集中といった現象は
大会時にも起こり得る。 

・2020 年 4 月の緊急事態宣言を契機に、テレワークや時差出勤に取り組む企業などが急増
した一方で、感染拡大が⾧期化する中では、その実施率が漸減し鉄道利用者がやや増加す
る傾向にある。 

・これにより公共交通では、首都圏主要ターミナル駅の平日ピーク時利用者数は、コロナ禍
前と比較して最大７割減の状況もあったが、現在では約２～３割減の水準となっており、
今後の需要回復等の変化も想定しておく必要がある。 

・また、2021 年 1 月には再度、緊急事態宣言が発出され、東京都では「テレワーク緊急強
化月間」として、「週３回、社員の６割以上」の実施を呼びかけると共に、テレワークの更
なる導入と定着を図るための支援を行っている。 

・物流面では、在宅率の増加による消費活動の変化への対応や、社会生活維持の観点等から、
生活必需品等の流通を確保することが重要であることが確認された。 

・これら交通状況の変化や今後の見通し等を踏まえながら、交通マネジメントの再点検を行
うことが重要である。 

 

b 今後の見通し等を踏まえた交通マネジメントの考え方 
・競技会場は、延期前と同一の施設を使用することで準備を進めており、ORN/PRN の大会

ルート及び観客輸送ルートは原則これまでと同様としている。 
・円滑な大会運営に向け、これらルート上の良好な交通状況を確保するためには、新型コロ

ナウイルス感染症の動向により変化した交通状況を踏まえ、十分な交通対策を準備してい
く必要がある。 

・また、大会の簡素化については、大会関係者の人数の削減や大会関係者向け輸送サービス
の見直し等はあるが、交通対策を検討する上での前提に大きな変更はなかった。 

・こうしたことから、道路・鉄道とも例年規模の需要がある場合にも対応することを考えて、
交通マネジメントを展開することが必要である。 

・このため、大会関係者及び観客の安全で円滑な輸送と、物流を含めた都市活動の安定との
両立を図るためには、道路交通と公共交通の交通マネジメントにおいて、TDM や TSM を
中心とする対策を行うという考え方は、これまでと同様とする。TDM における呼びかけ
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内容等は、今後の社会情勢の変化も考慮しつつ、情報提供の方法を含めて、慎重に検討し
ていくこととする。 

・今春までに決定される予定である観客数の上限など、交通マネジメントの前提となる事項
については、その動向を注視していく。 

・新型コロナウイルス感染症対策に関しては、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等における検討や民間の業界団体で策
定したガイドライン等を踏まえ、必要な対策が講じられるよう関係機関と連携して取り組
む。 

 
 

１４−４ 大会輸送と交通マネジメントの全体像 

大会関係者及び観客の安全で円滑な輸送と、物流を含めた都市活動の安定との両立を図る

ため、関係機関が協力して道路交通と公共交通において強力な交通マネジメントを実施す

る。交通マネジメントは、道路交通では TDM、料金施策による交通需要調整及び TSM に

より、公共交通では TDM を含めた公共交通輸送マネジメントにより構成される。 

図 14.2 大会輸送と交通マネジメントの全体像 

 

 

１４−５ 交通マネジメントの実施期間 

円滑な大会輸送を実施するため、原則として、以下の期間を交通マネジメントの実施期間

とする。ただし、状況に応じて当該期間外にも一部で実施する可能性がある。 

・2021 年 7 月 19 日（月）～8 月 9 日（月祝）、8 月 24 日（火）～9 月 5 日（日） 
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１４−６ 大会期間中の実施目標 

2021 年に開催される大会においても、交通マネジメントの実施目標は以下のとおり 2020 年
と同様とするが、今後の交通状況等を継続しながら分析し、必要に応じて見直しを行う場合が
ある。 

【道路交通】 

道路交通では、競技の運営に必要な時間帯の混雑緩和に向け以下により良好な交通状

況の実現を目指す。 

・一般交通 

都心部（重点取組地区*¹）について、大会前の交通量の 30%減*2 を目指す。 

 東京圏の広域（圏央道の内側）について、大会前の交通量の 10％減*2 を目指す。 

・首都高速道路における交通量の更なる減 

 東京圏のオリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）、パラリンピック・ルート・

ネットワーク（PRN）の基幹をなす首都高速道路については、交通量を最大 30％減*2

とすることで、休日並みの良好な交通状況を目指す(TDM、料金施策による交通需要

調整等により実現)。 

 

【公共交通（鉄道）】 

公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現状と同程度の安全で円滑な

運行状況を目指す。 

 

 

 

 

 

  

首都高の通行台数（2018） 
 7 月平日平均   110.1 万台/日 
 
 7 月休日平均    88.7 万台/日 
 （日曜祝日） 
 大会同時期最大 117.7 万台/日 

＊3 ＊3 大会関係車両及びその他需要増を考慮し、大会同時期最
大交通量を休日平均並みにするには約 30%減が必要 

      ＊1「競技会場が集中」「道路・鉄道の混雑箇所を通過する
交通が多い」16 地区（図 14.8 参照） 

＊2 混雑時以外への時間変更や混雑箇所以外へのルート変
更を含む 
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１４−７ 交通需要マネジメント (TDM)  

ａ TDM の考え方 

大会の成功に向け、働きかけによる交通需要の低減が肝要であり、経済界・業界団体等

並びに東京都、国、組織委員会等、多様な主体が一体となった「2020TDM 推進プロジェ

クト*¹」を推進することが重要である。 

大会開催に伴う影響などについてご理解いただき、混雑の回避に向けた準備を進めてい

ただくため、更なるテレワーク、時差出勤、物流効率化などの導入と定着を促進していく

ことが重要である。 

大会に向けては、更に多くの企業・個人の協力が必要であり、入念な事前準備による都

心部や東京圏の広域における更なる交通量の低減、スムーズビズ*¹等の取組の戦略的な推

進、顧客との物流に関わる調整の促進が欠かせない。 

 

ａ−１ 推進中の主な取組 

ａ−１−１ 2020TDM 推進プロジェクトの推進（約 800 団体、約 49,400 社*²） 

東京都、内閣官房及び組織委員会が事務局となり、大会期間中の交通需要の低減を目指

すプロジェクトとして、2018 年 8 月 8 日に「2020TDM 推進プロジェクト」を立ち上げた。

同プロジェクトでは、主に以下の２つの取組を行う。 

① 東京 2020 公認プログラム*3 を活用した取組 

・業界団体による所属企業への取組促進（説明会の開催など） 

② 企業の参画を促す取組 

・協力企業の募集、企業名公表 

・大会に向けた準備に役立つ情報、各種情報の提供 

 

  ａ−１−２ 企業説明会等の開催 

大会時の交通状況についての理解や混雑回避に向けた確実な準備の実施を促すため、業

界団体等の協力を得ながら企業向けの説明会や個別コンサルティングを、オンライン等を

活用して実施。あわせて、ウェブコンテンツを拡充する。 

①説明会（延べ約 5,400 社、約 6,900 名参加*２） 

・企業向け説明会で大会時の交通の見通しや交通対策などを説明 

②業界団体等説明会（延べ約 160 団体、約 11,900 名参加*２ ） 

・荷主となる業種（製造、小売・卸）や物流事業者等の業界団体が開催する説明会や

研修会に参画 

・業態ごとに考えられる大会期間中の影響を周知 

③イベントにおける情報発信（3 回開催、延べ約 1,000 名参加*２） 

・先進的な取組を行っている企業が登壇し、自社の業務内容に即した取組を発信（2019

年 5 月 29 日、7 月 1 日、11 月 18 日） 

なお、新型コロナウイルス感染症を含めた社会経済状況の変化を踏まえ、オンライン説

明会等、開催方法について工夫を行う。 

 

 

 

＊1 東京都は新しいワークスタイルや企業活動の東京モデルを「スムーズビズ」とし、東京 2020 大会の交通混雑緩和に資す
る交通需要マネジメント（ＴＤＭ）とテレワークや時差 Biz などの取組を一体的に推進している。 
＊2 2020 年 12 月末現在 
＊3 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・レガシー創
出に向けたアクションが実施できる仕組みの一つ 
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企業の担当者等とのコミュニケーションを行う中で得られる対策への意見や、取り組む

上での課題等を踏まえ、適宜取組内容の見直し・改善を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.3 説明会での主な意見等      図 14.4 取組拡大・深度化のための方策（例） 

 

ａ−２ ２０１９年夏の試行概要 

  ＴＤＭ等による交通量低減効果を把握し、大会時の計画に反映するため、２０１９年

夏の試行を実施（試行の実施内容、結果については「【参考】２０１９年夏の試行」参照）。

試行を通じて得られた知見は以下の通り。 

  

ａ−２−１ 目標達成に向けては更なる交通量低減が必要 

・各企業の取組（アンケートに回答した企業のうち 32％が人の流れ、15％が物の流れに

関わる取組を実施）により、道路交通は一定程度減少。目標達成に向けては更なる交

通量低減が必要 

・鉄道もピーク時を中心に利用者が減少 

・「今回実施」「取組を予定」「検討中」と大会に向けた準備を行う企業が多数存在 

 

ａ−２−２ 物流に関する取組加速が必要 

・物の流れに関するメニューに取り組んだ企業の割合は人の流れに関するメニューと比

較して少ない。交通量低減に向けて、取組加速が必要 

 

ａ−２−３ 大企業では１社あたりの取組人数の増加、中小企業では取組企業の拡大が必要 

・大規模事業所では、時差出勤やテレワークへの１事業所あたりの取組人数の割合が中

小規模の事業所と比較して小さい 

・中小規模の事業所では、取組を行った企業の割合が大規模事業所と比較して小さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 14.5 試行期間中の取組割合（企業アンケート＊4） 
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図 14.6 従業者 10 人あたりの取組人数（企業アンケート＊4） 

 

 

 

ｂ TDM の実施方針 

TDM 推進にあたっては、働き方改革の実現、事業継続、感染症対策としても有効な接触
機会を減らす物流の取組など、より望ましい企業活動のあり方や新たな日常における生活
習慣の視点も重視していく必要がある。 

特に、テレワークの進展により、個人の消費活動が住宅に近いところで活発になる傾向
にあることから、人や物の移動に変化が出ている。TDM の呼びかけについては、こうした
変化に対応した内容としていく。 

また、テレワークや時差出勤等については、引き続きその普及及び定着に向け働きかけ
を進めていく。 

 
ｂ−１ 入念な事前準備による更なる交通量の低減 

より多くの企業に TDM の必要性を理解し協力していただくための様々な準備と取組を

更に推進し、着実な交通量低減を図る。 

①働き方改革や物流効率化など既存の施策、感染症対策として接触機会を減らす等の取

組と連携し、関係省庁と一体となった取組の推進 

・大会期間中の混雑回避に取り組むことは、社員等のライフ・ワーク・バランスの実

現、ドライバー不足、緊急時の事業継続の確保等、各企業が抱える問題や社会的な

問題の解決に貢献する。 

・テレワーク・デイズをはじめとした、大会期間中のテレワーク実施の働きかけや、

関係省庁とも連携したベストプラクティスの紹介、先駆的な取組への後押し等によ

り、人の流れを抑制するとともに、物流事業者・荷主等に対する大会本番に向けた

働きかけを加速する。 

②企業活動に与える影響の見える化 

・企業が、企業活動への影響把握や、大会時に発生しうる混雑の回避策などの立案に

活用することを目的として、交通対策を行わない場合の大会輸送に関わる影響度を

示したマップ（道路、鉄道、会場周辺）を提供している。 

・企業内での意思決定や顧客との円滑な調整に役立てられるよう、拠点ごとに受ける

影響等を抽出・集計する機能を追加。 

 

＊4 企業の総務担当者、物流担当者に試行期間中（7/22～9/6）の取組状況等についてアンケート調査を実施（人の動き：
2,387 事業所、物の動き：1,484 事業所が回答） 
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図 14.7 大会輸送影響度マップの一例 

競技会場等周辺 

高速道路・一般

鉄道（駅間・駅） 
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③交通需要の効果的な低減に向けた重点取組地区での働きかけの継続 

・「競技会場等が集中」、「道路・鉄道の混雑箇所を通過する交通が多い」16 地区にお

いて、地区別の特徴を捉えて、交通需要の効果的な分散・抑制を図る。 

・このため、道路交通については交通量の 30 ％の低減（混雑時以外への時間変更や

混雑箇所以外へのルート変更を含む）、公共交通についてはピーク時の需要分散の

実現に向け、ウェブコンテンツの拡充や企業向けオンライン説明会などを継続的に

実施し、重点取組地区内に事業所がある企業や取引先がある企業にも、テレワーク、

時差出勤などの取組継続の働きかけをしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.8 重点取組地区（16 地区） 

④行楽地への移動に向けた時間やルートの変更等の呼びかけ 

・例えば休日の高速道路における混雑しやすい路線、時間帯などの混雑情報を提供

する。 

・出発時間、ルートや目的地の変更など分散を呼びかける。 

 

ｂ−２ スムーズビズ等の取組の戦略的な推進 

企業及び個人の混雑回避に向けた行動の必要性についての理解や、具体的な行動を促す

ため、スムーズビズ等の取組を戦略的に推進し、効率的・効果的な TDM 広報を実践して

いく。 

①新型コロナウイルス感染症や企業・経済活動の状況の変化に合わせた企業とのコミュ

ニケーションの確保 

② コロナ禍での企業の有効な取組事例の紹介 

③ 新たな日常における生活習慣の定着・継続に向けた、中小企業や個人への働きかけ 

 

 

 

 

 

 

図 14.9 説明会の様子      図 14.10 個別コンサルティング     図 14.11  

（2018 年度）            の様子（2018 年度）      ハンドブックの提供 
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図 14.12 企業活動に伴う移動の種類と取組の方向性 

 

     【都庁 2020 アクションプラン】の取組 

・企業等の交通混雑緩和に向けた取組を推進するためには、まず、都庁自らが取り組むこ

とが重要であり、2019 年 4 月に「都庁 2020 アクションプラン」として取組内容を取りま

とめた。2019 年夏には、大会時を想定してアクションプランの取組を実施し、取組の実績

や課題等を踏まえ、大会時の着実な実施に向けて、具体の推進策を取りまとめ、11 月に

「都庁 2020 アクションプラン」を更新した。これらの都庁の取組を企業や自治体等に示

し、アクションプランの作成、交通混雑緩和に向けた取組の実施を働きかけていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 14.13 都庁 2020 アクションプラン～2019 年の取組実績～（抜粋） 

  

公共交通

交通手段

道路（車）

人
(従業員・顧客・関係者等)

移動の主体

物資
(商品・備品・書類等）

通勤

移動の種類

会議・打合せ・商談
私事（買物、レジャー等）

荷物発送（発荷主）
荷物受取（着荷主）
荷物運搬（物流業）

移動の量・回数
を減らす

取組の方向性

移動の時期・時間
をずらす

移動の場所・ルート
を変える
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１４−８ 接触機会の低減など、更なる物流の効率化に向けた取組 

物流についてはサプライチェーン全体での協力が必要であり、業種や業態毎の特性にも

配慮するとともに、大会物流による影響も考慮しながら、発・着荷主、物流業も含めて、

さまざまな規模の企業の物流効率化、走行台数の低減に向けた取組を推進していく。 

さらに、大会に向け接触機会を減らしつつ効率化を図るとともに、感染症対策を進める

中での企業の対応策を支援していく。 

①サプライチェーンに連なる様々な関係者の一体的な取組の推進 

②物流効率化や走行台数の低減のきっかけとなる各種方策の展開 

 

a これまでの取組推進について 

物流に関わる事業者からのご意見を、2020TDM 推進プロジェクトのホームページで随

時受付けてきた。また、見落とされがちな備品・コピー用紙といったものや、ゴミなどの

静脈物流についての TDM の取組についても働きかけてきた。 

また、スムーズビズ（東京都が新しいワークスタイルや企業活動の東京モデルとして、

TDM とテレワークや時差ビズなどの取組を一体的に推進している取組）のイベントなど

で、先進的な取組をしている企業の事例紹介を交えながら、物流に関する TDM の取組を

企業に向けて呼びかけてきた 

物流関連の業界団体と連携してサプライチェーンに関わる企業向けに、大会時の TDM

の取組推進に向けた説明会を実施してきた。企業との個別の意見交換もしてきた。 

 

【荷主企業や物流事業者等へのヒアリング結果（例）】 

時間指定、リードタイムの緩和 

・時間指定や翌日納品で慣習化している部分がある 

・輸出入で、複数の海外取引先があるが、前後半年～3 か月をかけて少しずつコンテナ

量を調整すれば大会中の量を減らせる可能性がある 

・小ロットのものを多頻度で配達しているが、在庫スペースがあれば頻度を減らせる可

能性がある 

届け先での滞在時間の短縮など 

・⾧時間待機、付帯作業、立ち合い検品などドライバーが届け先に⾧時間滞在し、結果

として走行台数が増え、空車の時間も増えている 

・搬入・搬出の時間が読めるようになれば、車両が減らせる可能性がある 

企業連携、共同物流の促進 

・トラックの積載スペースが余っていることがある。プラットフォーム作りや連携の呼

びかけができると良い 

・温度指定が同じ軽いものと重いものを混載する等、他の企業と共同で取り組むメリッ

トがある                ＜物流関連企業ヒアリング等より＞ 

 

【物流に関する取組メニュー（例）】 

量・回数を減らす  ：まとめ納品・発注、リードタイム延⾧、積載効率アップ等 

時期・時間をずらす ：納品時期変更、夜間配送、時間指定変更（オフピーク）等  

場所・ルートを変える：影響が大きいエリアを回避した走行ルートの設定等 
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さらに、中小企業・商店に対し、物流に関する TDM の取組を丁寧に発信していくた 

め、令和 2 年 1 月に国、経済団体、士業団体、東京都及び組織委員会などより構成される 

2020 物流 TDM 実行協議会を発足した。 

 当協議会では、物流 TDM について、業種業態別の実態に合った取組内容・周知方法な

どを議論し、周知物を活用した首都圏内全域の中小企業・商店街向け広報や問合せ対応な 

ど、経営者や商店主等に対する周知活動を行ってきた。 

 

 b 民間企業の取組状況や意向について 

【2019 年夏の試行 アンケートから分かる取組意向】 

2019 年夏の試行では、テレワークや時差出勤など、人の流れに関する取組を実施した企

業が多い。一方、物の流れに関しては、取組に着手している企業が少なく、数％に留まっ

ているが、「大会までに取組予定」との回答が多いことは今後の伸びしろと期待できる。 

図 14.14 企業向けアンケート結果 

【企業の取組事例】 

（加工食品）A 社 

・混雑や規制を避けたコース、日時で配送を工夫 

・翌々日納品で翌日納品よりもリードタイムを⾧くとることで効率的かつ確実な配送 

・簡素な検品レスを進めることで荷役作業の省力化を図り、ドライバーの負担を軽減し納

品時間を短縮することで、より効率的な配送を実施 

 

（建設）B 社 

・3 つのモデル現場で独自のアクションプランを作成 

・資機材搬入と発生土搬出の大型ダンプを兼用して工事車両を削減 

・搬入出車両の 50%を昼間オフピーク時に時間帯変更 

・ORN を避けた車両動線への変更 

 

（飲料）C 社 

・夏は物資の移動が増える時期であるが、大会期間中は 3 割以上の分散及び削減を目指す 

・原材料の一部や輸入商品の受け入れ時期の前倒しにより約 6%の削減 

・原材料の都内配送センターへの配送等をピーク時間帯以外へ変更し、約 29%の分散 
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   【コロナ禍の影響（関係団体・企業等へのヒアリング結果（例））】 

   （製造業・メーカー等） 

    ・いずれの中小企業もコロナの打撃を受けているが、業種や商品、地域により影響があ

る。 

    ・コロナ禍では、主力商品に絞って生産ラインの稼働を上げ、在庫を余分にストックし 

た。 

 

   （商店街、小売業） 

    ・立地・業種により売上の切迫具合に差はあるが、商店街全体として大きな打撃を受け 

ている。 

    ・首都圏では国内需要がコロナ前の約 7 割に落ち込んでいる。更に新宿や銀座では、イ 

ンバウンド需要がほぼゼロであり、その影響が大きい。 

 

   （卸売業） 

    ・コロナ禍で、スーパーやドラッグストアの売上は好調だが、都心のコンビニは落ち込 

んだ。需要によって 2t 車を 4t 車にする等の調整はあるが、曜日・ルートのシステム 

は変わらない。 

    ・コロナ禍で最悪の時は、荷物が半分でも車両数は変わらず、積載効率は半分以下にな 

っていた。 

 

   （物流業界） 

    ・オフィス街の BtoB の荷物が減り、住宅地向けの BtoC 物流が増えた。 

    ・メーカーが翌日配送サービスを見直すなど、コロナを契機に一部平準化が進んでい

る。 

 

c 今後の進め方 

  コロナ禍の社会的・経済的影響を踏まえ、以下のポイントに留意して、企業・商店・ 

 宅配事業者等に物流に関する取組の検討を働きかけていく。 

 ①物流でも「接触機会を減らす」をキーワードに効率化を図る 

 ②コロナを契機に大会も乗り切れる体制づくりを支援する 

 ③新たな日常における物流面でのレガシーを検討する 

 

【荷主企業の更なる理解促進】 

サプライチェーン全体での大会期間中の物流効率化を図るため、荷主企業へリード

タイムの緩和など理解を求めていく。 

業界団体や関係省庁と連携し、荷主向けに大会期間中の物流に関する TDM への取

組についての依頼文を発出するなど、取組を進めていく。 

会場周辺エリアや業種に即した広報物などを作成・活用し、荷主の実態に合ったきめ

細かな周知活動を図っていく。 
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【物流事業者の取組支援】 

関係省庁と一体となり、ベストプラクティスの紹介、先駆的な取組への後押しを促進

していく。また、行政用地の活用、地域別共同配送の実施や、大会期間中の交通混雑を

加味した経路検索ができるツール提供の検討を進めていく。 

 

【業界団体と連携した取組】 

業界団体と連携しながら、TDM 説明会の実施、最新情報の提供を継続していく。今

後も引き続き連携しながら、各業界や企業の、より具体的な取組推進の支援をしていく。 

 

【中小企業の取組支援】 

中小の荷主・配送事業者に大会に向けた対策を知ってもらうことから始める。TDM

の取組の必要性への理解を得ながら、各企業に合った取組を計画・実施しやすくなるよ

うなツールや、顧問先の士業の協力も得て、気軽に利用してもらえる勉強会や個別相談

を実施していく。 

 

【物流効率化や走行台数の低減のきっかけとなるその他方策の展開】 

大会期間中の物流車両の交通量低減、混雑緩和等に向け、有効な方策を積極的かつ総

合的に展開していく。商店街における物流効率化の試行など、大会のレガシーを見据え

た取組を進めていく。 
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１４−９ 大会時の工事調整 

 東京 2020 大会期間中の交通混雑緩和に向け、工事調整を進め、路上工事によるボトルネック

を回避するとともに、工事から発生する車両を削減することが重要である。 

 そこで、都庁発注工事の調整に関する取組方針を策定し、道路や港湾・上下水道等の都庁各局

工事を調整するともに、公共や民間工事の発注者、工事受注者に対して、広く工事調整への協力

を依頼していく。 

 

a 都庁発注工事の調整に関する取組方針（2021.1 版） 

その年に必要な工事を着実に実施することを前提に、発注時期の調整や工事車両の出入り

調整等の取組を実施する。工事調整の取組が必要なエリアを細分化し、対象地域における工

事調整の取組をきめ細かく設定している。また、競技会場に近接した建設発生土受入施設の

昼間受入を中止するなど、工事調整の取組を進めている。 
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【工事調整の手法】 

 ○工事発注時期の調整 

 ○工事の一時休止 

 ○工事車両の出入り調整 

  ・朝夕ピーク時間、競技会場周辺は競技前 3 時間から競技後１～2 時間を避ける 

  ・資材等の搬入を前倒しし、大会期間中の搬入回数を削減する 

  ・廃材等を集約し、大会期間中の搬出回数を削減する 等 

 ○工事を夜間に実施・振替 

 ○混雑回避（高速道路や大会関係地域を通行しない等） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.19 対象地域と取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.15 対象地域と取組 

（「東京 2020 大会開催時における都庁発注工事の調整に関する取組方針（2021.1 版）」より） 

 

b 工事発注者（公共・民間）や受注者への工事調整の協力依頼 

都庁発注工事の調整に関する取組方針（2021.1 版）を基に、広く工事発注者（公共・民間）

や工事受注者へ工事調整の協力を依頼している。競技会場周辺の道路では、路上工事（道路

占用工事等）に伴う車線規制による混雑を回避するため、会場ごとの交通規制等を行う範囲

に合せ、路上工事を控えてほしい路線やエリア、時間等を示すとともに、大会ルート、練習

会場ルート、聖火リレールート等についても、路上工事の抑制を依頼している。 
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１４−１０ 料金施策による交通需要調整 

ａ 料金施策の考え方 

TDM により交通需要が減少した場合においても首都高速道路の交通量は減り難い傾向に

あること、大会関係車両やその他大会に伴って発生する追加的交通により交通量が増加する

こと、約 1 か月に及ぶ大会期間中に交通需要の低減・分散の継続が必要であることなどを踏

まえると、首都高速道路において休日並みの良好な交通状況を目指すためには、流動性確保

に向けた追加対策が必要である。 

追加対策としては、ナンバープレート規制や HOV レーンなども挙げられるが、首都高速

道路の構造的な問題（片側２車線など）等が存在するため、既存 ETC システムが活用可能な

料金施策による交通需要調整が適当と考えられる。 

料金施策による交通需要調整の内容は、首都高速道路の流動を確保する効果、TSM など交

通規制を行う強度と影響、一般道での交通渋滞の発生などの影響、さらには料金の経済的負

担の度合いの観点などを考慮することが重要である。 

 

ｂ 料金施策の実施方針 

大会時の交通需要が例年並みとなる見通しや、日ごとの交通状況のばらつきを安定的かつ

継続的に抑える必要性から、料金施策による交通需要調整はこれまでと同様に必要である。 

東京圏の ORN/PRN の基幹をなす首都高速道路について、大会時の交通需要増への対応や、

期間中を通じた TDM の効果継続の観点などから、夜間割引を行うとともに、日中の時間帯

の料金上乗せを実施し、車両の分散利用を促す。なお、料金上乗せに伴う収入と、夜間割引

の実施や料金システム改修等にかかる費用などが均衡するように検討する。  

① 大会輸送の円滑化 ⇒ 大会期間中に限定して適用 

・2021 年 7 月 19 日（月）～8 月 9 日（月・祝）、8 月 24 日（火）～9 月 5 日（日）

の 35 日を対象に以下の施策を適用 

② 夜間割引の導入による交通シフトを促進 

・ETC 搭載車両を対象に夜間半額割引（首都高速道路全線） 

③料金上乗せは、昼間時間帯においてマイカー等に対して実施 

・都市活動の安定との両立の観点から、他の交通への転換が困難な公共交通、物流車

両、障がい者（身体・知的・精神障がい者）、福祉車両（社会福祉事業（第一種、第

二種）の用にもっぱら供する車両等）等は対象外 

・TDM によって道路交通全体の需要が削減された状況において一般道から首都高へ

の転換を抑制するため、ETC 搭載の有無にかかわらず、マイカー等を対象に都内区

間において 1,000 円を上乗せ 

図 14.16 料金施策による夜間割引と料金上乗せ 
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１４−１１ 交通システムマネジメント (TSM)  

ａ TSM の考え方 

東京 2020 大会の ORN/PRN においては、過去大会で導入されている大会専用レーンを

高速道路へ導入すると、一般交通への影響が非常に大きくなり、大会関係車両にも影響が

及ぶことが確認された。 

このため、TDM により交通量が低減された状況下において、交通量のピーク時間帯を中

心に、状況に合わせた各種対策を柔軟に実施することにより、交通需要の時間的・空間的

な集中を緩和し、ORN/PRN の円滑な交通状況を維持する。 

TDM による交通量低減が少ない状況下では、TSM の流入調整等による影響が大きい

ため、大会関係者及び観客の安全で円滑な輸送と物流を含めた都市活動の安定を図るため

には、TDM によるベース交通量の低減が必須である。 

 

ｂ TSM の実施方針 

コロナ禍の交通量が抑えられた状況下でも、ピーク時等に一部で渋滞が発生しており、

今後の見通し等を踏まえても、これまでと同様、TDM と料金施策による交通需要調整に

加え、状況に応じた TSM による交通量の管理が必要である。 

ORN/PRN の円滑な交通状況を維持するため、レギュラー時、イレギュラー時のそれぞ

れの状況に応じて高速道路及び一般道において適切な交通対策を行う。 

①レギュラー時の対応 

レギュラー時は、一般交通への影響を最小限としながら ORN/PRN の円滑な交通状況

を維持するための対策を行う。 

具体的には、高速道路においては、都心方向へ向かう経路上の本線料金所での開放レ

ーン数の制限による通行制限や、ORN/PRN 上の混雑を解消するために効果的な入口の

閉鎖等により、交通状況に応じた必要量の流入調整を機動的に実施する。 

また、一般道においては、大会専用レーン・優先レーンの設定、駐車対策、信号調整、

会場周辺での車両通行禁止等を現地の状況を踏まえ実施する。（詳細は 9-6 会場周辺対

策を参照） 

 
図 14.17 TSM による流入調整の役割イメージ 
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図 14.18 TSM のイメージ 

 

ORN/PRN のうち、専用レーン、優先レーンでは、交通規制を示すために都県公安委

員会によって規制標識、規制標示が設置される。また、規制区間を明確にし、交通の安

全に資することを目的に組織委員会によって通行帯の中央部分に実線または破線の路面

表示が設置される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.19  ORN/PRN 上に設置する規制標識・規制標示・路面表示の一覧 
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図 14.20  専用レーン/優先レーンにおける規制標識、規制標示、路面表示の設置イメージ図 

 

②イレギュラー時の対応 

事故、自然災害等に伴う交通容量低下などのイレギュラー時においては、事故等の個々

の事象に応じた効果的な対策により、ORN/PRN への影響を最小限に抑える。 

具体的には、レギュラー時の対応の強化に加え、ORN/PRN の上流部における本線車

線規制、区間通行止、高速道路 JCT 部での方向別規制等を、事象の内容や程度に応じて

実施する。 

イレギュラー対応による周辺交通への影響軽減及び対応余力の確保のため、TDM に

より交通量を低減し、レギュラー時における交通規制実施の必要性を少なくする。 

 

ｃ TSM の運用 

ORN/PRN の円滑な交通状況を維持するため、交通状況に応じて高速道路及び一般道に

おいて適切な交通対策を行う。 

東京圏の高速道路における TSM の実施内容は以下の通りである。ただし、状況に応じ

て実施内容を変更する可能性がある。 

 

・実施内容 

図 14.21～29、表 14.1～3 のとおり、本線料金所から都心方向に流入する車両の通行制

限、交通状況により入口閉鎖、本線車線規制、高速道路 JCT 部での方向別規制等を実施す

る。 

事故等により、上記で対応できない交通混雑の発生が予想される場合には、追加で必要

な交通対策を実施する。 
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ｄ 高速道路におけるＴＳＭ実施箇所図 

 
 

図 14.21 高速道路におけるＴＳＭ実施箇所概略図（東京圏） 
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ｄ−１ オリンピック期間の高速道路におけるＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都心） 

 
図 14.22 オリンピック期間のＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都心） 
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ｄ−２ オリンピック期間の高速道路におけるＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都北部及び埼玉県） 

 
図 14.23 オリンピック期間のＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都北部及び埼玉県） 
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ｄ−３ オリンピック期間の高速道路におけるＴＳＭ実施箇所詳細図（千葉県） 

  
図 14.24  オリンピック期間のＴＳＭ実施箇所詳細図（千葉県） 
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ｄ−４ オリンピック期間の高速道路におけるＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都西部及び神奈川県） 

 
図 14.25  オリンピック期間のＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都西部及び神奈川県） 
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ｄ−５ パラリンピック期間の高速道路におけるＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都心） 

 
 図 14.26  パラリンピック期間のＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都心） 
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ｄ−６ パラリンピック期間の高速道路におけるＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都北部及び埼玉県） 

 
図 14.27 パラリンピック期間のＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都北部及び埼玉県） 
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ｄ−７ パラリンピック期間の高速道路におけるＴＳＭ実施箇所詳細図（千葉県） 

 
図 14.28 パラリンピック期間のＴＳＭ実施箇所詳細図（千葉県）  
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ｄ−８ パラリンピック期間の高速道路におけるＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都西部及び神奈川県） 

 
図 14.29 パラリンピック期間のＴＳＭ実施箇所詳細図（東京都西部および神奈川県）
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ｅ TSM 実施箇所一覧 

ｅ−１ 高速道路本線料金所 

 

表 14.1 ＴＳＭ実施箇所一覧（本線料金所） 

 
 

ｅ−２ 高速道路の入口 

 

表 14.2 ＴＳＭ実施箇所一覧（入口） 

 
 

実施箇所 規制内容 規制時間

首都高 6号三郷線 上り 八潮本線料金所 レーン数の制限 終日

首都高 7号小松川線 上り 錦糸町本線料金所 レーン数の制限 終日

首都高 川口線 上り 川口本線料金所 レーン数の制限 終日

首都高 湾岸線 東行き 湾岸浮島料金所 レーン数の制限 終日

首都高 湾岸線 東行き 鳥浜町本線料金所 レーン数の制限 終日

首都高 神奈川3号狩場線 上り 狩場本線料金所 レーン数の制限 終日

中央自動車道 上り 八王子本線料金所 レーン数の制限 終日

東名高速道路 上り 東京料金所 レーン数の制限 終日

東北自動車道 上り 浦和本線料金所 レーン数の制限 終日

常磐自動車道 上り 三郷本線料金所 レーン数の制限 終日

第三京浜道路 上り 玉川料金所 レーン数の制限 終日

首都高 神奈川7号横浜北西線 上り 横浜青葉本線料金所 レーン数の制限 交通状況に応じて

首都高 神奈川7号横浜北線 上り 横浜港北料金所 レーン数の制限 交通状況に応じて

京葉道路 下り 千葉西料金所 レーン数の制限 交通状況に応じて※

東関東自動車道 下り 宮野木料金所 レーン数の制限 交通状況に応じて

※千葉西料金所における交通状況に応じたレーン数の制限については、サーフィン競技終了までの対策とする。

方向路線
ＴＳＭ実施内容

実施箇所 規制内容 規制時間

首都高 4号新宿線 上り 外苑 入口 入口閉鎖 終日

首都高 4号新宿線 下り 外苑 入口 入口閉鎖 終日

首都高 10号晴海線 下り 晴海 入口 入口閉鎖 終日

首都高 埼玉新都心線 上り 新都心 入口 入口閉鎖 終日※

首都高 都心環状線 内回り 芝公園 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 内回り 飯倉 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 内回り 神田橋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 内回り 宝町 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 外回り 芝公園 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 外回り 神田橋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 外回り 汐留 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 1号上野線 上り 入谷 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 2号目黒線 上り 天現寺 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 2号目黒線 上り 荏原 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 2号目黒線 上り 戸越 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 3号渋谷線 上り 三軒茶屋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 3号渋谷線 上り 用賀 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 3号渋谷線 下り 池尻 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

※新都心入口における終日入口閉鎖については、オリンピック期間中のみの対策とする。

路線 方向
ＴＳＭ実施内容
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実施箇所 規制内容 規制時間

首都高 4号新宿線 上り 幡ヶ谷 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 4号新宿線 上り 永福 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 4号新宿線 上り 高井戸 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 4号新宿線 下り 初台 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 4号新宿線 下り 永福 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 西神田 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 護国寺 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上下 東池袋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 北池袋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 中台 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 高島平 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 戸田南 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 下り 飯田橋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 下り 戸田 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号向島線 上下 箱崎 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号向島線 上下 浜町 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号三郷線 上下 加平 入口（環七内回り） 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号三郷線 上下 加平 入口（環七外回り） 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号三郷線 上り 八潮南 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 川口線 上り 鹿浜橋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 川口線 上り 新郷 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 川口線 上り 安行 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内回り 西池袋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 外回り 高松 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 埼玉大宮線 上り 与野 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 東行き 大井 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 東行き 磯子 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 東行き 杉田 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 西行き 浦安 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 西行き 千鳥町 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川1号横羽線 上り 大師 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川1号横羽線 上り 子安 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川1号横羽線 上り 東神奈川 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川2号三ツ沢線 上り 横浜駅西口 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川3号狩場線 上り 花之木 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川3号狩場線 上り 永田 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川7号横浜北線 上り 岸谷生麦 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

中央自動車道 上り 八王子IC（国道16号内回り） 入口閉鎖 交通状況に応じて

中央自動車道 上り 八王子IC（国道16号外回り） 入口閉鎖 交通状況に応じて

中央自動車道 下り 府中スマートIC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 内回り 川口西IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 内回り 戸田西IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 内回り 和光北IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 草加IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 川口東IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 川口中央IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 外環浦和IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 戸田東IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

路線 方向
ＴＳＭ実施内容
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ｅ−３ 高速道路の本線上及びジャンクション 

 

表 14.3 ＴＳＭ実施箇所一覧（本線及びＪＣＴ） 

 

  

実施箇所 規制内容 規制時間

東京外環自動車道 外回り 和光北IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道/関越自動車道 外回り/下り 大泉IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

関越自動車道 下り 練馬IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

関越自動車道 上下 所沢IC（国道463号東行き） 入口閉鎖 交通状況に応じて※

関越自動車道 上下 所沢IC（国道463号西行き） 入口閉鎖 交通状況に応じて※

関越自動車道 上下 川越IC（国道16号東行き） 入口閉鎖 交通状況に応じて※

関越自動車道 上下 川越IC（国道16号西行き） 入口閉鎖 交通状況に応じて※

京葉道路 上り 貝塚IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

京葉道路 上り 松ヶ丘IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

京葉道路 上り 蘇我IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

京葉道路 下り 穴川IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

ＴＳＭ実施内容
路線 方向

※練馬IC、所沢IC、川越ICにおける交通状況に応じた入口閉鎖については、オリンピック期間中のみの対策とする。

※所沢ICは、昼間帯を中心にレーン数を制限するほか、交通状況に応じて閉鎖する。

※貝塚IC、松ヶ丘IC、蘇我IC、穴川ICにおける交通状況に応じた入口閉鎖については、サーフィン競技終了までの対策とする。

実施箇所 規制内容 規制時間

中央自動車道 上り 調布IC手前 車線規制 交通状況に応じて

東京外環自動車道 内回り 戸田東IC手前 車線規制 交通状況に応じて※

関越自動車道 上り 鶴ヶ島IC手前 車線規制 交通状況に応じて※

首都高 都心環状線 外回り 浜崎橋JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 1号羽田線 上り 芝浦JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 6号向島線 上り 箱崎JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 東行き 東海JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内回り 板橋JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内回り 大井JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 外回り 熊野町JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 外回り 葛西JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内外 大橋JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内外 西新宿JCT 方向別規制 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 高谷JCT 方向別規制 交通状況に応じて

京葉道路 上り 千葉東JCT 方向別規制 交通状況に応じて※

京葉道路 上下 宮野木JCT 方向別規制 交通状況に応じて※

東関東自動車道 上り 成田JCT 方向別規制 交通状況に応じて

※戸田東IC手前における交通状況に応じた車線規制については、関係する競技の関係者輸送に影響しない範囲で実施する対策とする。

※鶴ヶ島IC手前における交通状況に応じた車線規制については、オリンピック期間中のみの対策とする。

※千葉東JCT、宮野木JCT(京葉道路下り)における交通状況に応じたJCT方向別規制については、サーフィン競技終了までの対策とする。

また、宮野木JCT(京葉道路上り)における交通状況に応じたJCT方向別規制については、サーフィン競技終了後より実施する対策とする。

路線 方向
ＴＳＭ実施内容
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１４−１２ 公共交通輸送マネジメント 

ａ 公共交通輸送マネジメントの考え方 

「①輸送力の確保」「②観客の需要分散・平準化」「③一般利用者の需要分散・抑制」の３つ

の施策を効果的に組み合わせ、安全・円滑な観客輸送を実現する。 

【大会期間中の実施目標】 

  公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現状と同程度の安全で 

  円滑な運行状況を目指す。 

【３つの施策】 

 ・「①輸送力の確保」については、混雑の激しい区間・時間帯を中心に、できる限り  

   の増発等による輸送力の増強を図る。 

 ・「②観客の需要分散・平準化」については、早期入場の呼びかけやラストマイルや   

   会場等における誘導などのオペレーションも含めた検討、準備を行う。 

 ・「③一般利用者の需要分散・抑制」については、企業や市民への働きかけや 

   重点取組地区における集中的な働きかけ等により、交通需要の低減や分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.30 ３つの施策の組合せイメージ 

【推進中の主な取組】 

 ①輸送力の確保 

  ・鉄道事業者と増発等について協議・調整、深夜輸送の基本的な考え方を公表 

  ・需要推計に基づき、大会時の具体的なダイヤ策定を鉄道事業者に依頼 

 ②観客の需要分散・平準化 

  ・テストイベントや大規模スポーツイベント等の事例を収集し、大会運営の 

   具体的なオペレーションの検討に反映 

 ③一般利用者の需要分散・抑制 

  ・企業や個人等の協力を得て、2019 年夏の試行を実施 

 

ｂ 公共交通輸送マネジメントの実施方針 

公共交通輸送マネジメントについては、これまでの交通状況や今後の見通し、さらには

需要回復等の変化への対応も考慮し、公共交通（鉄道）の輸送力の確保、観客の需要分散・

平準化、一般利用者の需要分散・抑制（TDM）をこれまでと同様に効果的に組み合わせ、

安全・円滑な観客輸送を実現することが必要である。 
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【各時間帯における３つの施策の組合せ等】 

①平日朝のピーク時間帯 

・１日を通じて最も需要の大きい時間帯であり、各路線において輸送力が最大に近い 

 状態で運用されているため、輸送力増強の余地が少ない。 

・この時間帯は、観客に比べ一般利用者が多いことから、一般利用者、特に朝の通勤需 

 要をターゲットとした需要分散・抑制（TDM）の取組が重要な時間帯である。 

・特に、混雑の激しい駅や路線等※については混雑情報の 積極的な情報発信等により、 

 引き続き重点取組地区等における取組を推進する。 

【朝の通勤需要をターゲットとした TDM の取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       図 14.31 大会輸送影響度マップ 

（7 月 31 日、朝 8 時～9 時） 

・鉄道利用者の多い時間帯であることから、観客に対しても混雑状況に関する情報発信、

朝のピーク時間帯を避けた来場の呼びかけ、混雑した電車に乗る際の注意事項の発信

などを実施し、需要の分散および混雑の緩和を図る。 

・観客の集中や時差通勤の影響により混雑が激しくなる区間等については、輸送力確保 

 についても調整していく。 

②昼時間帯などその他の時間帯 

・輸送力の増強等により大部分の混雑は解消されるものの、会場近傍など局所的な混雑 

 が残る一部の区間においては、会場ごとに観客の需要分散・平準化について更なる取 

 組を推進する。 

③３つの施策の効果を更に高めるため、効果的な情報発信を併せて行っていく。 

 

なお、公共交通においては、業界団体ガイドラインに基づき、車両の換気やマスク着用、

会話を控える等、乗客や従業員において新型コロナウイルス感染症対策に取り組むことが

重要である。 

 

※本稿では「東京 2020 大会の交通マネジメントに関する提言と解説」（2019 年 12 月策定）

の内容を中心に記載している 

 

※ 特に混雑の激しい駅や路線 

（詳細は大会輸送影響度マップを参照） 

・観客利用想定駅や競技会場近傍路線への乗換駅等 

・普段から混雑している路線や朝ラッシュ時間帯に 

観客需要が多く発生する路線等 
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１４−１３ 大会成功に向けた交通マネジメントの展開 

ａ 道路の交通マネジメント運用の考え方 

道路の交通マネジメントが適切に機能するためには、TDM、料金施策による交通需要調

整、TSM それぞれの施策が相互に連携しながら有効に機能し、全体で最大の機能を発揮し

ていくことが肝要である。 

中でも、交通マネジメントの基本的な施策である TDM による十分な交通量低減は、他

の施策が効果的に機能するためにも不可欠であることが、試行等からも明らかになってい

る。 

このため、TDM を基本としながら、大会期間中の交通量の増加等も想定されることか

ら、それに対応する料金施策による交通需要調整や、都市活動への影響、イレギュラー時

の対応も考慮した TSM を組み合わせた運用が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.32 道路の交通マネジメント運用の考え方 

 

ｂ 公共交通輸送マネジメントの展開 

公共交通輸送マネジメントでは、３つの施策の効果を高める情報発信が重要であり、混

雑する駅や区間、避けてほしい時間帯等の具体的な情報の提供に努める。また、IC 乗車券

の利用促進や駅案内サイン等により、円滑な旅客流動を確保することが重要である。 

このため、変動する需要を踏まえた柔軟なオペレーションの検討とともに、通常時及び

非常時における大会運営サイドと鉄道事業者など様々な主体間での大会情報や運行情報な

どの適切な情報共有、連絡を行う体制の確立が重要である。 

さらに、観客輸送に関連する広報（会場ごとのアクセス方法、深夜輸送等）や、臨海部

などの観客等が集中するエリアについて全体的な対策の検討が必要である。 

 

ｃ 交通マネジメントに関する広報戦略 

大会時における交通マネジメントの効果を高めていくためには、多くの企業や市民の理

解を得て、大会時の交通状況や協力のお願いをわかりやすく、きめ細やかに隅々まで伝え

ていく広報戦略が重要である。 
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①広報の対象、時期、テーマ、ツール等の戦略 

・協力いただく多くの企業、市民等に対し、大会までの時間軸や大会気運の高まりに

応じた有効なテーマ（内容）や影響を考慮したツール（ＴＶ、ポスター等）の選択 

②企業や市民等が自ら参加・協力・取組の意識を高められる工夫 

・大会の成功、円滑な輸送といった視点は勿論、企業や市民等自らが参加、協力して

いただける意識を高められる広報等の展開 

③交通マネジメントに関する、一体的でわかりやすい内容の周知と各種連携 

・協力いただきたい企業や市民等の目線に立った施策内容のわかりやすい広報、各種

広報内容（TDM、料金施策による交通需要調整、TSM 等）の連携 

なお、広報の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症を含めた社会経済状況の変

化を踏まえ、その内容や媒体、タイミング等について十分に配慮する。 

  

ｄ その他の交通マネジメント施策 

交通マネジメントの推進に併せ、会場周辺地域における駐車場対策などの交通対策や、

事故・自然災害時等の対策について検討を行い、あらゆる状況に合わせた入念な準備を実

施していく。また、輸送センター*におけるリアルタイムの交通状況把握や、状況に合わせ

た適切な情報発信等の対応ができる仕組みを構築する。 

①会場周辺地域等における対策 

・うろつき交通を抑制する駐車場予約制の導入、情報提供などの駐車場対策 

・通行規制エリア、迂回エリアなどの交通対策 

②事故・自然災害時等における対策 

・事故発生頻度を抑える交通事故防止対策 

・道路交通の代替ルート設定等の具体的対応 

③情報ツール、情報共有に関する事項 

・ORN/PRN の迂回の呼びかけや迂回案内を行う情報ツール 

・大会時の交通関連情報の収集、交通状況のモニタリング・情報共有体制の整備（輸

送センターの整備） 

 

 

  

*大会関係者や観客等の安全、円滑な輸送実現のための総合調整を行うセンターで、大会輸送に関する情報の集約、関
係機関（交通管理者・鉄道事業者等）との連携・情報共有、大会輸送や TDM に関する情報の発信、イレギュラー時
の対応等を行う。 
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【参考】２０１９年夏の試行 

１ 試行の実施期間 

 2019 年７月 22 日（月）～９月 6 日（金） 

 

２ 試行の実施内容 

大会一年前に、大会本番並みの目標を掲げ、交 

通混雑緩和に向けた取組の総合的なテストを実施 

 

  ａ ＴＤＭに関する試行 

  ・企業等への働きかけ、政府、都庁の取組 等 

 ｂ ＴＳＭに関する試行 

   ・高速道路の本線料金所流入調整、入口閉鎖 

   ・一般道路の交通対策（信号調整） 

 

＜ＴＳＭ実施内容＞ 

 ①実施日 

 ・2019 年 7 月 24 日（水）、7 月 26 日（金） 

②終日実施（0 時～24 時） 

 ・本線料金所流入調整 ：11 箇所 

 ・入口閉鎖      ： ４箇所 

③交通状況に応じて実施 

 ・入口閉鎖※  ：35 箇所(24 日)，33 箇所(26 日) 

 ・本線車線規制：  2 箇所(24 日)， 2 箇所(26 日)       ※最大の同時閉鎖箇所  

  

図 14.33 試行期間 

図 14.34 TSM 実施箇所（7 月 24 日（水）、７月 26 日（金）） 
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３ 試行の実施結果 

ａ 道路交通 

   ＜交通量の減少＞ 

   ・ＴＤＭの効果：首都高約 0.4％減、一般道約 4％減 

   ・ＴＤＭ＋ＴＳＭの効果：首都高約 7％減、一般道約 4％減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜渋滞の減少＞ 

・都心部の高速道路において、大幅に渋滞が削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.35 チャレンジウィークの交通量減少率（対前年同月同週同曜日） 

※国道 1 号、4 号、6 号、14 号、15 号、17 号、20 号、246 号、254 号の 15 地点の断面交通量の合計 

2018/7/25(水)17：00 [ 前年同曜日 ] 
2019/7/24(水)17：00 [ TDM+TSM ] 

図 14.36 TSM 実施日（7 月 24 日）における速度図（対前年同月同週同曜日） 

 



 

351 

 

ｂ 公共交通（鉄道） 

・16 の重点取組地区の合計で朝ピーク時間帯（８時台）の利用者数が対前年比約３％減

少し、その周辺の時間帯に分散 

・ピーク１時間の駅利用者数が減少したのは、7 月 24 日のみ。継続性が課題 

・特に先導的なＴＤＭの取組を行った日・地区においては大きく減少 

・一方、地区や日により利用者数の変化量には差が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.37 駅出場者数変化率（８時台） 
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１５ 車両の調達・管理・運用 
１５−１ 大会関係者輸送バス車両 

ａ 調達方法 

大会関係者に輸送サービスを提供するためのバス車両は、安全かつ円滑な運行を確保す

るため、各都道府県バス協会に加盟する事業者であることを条件とし、運転手と合わせて

調達する。 

 

ｂ 車種及び台数 

大会関係者の輸送に使用するバス車両は、観光バスタイプ、路線バスタイプ、ミニバスタ

イプの３種類を予定している。 

観光バスタイプは、主に選手やメディアを輸送する車両として検討している。 

路線バスタイプは、低床式であるため乗降が比較的容易であり、主にパラリンピックでの

活用を検討している。 

ミニバスタイプは、幅員の狭い道路を走行する際の有効な手段として、観光バスタイプを

補完する位置付けでの使用を想定している。 

バスの車両台数については、過去大会の状況等を踏まえ、１日当たり最大で 2,000 台必要

であると想定してきたが、今後はサービスレベルや車両・ドライバーの確保見込みなどを踏

まえ、精査していく。 

 

ｃ パラリンピック時の対応 

パラリンピック時には、車いすを使用する選手の輸送のため、リフト付き観光バスを使

用する。リフト付き観光バスは、車載のリフトを使用し、車いすのまま乗車することので

きる車両で、車いすの搭載台数は車両により異なる。 

また、低床であるため車いすの乗降が比較的容易な路線バスタイプも使用する。この車

両は、車載のスロープ板を使用することで、車いすのまま乗降することができる。車いす

は通常２台搭載することができる。 

 
  【参考】パラリンピック特有のニーズを踏まえたアクセシブル車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15.1 リフト付き観光バス車両      図 15.2 低床型路線バス車両 

・車載のリフトを使用して、車いすの
まま乗り込むことができる。 
・車両により、車いすの搭載台数は異
なる（1～8 台）。 

・車載のスロープ板を使用して、車いす
のまま乗り込むことができる。 
・車いすは 2 台まで搭載できるが、最新
型の車両については、4 台の搭載を検討
している。 
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ｄ 車両の管理 

国内のバス事業環境を考慮すると、数多くのバス事業者から調達することが想定され

るため、ドライバーとバスを一体的に運行管理できる体制を整え、円滑な運営を目指し

て準備を進めていく。 

引き続き、各ステークホルダーのニーズを踏まえつつ、バス事業者等との協議により、

具体的な使用方針を確定していく。 

大会関係者に輸送サービスを提供するための車両の管理については、デポにおいて、

日々の運行に支障がないよう万全な対応を図っていく。 

また、その運行状況を確認できるようにしておくことは、安全で円滑な輸送のために必

要であることから、車両の位置情報を把握するための機能や方策について検討を進める。 
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１５−２ 観客シャトルバス車両 

ａ 調達方法 

観客の輸送は、鉄道等の公共交通機関を利用して輸送することを原則とするが、競技会

場までの徒歩圏内に鉄道等の公共交通機関が無い場合や、最寄りの鉄道駅だけでは、輸送

力が不足する場合は、近隣の鉄道駅から各競技会場まで、また、パーク＆バスライドの駐

車場から各競技会場までの間で観客シャトルバスを運行する。 

観客シャトルバスの車両は、安全かつ円滑な運行を確保するため、各都道府県バス協会

に加盟する事業者であることを条件とし、運転手と合わせて調達する。 

東京 2020 大会では、観客シャトルバスを 15 会場で運行する。そのうち、宮城スタジア

ム、福島あづま球場、茨城カシマスタジアム、埼玉スタジアム 2〇〇2、霞ヶ関カンツリー

倶楽部、陸上自衛隊朝霞訓練場、釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ、伊豆ベロドローム、伊豆

マウンテンバイクコース、富士スピードウェイの 10 会場については、組織委員会が、旅行

会社と業務委託契約を締結し、契約後は旅行会社がバス会社からバスを調達し、バスを運

行する。10 会場のうち、8 会場においては、地域特性及び競技特性、鉄道の輸送力等を考

慮し、パーク＆バスライドを実施する。また、札幌ドーム、東京スタジアム、海の森水上

競技場、海の森クロスカントリーコース、馬事公苑の 5 会場は、地元バス事業者が既存路

線による増便対応などによりバスを運行する。なお、既存バス路線を活用する会場につい

ては、地元バス事業者と大会への協力に関する文書を取り交わした。 

大会の延期に伴い、延期前に調達した観客シャトルバス車両については、仮契約を行っ

ていた全ての車両のキャンセル手続きを行った。その後、2020 年 9 月末までに、バスの再

調達に向けて、旅行会社との変更契約を締結し、旅行会社を通じてバス事業者との再交渉

を開始した。 

 

ｂ 車種及び台数 

観客シャトルバスに使用する車両は、路線バスタイプ、観光バスタイプの２種類を予定

している。 

路線バスタイプは、乗車定員が多いため、比較的短距離の輸送を中心に使用するほか、

乗降口が２箇所あり、低床式であるため、観光バスタイプに比べて乗降が容易であり、更

には車いすを固定することが可能であることから、アクセシビリティに配慮が必要な観客

の輸送も含めた使用を検討している。 

観光バスタイプは、⾧時間の移動を要する場合、また経路上で高速道路を経由するルー

トでの輸送を中心に使用することを検討している。 

バスの必要車両台数については、2020 年 10 月時点での試算で、１日当たり最大で 1,100

台と想定しているが、今後も車両・ドライバーの確保見込みなどを踏まえながら、精査し

ていく。 

 

ｃ 車両の管理 

観客シャトルバス車両の管理については、大会関係者用バスとは異なり、デポを設置せ

ず、運行管理は各バス事業者が運行管理を行い、会場ごとの観客シャトルバスの運行統括

は組織委員会が契約した旅行会社が行うことによって、一体的かつ円滑な運営を進めてい

く。 
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１５−３ フリート車両 

a 調達方法 

大会関係者輸送に使用する車両について、ワールドワイドパートナーであるトヨタ自動車

株式会社（以下、「トヨタ」という。）より、新車をリース方式（調整中）で有償で提供を受

ける。 

ただし、ステークホルダーが車両の費用を負担するレートカード車両に関しては、トヨタ

の関連会社であるトヨタモビリティサービス株式会社から、既存車両で提供を受ける。 

 

b 台数及び車種 

開催都市契約運営要件、輸送に関する大会のゲームズガイド、各ステークホルダーから

のニーズ等を踏まえ、現時点ではオリンピックでは約３，５００台、パラリンピックでは

約１，６００台の車両を使用する予定である。台数については、今後の状況の変化により

変動する場合がある。 

車種については、セダン・ミニバンを基本として、一部商用車等を使用する予定である。 

また環境負荷の少ない輸送の推進を目指して、低燃費・低公害車両を積極的に利用し、

燃料電池自動車(FCV)を利用する予定である。 

 

ｃ パラリンピック時の対応 

車いすを使用するステークホルダーのニーズに合わせて、アクセシブル車両の提供を行

う。アクセシブル車両は、図 15.3 のように車いす使用者が座席に乗り移れるように座席が

スライドする機能と、図 15.4 のように車載のスロープを使用し、車いすのまま車両に乗り

込むことのできる機能の、２つの機能を兼ね備えた車両を提供する。 
 

【参考】パラリンピック特有のニーズを踏まえたアクセシブル車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15.3 座席のスライド          図 15.4 スロープ 
 

写真の車両は、ノア／ヴォクシー 2WAY アクセシブル 2020 エディション 

 

  

＝ 

車いす使用者が座席に乗り換える場合： 
 最大 4 名＋車いす使用者 1 名（乗り換え） 

車いすのまま乗り込む場合： 
 最大 4 名＋車いす使用者 1 名 
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ｄ 車両の管理 

ｄ−１ 納車・返車 

大会車両は、大会延期に伴い一部の車両については築地デポ等に保管しており、２０

２１年 6 月まで順次各デポ、駐車場に納車される。大会終了後、順次トヨタに返却する

予定である。 

 

ｄ−２ 燃料 

大会で使用する車両の燃料(ガソリン、軽油、水素など)については、大会のゴールド

パートナーである ENEOS 株式会社（以下、「ENEOS」という。）から有償で供給を受け

る。各競技会場、フリート車両デポ、駐車場周辺の ENEOS のガソリンスタンド及び水

素ステーションにて給油(給水素)を実施する。 

  

ｄ−３ 洗車 

洗車については、基本的には ENEOS のガソリンスタンドの洗車サービスを利用する。

築地のデポでは、高圧洗浄機を備えた手洗い洗車場を設置することで、デポ帰着タイミ

ングでの周辺ガソリンスタンドの負荷集中を分散させる予定である。 

 

ｄ−４ 自動車保険 

大会車両については、大会のゴールドパートナーである東京海上日動火災保険株式会

社が提供する自動車保険に加入する。 
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１６ パラリンピックへの移行 
１６−１ 移行の概要 

移行とは、会場及び会場外における、サービス、備品、人員等を、パラリンピックの

要件に適合するようにオリンピックの仕様から転換する一連の作業のことである。 

オリンピックからパラリンピックへ短期間で転換するためには、可能な限りオリン

ピック開始前にパラリンピックの準備を完了させ、移行期間中の作業を最小化・最適化

することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

    図 16.1 会場の移行の様子         図 16.2 車両の移行の様子 
©Tokyo2020 / Uta MUKUO、©2005 Getty Images 

 

１６−２ 移行期間 

   オリンピック競技大会の運営に関する業務等が終了した時から、パラリンピック競

技大会の運営等の開始準備が完了するまでの期間である。 

 

１６−３ 輸送における移行計画 

ａ 輸送における移行の概要 

輸送サービスは、オリンピックの終了後からパラリンピックの開始前の期間にも

出入国輸送等のサービスが提供されるため、移行作業を実施できる期間が限られる。 

また、輸送の目的地（会場、ホテル等）やルートで、オリンピックのみ、又はパラ

リンピックのみで使用するものについては、サービスの開始又は終了に伴う作業の

時期を考慮する必要がある。 

これらの点を踏まえ、パラリンピックの準備はできるだけオリンピック開始前に

行うことや、パラリンピックにおいてもオリンピックと同様のサービス及び仕様と

し、転換を行わないようにすることにより、移行期間中の作業を必要最小限とするた

めの計画とすることとしている。 

 

ｂ 主な移行作業の内容 

   輸送における移行作業としては、ステークホルダーの中に、車いす使用者を含む障

がいのある人が増えることに伴う作業が中心となる。 

使用する車両については、バス・フリート車両の必要数がオリンピック時よりも減
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少する一方、リフト付きバスなどのアクセシブルな車両の必要数が増加するため、車

両の割当の変更が生じる。また、車両に貼付する VAPPs 等車両の装備品については、

移行期間中に貼替え等の作業が発生する場合がある。 

会場においては、乗降場や駐車場等の位置を変更するなど車いす使用者への配慮

を行う。これに伴い設置されたサインの内容や位置の変更作業も必要となる。 

また、ドライバー、案内・誘導スタッフ等の輸送スタッフについては、それぞれの

業務に応じた訓練に加え、障がいのある大会関係者のニーズに配慮した乗降のサポ

ート方法等の研修を大会前に実施する。 

 

１６−４ 今後の進め方 

関連デリバリーパートナーに対しては、パラリンピックの取り組みについて、輸送連

絡調整会議を通じて情報提供を行うなど、引き続き連携を深めていく。 

組織委員会内部においては、2017 年４月にパラリンピック競技大会移行に関する基

本方針を策定し、同年５月にパラリンピック移行計画 V1 を策定した。2019 年１月に

は移行計画ワーキンググループを設置するなど移行に関する計画の深度化を図ってい

る。現在は、移行計画 V2 を IPC に提出するとともに、具体的な移行のタイミングや手

順について、輸送を含む各 FA の移行作業を会場ベースの計画に反映させることで、円

滑な移行を実施していく。 
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１７ 輸送の広報 
１７−１ 輸送における広報 

安全、円滑かつ効率的で信頼性の高い輸送サービスを提供するため、ステークホルダー及

び市民・企業等に対して、輸送に関する広報を行う。 

大会関係者及び観客・大会スタッフに対しては、各会場へのアクセス方法、輸送システム

の運行情報、道路交通情報等を提供する。 

市民・企業等に対しては、大会時の交通状況予測、輸送計画、大会時における交通需要予

測や道路交通等の情報を提供する。組織委員会は、ステークホルダー及び市民・企業等がこ

れらの情報を入手しやすい環境を整える。 

また、市民・企業に対しての広報は、特に交通マネジメント施策において重要である。輸

送が受け入れられ、進んで移動行動を変えてもらえるようにするため、効果的に広報を行っ

ていく。 

なお、交通マネジメントの広報については、14 章を参照。 

 

１７−２ アクセシビリティの情報について 

アクセシビリティへの配慮が必要な人に対して、障がいの種類に応じて提供する情報を分

けることを検討している。車いすを使用している人に対しては、車いすでスムーズに移動で

きるルートを提供し、視覚による情報を得にくい人に対しては、音声案内による移動ルート

を提供する方針である。 

 

１７−３ 今後の進め方 

輸送に係る情報を収集・発信する TROC と広報の関わり方について検討していく。また、

広報の媒体については、テレビ、出版物、ウェブサイト、SNS 等様々な媒体が考えられるた

め、広報部門と連携し、最適な広報手法について検討を進めていく。 
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１８ 輸送スタッフ 
１８−１ 輸送スタッフの種類 

組織委員会は、大会スタッフの雇用形態を以下のように分類している。 

・職員 

・大会ボランティア 

・委託事業者 

・その他 

 

安全で円滑な輸送サービスを提供するため、上記の中から適正な数の輸送スタッフを確保

する。また、大会においては、様々な役割を担う輸送スタッフがおり、以下にその例を示す。 

ａ フリートドライバー 

大会関係者用の乗用車を運転し、大会関係者の送迎を行う。 

ｂ バスドライバー 

 大会関係者用のバスを運転し、大会関係者の送迎を行う。 

ｃ デポスタッフ 

 デポにおいて、輸送業務の補助を行う。 

ｄ 案内・誘導スタッフ 

競技会場及び非競技会場の乗降場等において、大会関係者の案内・誘導を行う。 

ｅ 輸送デスクスタッフ 

選手村、競技会場等に設置される輸送デスクにおいて、輸送情報の提供や T3 車両の予

約等を行う。 

 

この他にも、TROC・輸送オフィスなどのセンター機能を担うスタッフがいる。 

 

１８−２ 輸送スタッフの訓練 

輸送スタッフの訓練は、大会の成功を収めるにあたって重要な要素である。 

特に、ドライバーに対しては、安全運転やアイドリングストップをはじめとしたエコドラ

イブ、ルート習熟のための研修等が必要となる。 

また、パラリンピックにおける輸送スタッフに対しては、障がいのある大会関係者のニー

ズに配慮した乗降のサポート方法等のトレーニングも実施する。ドライバーに対しては、ア

クセシブル車両の操作訓練も行う。 

ａ フリートドライバー 

プロドライバー（約 1,300 名）に契約締結後、オリエンテーションを経て、組織委員会

職員よりプロドライバー委託先の運行管理者に対して研修を行う。（対面式かメール等に

よる資料提供かは検討中） 

ボランティアドライバー（約 6,800 名）には 2021 年 1 月末より E-learning 形式の知識

付与、４月頃より実車研修を行う。実車研修会場は築地デポを予定している。 

乗降場のスタッフ（約 200 名）についてもプロドライバー同様、契約締結後その管理者 

層に対し組織委員会職員による研修を行う。（研修方法も同様に検討中） 
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ｂ バスドライバー 

バス車両及びドライバーの調達、運行計画の策定から運営実施までのすべての業務を委

託契約しており、ドライバーの研修計画の策定及び実施も委託契約に含まれる。 

2021 年 3 月頃からバス会社の代表者に対し、自社ドライバーへの研修を実施するため 

のトレーナーを養成するトレーナー研修を実施する。トレーナー研修終了後、各トレーナ

ーが自社のドライバーに対してその内容を周知する形でドライバー研修を行う。 

   なお、研修は国内のコロナ感染状況を鑑み、感染拡大のリスクが高いと判断した場合は通

信教育等の非集合形式での研修に変更する。 

ｃ デポスタッフ 

2021 年６月頃から配置場所（BOC、デポ、輸送モール等）における役割別の業務マニュ

アルに基づく訓練（大会ポリシー・運行管理・システム操作・サイネージ・緊急時対応含

む)を行う。 

 

ｄ 案内・誘導スタッフ 

  委託先の管理者向けにリーダー研修を実施。スタッフに対しては、2021 年６月末日まで

に委託先が実施する。なお、必要に応じて、各配置場所（競技会場及び大会関係施設）に

て実地研修を行う。 

 

e 輸送デスクスタッフ 

輸送デスクに配置されるボランティアについては 2021 年 4 月頃より E-learning 及び

対面による役割別研修を行い、2021 年 6 月頃より各配置場所（競技会場及び大会関係施

設）において研修を行う。 

 コントラクターについては、ボランティア用の研修資料や E-learning を活用し、2021

年 6 月頃までに事業者と連携して研修を実施する。 
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１９ 輸送のテスト 
１９−１ 目的 

大会輸送は、私たちが経験したことのない大規模かつ複雑なオペレーションとなる。その

ため、大会本番に向け、様々な機会を捉え、輸送のテストを行う必要がある。輸送のテスト

の目的は、以下の 3 点である。 

・輸送のオペレーションの確認・検証 

・関係部門、関係機関等との連携の確認・検証 

・輸送に携わるスタッフの教育・訓練 

 

１９−２ 輸送のテストの種類 

輸送のテストは、大別すると以下の 4 種類がある。 

ａ テストイベントにおけるテスト 

国際競技連盟(IF)、国内競技連盟(NF)又は組織委員会が主催するスポーツ大会をテスト

の機会と捉えて行うテストイベントにおいて行うテストのことである。実際のスポーツ大

会を活用して行うテストであり、2019 年 6 月以降、順次行われる。 

ｂ スポーツ大会等におけるテスト 

2019 年 9 月~11 月まで開催されたラグビーワールドカップ 2019 などのスポーツ大会

などを通じて行うテストのことである。 

ｃ 輸送独自のテスト 

TROC の机上訓練(テーブルトップ、シミュレーション)や車両への乗降テスト(ライブ

テスト)など、ａ又はｂ以外で行うテストのことである。 

ｄ TDM/TSM の試行 

TDM 及び TSM の効果を検証し、より効果的な施策を実施するためのテストである。

2019 年に行われた試行の内容は 14 章参照。 

 

１９−３ テスト内容 

想定する輸送のテストの内容は、以下のとおりである。 

・バス・フリートのオペレーションの確認・検証 

・組織委員会内の他部門や関係機関等との情報連携の確認・検証 

・車いす使用者等、障がい者への対応の確認・検証 

・大会スタッフの習熟   など 

 

１９−４ スケジュール 

テストイベントにおけるテストについては、2019 年 6 月以降、順次実施している。2019 年

8 月には海の森水上競技場でのボート競技のテストを実施した。 

今後、2021 年 5 月に予定されている陸上競技においては、輸送オペレーションなどをテス

トする予定である。それ以外のテストイベントにおいても、バスへの車いすの乗降に係るテ

ストや視察などを通じて、輸送オペレーションの検証や大会スタッフの訓練を行っていく予

定である。 

また、１９−２に記載のとおり、ラグビーワールドカップ 2019 などのスポーツ大会などを

テストの機会と捉え、輸送のオペレーションに係る知見を収集した。 
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更に、輸送独自のテストについても、適宜、実施していく。 

なお、TDM/TSM の試行の結果については、14 章参照。 

 

１９−５ 今後の進め方 

2019 年 6 月以降、2020 年 3 月までに実施されたテストイベントや輸送のテスト、また、

2021 年 3 月以降に実施されるテストイベントや、交通対策に関する未確認な事項の検証、

TROC の机上訓練等を通じて、様々な計画の検証を行い、大会本番に向けてオペレーション

の熟度を高めていく。 
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２０ 輸送の持続可能性 
２０−１ 背景 

東京 2020 大会は、世界最大規模のスポーツイベントであり、その開催はスポーツの分野だ

けでなく、社会経済等、我々が想像する以上に多岐に渡る影響を及ぼす一大事業である。ま

た、その影響は開催都市のみならず、日本全体、さらには世界にまで広く及ぶものである。 

特に今日では、地球規模での環境対策に取り組む機運がますます高まってきており、オリ

ンピック・パラリンピック競技大会もその社会情勢を踏まえる必要がある。 

このような動きを受けて IOC は、1994 年に「スポーツ」、「文化」に加え、「環境」をオリ

ンピック精神の第三の柱とすることを宣言するとともに、2014 年 12 月に採択された

「Agenda2020」では、持続可能性に関する IOC の取組*¹が明記された。2015 年の国際連合

「持続可能性な開発のための 2030 アジェンダ（SDGs）」では、スポーツが持続可能性な開発

を可能にするための重要な役割を担うことを示しており、オリンピックにおける持続可能性

*²の重視をより明確化し、持続可能な大会の重要性を強く打ち出している。 

特に、近年の大会では持続可能性が大会開催の主要なテーマに掲げられてきており、東京

2020 大会における取組は、ますます大きな関心を集めている。その一方で、限りある大会準

備期間及び予算の中で、持続可能性に最大限配慮していくためには、英知を結集し、様々な

角度から実行可能な取組を検討し、行動していくことが求められる。 
＊１オリンピック競技大会のすべての側面に持続可能性を導入すること、オリンピックムーブメントの

日常業務に持続可能性を導入すること 

       ＊２「環境」のみならず、「社会」及び「経済」の側面を含む幅広い持続可能性への取組が求められてい

ること 

 

２０−２ 目標・方針 

大会の運営に当たっては、大量の人員、物資及び廃棄物の輸送が必要となる。東京 2020 大

会では、世界で最も発達した効率の良い公共交通機関を最大限活用しつつ、大会関係車両の

低公害・低燃費化を図るとともに、啓発活動の徹底によるエコドライブの推進等、様々な取

組を複合的に取り入れることにより、環境負荷の低減、特に CO2 の排出量削減に取り組む。 
 

２０−３ 持続可能性主要テーマ  

2018 年 6 月に策定した「持続可能性に配慮した運営計画第二版」では、東京 2020 大会に

おける持続可能性の主要テーマとして、①気候変動、②資源管理、③大気・水・緑・生物多

様性等、④人権・労働、公正な事業慣行等、⑤参加・協働・情報発信（エンゲージメント）の

５つを挙げている。 

このうち輸送に特に関わりの深い気候変動と人権・労働、公正な事業慣行等に係る取組内

容を以下に記載する。 

 

ａ 気候変動 

パリ協定がスタートする 2020 年にスタートしたことを踏まえ、東京 2020 大会におい

ては、可能な限りの省エネ・再エネへの転換を軸としたマネジメントを実施することによ

り、世界に先駆けて脱炭素化の礎を全員参加で築いていくこととしている。 

ａ−１ 自動車単体対策 

大会関係車両として、選手・メディア用のバス、選手村の村内巡回バス、鉄道駅から
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会場までの観客シャトルバス、大会関係者用の乗用車などの車両が必要となる。 

このうち、乗用車に関しては、ハイブリッド車等の低公害・低燃費車の利用に努め、

一部の車両においては燃料電池自動車の利用を予定している。バスについては東京都環

境確保条例等を遵守できる車両で、可能な限り低公害・低燃費車を確保する。 

また、車両の導入総台数を計画段階より見直すことで、必要台数の最適化に合わせて

CO2 排出の削減を目指していく。これらの取組により、大会関係車両の平均 CO2 排出

量原単位（g-CO２/㎞）については、最高水準を目指していく。 

さらに、乗用車・バスの運行の際の急発進・急ブレーキの抑制などエコドライブの周

知徹底を図る。 

 

ａ−２ 道路交通量対策 

東京都、国、組織委員会の三者は、東京 2020 大会の円滑な大会運営・輸送の実現と都

市活動の安定を図るため、交通需要を低減する交通需要マネジメント（TDM：Travel 

Demand Management）を「2020TDM 推進プロジェクト」として推進している。TDM

の取組により、自動車交通総量が抑制されるとともに、円滑な交通環境が実現され、環

境負荷が低減される。 

 

ａ−３ 観客の公共交通機関等の利用促進  

観客等の移動による CO₂の発生を可能な限り回避するため、鉄道やバスなどの公共交

通網及び公共輸送システムを最大限に活用する。 

また、東京を走る鉄道車両は現段階で全て電化されており、低公害車の比率は 100％

であるが、さらに可変電圧可変周波数（VVVF：Variable Voltage Variable Frequency）制

御や回生ブレーキなどの省エネルギー技術を駆使した車両の導入を進めている。2021 年

にはこれらの比率を 100％に近づける。 
 

ｂ 人権・労働、公正な事業慣行等 

大会に関わるすべての人々の人権を尊重するため、ダイバーシティ＆インクルージョン

を可能な限り最大限確保するとともに、人権への負の影響の防止又は軽減に努める。 

さらに、腐敗行為や反競争的な取引等に関与しない公正な事業慣行が確保された大会を

目指していく。 

ｂ−１ 観客 

・観客の移動手段において、アクセシブルルート（駅から競技会場まで）を選定し、誰も

が安全・円滑にアクセスできるよう鉄道事業者・道路管理者と連携し、アクセシビリテ

ィの確保に努める。 
・移動が困難な観客に対するソフト面での支援サービスを提供する。 

ｂ−２ 大会関係者 

・大会関係者の移動手段において、可能な限り、車いすに座ったまま乗降可能なアクセシ

ブルな乗用車とバスを調達する。 

・乗用車とバス車内での案内において、海外の選手や関係者に対する配慮を行う。（音声・

ピクトグラム等） 
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２０−４ 大会後を見据えて 

これらの輸送に関する持続可能性への取組は、東京 2020 大会開催の範囲で実行できるこ

と、あるいは、2021 年までに実現できることは限られるが、現代社会における課題に対する

解決モデルを世界に示していけるよう努めていく。 
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２１ 輸送のレガシー 
２１−１ 概要 

 1964 年の東京大会では、新幹線や高速道路の開通等、戦後の日本を象徴するようなレガシ

ーが残された。東京 2020 大会においても、大会ビジョンの一つに「未来への継承」を掲げて

おり、輸送部門としても、「将来社会に生きる輸送のレガシーを残すこと」を輸送目標の一つ

としている。 

また、東京都は、2016 年 12 月「都民ファーストでつくる『新しい東京』～2020 年に向け

た実行プラン～」に基づき、バリアフリー化や地下鉄大江戸線勝どき駅の大規模改良などの

取組内容を示している。現在、これに基づく実行プランとして、2018 年 1 月に「３つのシテ

ィ」の実現に向けた政策強化が策定された。 

「実行プラン」では、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた

取組として、バリアフリー化、交通ネットワーク、働き方改革と「時差 Biz」について、政策

の強化を進め、ソフト面・ハード面でのレガシーを次世代に継承できるよう取り組み、大会

の成功につなげていくことを示している。 

輸送に関連したレガシーは多岐に渡るが、この章では、アクセシビリティ、交通マネジメ

ントについて、記載する。 
 

２１−２ アクセシビリティ  

交通分野、建築・施設分野のバリアフリー化については、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律のもと、日本国内の施設や地域において、全国的に取り組まれてき

た。 

 東京 2020 大会においても、障がいの有無にかかわらず、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大会となるよう、組織委員会は様々な取組を推進している。その中の

一つが、「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の策定である。「Tokyo2020 アクセ

シビリティ・ガイドライン」は、大会準備に関わるすべての関係団体・行政機関・事業者が、

大会に関するアクセシビリティのニーズを理解し、大会準備の初期段階から、アクセシブル

な環境整備を考慮し、準備に反映することを目的に策定されたものである。 
これまで組織委員会では、全会場においてこの「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドラ

イン」に基づき、アクセシビリティに配慮が必要な観客やその同伴者が会場まで円滑に移動

できるよう、駅から会場までの経路において、アクセシブルルートの選定を進めてきた。 

また多くの観客が利用する駅や道路について、その管理者とアクセシブルな環境整備に関

する協議を重ね、連携して対応に努めてきた。その結果、多くの鉄道事業者・道路管理者の

協力のもと、観客利用想定駅や乗換駅等においてエレベーター（EV）や多機能トイレの新設・

改良、ホームドア設置等が進んでいる（表 21）。 

道路においては、段差の解消や視覚障がい者誘導用ブロックの敷設等の取組が進められて

いる。 
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表 21 EV・ホームドア・多機能トイレの整備が行われた観客利用想定駅 

（2017 年度以降に完成したもの） 

駅名 路線 主な整備事項 競技会場 

青山一丁目駅 東京メトロ銀座線 

東京メトロ半蔵門線 

EV 整備 

ホームドア整備 

多機能トイレ整備 

オリンピックスタジアム 

青山一丁目駅 都営大江戸線 EV 整備 

多機能トイレ整備 

オリンピックスタジアム 

外苑前駅 東京メトロ銀座線 EV 整備 

ホームドア整備 

多機能トイレ整備 

（大規模改良工事） 

オリンピックスタジアム 

信濃町駅 JR 中央・総武線 EV 整備 

ホームドア整備 

多機能トイレ整備 

オリンピックスタジアム 

国立競技場駅 都営大江戸線 EV 整備 

多機能トイレ改良 

オリンピックスタジアム、東京体

育館 

千駄ヶ谷駅 JR 中央・総武線 EV 整備 

ホームドア整備 

多機能トイレ整備 

（大規模改良工事） 

オリンピックスタジアム、東京体

育館 

原宿駅 JR 山手線 EV 整備 

ホームドア整備 

多機能トイレ改良 

（大規模改良工事） 

国立代々木競技場 

明治神宮前駅 東京メトロ千代田線 ホームドア整備 国立代々木競技場 

九段下駅 東京メトロ東西線 

東京メトロ半蔵門線 

都営新宿線 

EV 整備 

ホームドア整備 

 

日本武道館 

有楽町駅 JR 山手線 

JR 京浜東北・根岸線 

EV 改良 

ホームドア整備 

多機能トイレ整備 

（大規模改良工事） 

東京国際フォーラム 

有楽町駅 東京メトロ有楽町線 多機能トイレ改良 東京国際フォーラム 

両国駅 都営大江戸線 EV 整備 

多機能トイレ改良 

国技館 

桜新町駅 東急田園都市線 EV 整備 

ホームドア整備 

馬事公苑 
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駅名 路線 主な整備事項 競技会場 

多機能トイレ改良 

用賀駅 東急田園都市線 ホームドア整備 

多機能トイレ改良 

馬事公苑 

飛田給駅 京王線 EV 整備 

ホームドア整備 

多機能トイレ改良 

武蔵野の森総合スポーツプラ

ザ、東京スタジアム 

多磨駅 西武多摩川線 EV 整備 

多機能トイレ改良 

（大規模改良工事） 

武蔵野の森公園 

新豊洲駅 ゆりかもめ 多機能トイレ改良 有明アリーナ 

国際展示場駅 りんかい線 EV 改良 

ホームドア整備 

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 

有明テニスの森駅 ゆりかもめ 多機能トイレ改良 有明体操競技場、有明アーバン

スポーツパーク 

お台場海浜公園駅 ゆりかもめ EV 改良 

多機能トイレ改良 

お台場海浜公園 

台場駅 ゆりかもめ EV 改良 

多機能トイレ改良 

お台場海浜公園、潮風公園 

東京テレポート駅 りんかい線 EV 整備 お台場海浜公園、潮風公園、青

海アーバンスポーツパーク、海

の森クロスカントリーコース、海

の森水上競技場 

大井競馬場前駅 東京モノレール羽田空港線 EV 整備 

多機能トイレ改良 

大井ホッケー競技場 

葛西臨海公園駅 JR 京葉線 多機能トイレ改良 カヌー・スラロームセンター 

新木場駅 JR 京葉線 EV 整備 

多機能トイレ改良 

（大規模改良工事） 

夢の島公園アーチェリー場、東

京辰巳国際水泳場、 

新木場駅 東京メトロ有楽町線 多機能トイレ改良 夢の島公園アーチェリー場、東

京辰巳国際水泳場、 

新木場駅 りんかい線 多機能トイレ改良 夢の島公園アーチェリー場、東

京辰巳国際水泳場、 

辰巳駅 東京メトロ有楽町線 EV 整備 東京アクアティクスセンター、東

京辰巳国際水泳場 

上総一ノ宮駅 JR 外房線 EV 整備 

（大規模改良工事） 

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ 

さいたま新都心駅 JR 京浜東北・根岸線 ホームドア整備 さいたまスーパーアリーナ 
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駅名 路線 主な整備事項 競技会場 

多機能トイレ整備 

和光市駅 東武東上線 EV 整備 陸上自衛隊朝霞訓練場 

朝霞駅 東武東上線 ホームドア整備 陸上自衛隊朝霞訓練場 

笠幡駅 JR 川越線 多機能トイレ改良 霞ヶ関カンツリー倶楽部 

川越駅 東武東上線 ホームドア整備 霞ヶ関カンツリー倶楽部 

片瀬江ノ島駅 小田急江ノ島線 多機能トイレ改良 江の島ヨットハーバー 

湘南江の島駅 湘南モノレール EV 整備 

多機能トイレ整備 

江の島ヨットハーバー 

関内駅 JR 京浜東北・根岸線 EV 整備 

ホームドア整備 

多機能トイレ整備 

横浜スタジアム 

関内駅 横浜市営地下鉄ブルーライン 多機能トイレ改良 横浜スタジアム 

日本大通り駅 横浜高速鉄道みなとみらい線 ホームドア整備 横浜スタジアム 

福住駅 札幌市営地下鉄東豊線 多機能トイレ改良 札幌ドーム 

真駒内駅 札幌市営地下鉄南北線 多機能トイレ改良 札幌ドーム 

仙台駅 仙台市地下鉄南北線 多機能トイレ改良 宮城スタジアム 

泉中央駅 仙台市地下鉄南北線 多機能トイレ改良 宮城スタジアム 

鹿島神宮駅 JR 鹿島線 多機能トイレ整備 茨城カシマスタジアム 

浦和駅 JR 京浜東北・根岸線 ホームドア整備 埼玉スタジアム 2002 

浦和美園駅 埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線 ホームドア整備 埼玉スタジアム 2002 

北越谷駅 東武スカイツリーライン ホームドア整備 埼玉スタジアム 2002 

新横浜駅 JR 東海道新幹線 ホームドア整備 横浜国際総合競技場 

新横浜駅 横浜市営地下鉄ブルーライン 多機能トイレ改良 横浜国際総合競技場 

 

引き続き、大会準備に関わるすべての関係団体・行政機関・事業者とともに「Tokyo2020

アクセシビリティ・ガイドライン」等に基づいたアクセシブルな環境整備を目指し、レガシ

ーとして共生社会の実現につなげていく。 

次に、大会関係者に対しては、アクセシブルな自動車・バスを可能な限り調達し、車いす

使用者の移動をスムーズに行えるよう調整している。さらに、大会前には、乗用車とバスの

運転手に対し、アクセシビリティに配慮した研修を実施することで、大会関係者を安全かつ

円滑に輸送することを目指している。 

以上の取組により、東京 2020 大会を通して、ハード・ソフトの両面でアクセシブルな環境

が次世代へ継承される。 

 

２１−３ 交通マネジメント 

オリンピック・パラリンピックにおける安全で円滑な輸送と、都市活動の安定との両立に

向け交通マネジメントに取り組むことは、世界の潮流である。 

こうした中、行政、経済界、企業、そして市民一人一人が一体となって、総合的かつ先進

的な交通マネジメントを実現し、東京 2020 大会を成功に導いていくことが何よりも重要で
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ある。そして、日本社会が率先して行う取組を発信するとともに、以下の内容を次世代への

レガシーとして継承されることを期待する。 

① 働き方改革や物流の効率化が実現し、持続的な経済発展が続く中で、交通の時間的･空間

的な集中を避けた上手な交通行動が、市民の理解と協力のもとに実現された状態の定着 

② 道路･公共交通ネットワークに関する交通情報や取るべき行動を知らせる情報提供、災害

時等でも円滑な輸送が可能となるツールや体制の構築 

③ 道路･公共交通ネットワークにおけるバリアフリー化、駅改良などの推進 
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附則１ 用語集 
 

用語 意味 

ステークホルダー 
組織委員会又はそのパートナーあるいはその両方から、オリンピック・パラリ

ンピック競技大会に関連したサービスの提供を受ける人々及び団体 

NOC 
National Olympic Committee 

各国オリンピック委員会 

NPC 
National Paralympic Committee 

各国パラリンピック委員会 

OF 
Olympic Family 

オリンピックファミリー（IOC 会⾧・委員、IF 会⾧等） 

PF 
Paralympic Family 

パラリンピックファミリー（IPC 会⾧・理事、IF 会⾧等） 

IF 
International Federation 

国際競技連盟 

OBS 
Olympic Broadcasting Services 

IOC により設立されたオリンピックのホスト放送局 

RHB 
Rights Holding Broadcaster 

オリンピックの放送権を有している放送事業者 

プレス 
新聞等の記事を執筆する記者、競技のスチール写真を撮影するフォトグラファ

ー、放映権を有しないノンライツホルダー等 

マーケティングパ

ートナー 
大会スポンサーの関係者及びこれらスポンサーを支援する関係者（顧客等） 

非競技会場 競技は行われないが、大会関係者にサービスを提供する会場 

会場輸送オフィス 会場輸送スタッフの人員管理や指揮命令を行うオフィス 

IBC 
International Broadcast Centre 

国際放送センター、OBS や RHB の制作拠点 

MPC 
Main Press Centre 

メインプレスセンター、プレスのための作業拠点 

TP 
Public Transport System（TP） 

大会関係者の公共交通機関による輸送サービス 

TA 

Athletes / NOC Transport System（TA） 

選手村を起点とし、各競技会場、練習会場間を専用バスで移動できる輸送シス

テム 

T1 専属の運転手付き乗用車による輸送サービス 

T2 運転手付きの共用乗用車による輸送サービス 

T3 
組織委員会が定める特定の目的地（競技会場、選手村、公式出入国地点等）を

移動できる輸送サービス 
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TF 
Technical Officials / IF Transport System（TF） 

IF 関係者の宿泊施設と担当する競技会場を専用バスで移動できる輸送システム 

TM 

Media Transport System（TM） 

メディアの IBC/MPC を起点とし、宿泊施設群、各競技会場等へ専用バスで移

動できる輸送システム 

DDS 
OBS Direct and Dedicated Service Transport System 

OBS の宿泊施設から担当競技会場へ直行かつ専用で提供される輸送サービス 

MPCP 

Marketing Partner Coach Programme 

マーケティングパートナーがゲストを競技会場へ輸送するために必要な輸送サ

ービスを提供するプログラム 

移動時間 
大会時に想定される移動時間を表す指標（乗降時間や車両等のセキュリティチ

ェックに要する時間は含まない） 

ORN 
Olympic Route Network 

オリンピック・ルート・ネットワーク（関係者輸送ルート） 

PRN 
Paralympic Route Network 

パラリンピック・ルート・ネットワーク（関係者輸送ルート） 

デポ 車両を管理するための拠点 

アクセシビリティ 障がい者等を含む全ての人々にとってのアクセスのしやすさ 

アクセシブルルー

ト 

アクセシビリティに配慮が必要な観客に対して、競技会場と一部の観客利用想

定駅との間に設定する経路 

地方会場 
晴海に設置される選手村からの輸送を現時点で想定していない競技会場（本計

画における定義） 

大会関係者 
選手及び NOC/NPC、IF、メディア、OF/PF、マーケティングパートナーのい

ずれかに属する者（本計画における定義） 

FA 

Functional Area 

組織委員会において一連の特定サービス及び関連サービスの提供を担当する部

署 

輸送センター 

（TROC） 

Transport Operation Centre 

大会関係者及び観客の輸送に係る運営や情報の収集・発信などを行うセンター 

メインオペレーシ

ョンセンター 

（MOC） 

Main Operation Centre 

主に大会期間中、大会運営に関する各種調整や問題解決を行うとともに、情報

共有のハブとして様々な情報を集約・発信する機関（複数のＦＡ代表で構成） 

バスオペレーショ

ンセンター 

（BOC） 

Bus Operation Centre 

大会関係者及び観客の輸送に係るバスのオペレーションを行うセンター 

フリートオペレー

ションセンター 

（FOC） 

Fleet Operation Centre 

各ステークホルダーに提供するフリートサービスの運行を統括するセンター 
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都市オペレーショ

ンセンター 

（COC） 

City Operation Centre 

東京都が設置。円滑な大会運営の支援及び大会が都民生活に与える影響の軽減

を果たすため、ＭＯＣ、警視庁、東京消防庁、関係機関等との緊密な連携と、

競技会場周辺における各種取組や事故等への対応を担うセンター 

交通マネジメント 

安全、円滑かつ効率的で信頼性の高い大会輸送と、都市活動の安定との両立を

図るための取組。交通マネジメントには「交通需要マネジメント」「交通シス

テムマネジメント」「公共交通輸送マネジメント」の 3 種類がある。 

TDM（交通需要

マネジメント） 

Travel Demand Management 

自動車の効率的利用や公共交通への利用転換等、交通行動の変更を促して、発

生交通量の抑制や集中の平準化等交通需要の調整を行うことにより、道路交通

混雑を緩和していく取組。本計画では、道路交通だけでなく、鉄道等の公共交

通も含めた交通需要調整の取組 

TSM（交通システ

ムマネジメント） 

Traffic System Management 

道路の交通混雑が想定される箇所等において、実効性を伴う通行抑制や通行制

限による交通量のコントロールを行う取組 

公共交通輸送マネ

ジメント 

鉄道等の公共交通について、輸送力の確保、観客の需要分散･平準化、一般利

用者の需要分散・抑制等の施策を用いて、現状と同程度の安全で円滑な運行状

況を目指す取組 

レートカード車両 

レートカードとは、ステークホルダーに対して有償で提供する商品及びサービ

スをカタログ化したもの。レートカード車両とは、そのカタログに商品として

記載されている車両を指す 

VAPPs（車両認証

/駐車許可） 

Vehicle Access and/or Parking Permit 

会場への車両のアクセスならびに駐車場へのアクセスを管理するために使用さ

れる許可証 

VSA（車両検査

場） 

Vehicle Screening Area 

入場する車両を検査する場所 

PSA（手荷物検査

場） 

Pedestrian Screening Area 

来場者の手荷物を検査する場所 
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附則２ スポーツピクトグラム 
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