
 

特集Ⅱ 投稿レポート 
 

 

― 1 ― 

2016 No.56 

プロジェクトの価値   投稿 1 

イベントマネジメント -Tokyo2020- 
 

イーストタスク株式会社 

渡部
わたなべ

 寿
とし

春
はる

 
 

 

 

2013年 9月 7日（現地時間）アルゼンチンのブエノスアイレスで行われた IOC総会にて、

2020 年夏季オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定した。その後、エンブレムやメイン

会場となる新国立競技場建設計画の見直し等、ネガティブな話題も多く報道された。  

このイベントは複数のプロジェクトで構成されるプログラムと考えられる。又、東京開催決定

までの招致活動と会場や施設を整備する活動、そして、ゲームの開催からレガシー運用を行

う活動を 3 つのフェーズとして考えれば、P2M の 3S モデルを適用できる。Tokyo2020 をプ

ログラムマネジメントの事例とし、一般的なイベントへの応用について考える。更に、

Tokyo2020おけるプロジェクトの価値について提言する。 

 

キーワード：イベント PMO、ISO20121、レガシー 

 
 

 

イベントと言えば、運動会や文化祭などの学校行事、個人的な誕生会やパーティー、オリ

ンピックやワールドカップなどのスポーツ大会、展覧会や博覧会、演劇やコンサートなどの興

行、地域で行う祭りなどを指すのが一般的である。また、販売促進のために行われる特別セ

ールや有名人のサイン会などもイベントと称される。最近では、イベント情報サイトが多数の

講演イベントの販促を行っている。イベントには、営利目的の場合と、そうではない非営利の

場合があるが、共通する特徴がある。人を集め、何かを印象付け、特別な時を演出すること

である。オリンピックや全国高校野球選手権のように 4 年又は 1 年毎の周期的に行われるも

のと、博覧会のように 1 度限りのものがあるが、いずれも特別な時の演出がある。イベントとは、

ある目的のために特別な時を演出することとも言える。そして、特別な時を境に何かを変える

ことが目的の中に含まれると考えられる。 

 

● 小学 5年生の運動会の場合：身体の成長 

 

 

 

 

 

 

  

はじめに 

１．イベントとは 

小学 5 年生の運動会 

身体の成長 

4 年生までの体力 5 年生からの体力 
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● 前回、オリンピックの場合：開催国の経済発展 

 

 

 

 

 

● イベントは、4つの要素で表せる。 

 

 

 

 

 

 

イベントには、ビジネスや一般的なプロジェクトとは異なる固有のマネジメントが必要と考え

られる。これを、イベントマネジメントと称す。 
 
 

 

東京での開催は前回の「東京オリンピック」（1964 年）以来 56 年ぶり 2 回目（ただし、1940

年に予定されていた「東京オリンピック」が日中戦争により開催返上となったが、夏季オリンピッ

ク大会では開催されなかった場合でも開催回次を残すため、公式記録上では「3 回目」）である。

日本での開催は夏季・冬季を通じると、冬季開催となった長野オリンピック（1998 年）以来、22

年ぶり 4回目にあたる。 

このイベントの成功に向けて組織委員会が、次の 3つの基本コンセプトを掲げている。 

● 全員が自己ベスト 

万全の準備と運営によって安全・安心で全てのアスリートが最高のパフォーマンスを発

揮し、自己ベストを記録できる大会を実現。世界最高水準のテクノロジーを競技会場の

整備や大会運営に活用。ボランティアを含むすべての日本人が、世界中の人々を最高

の「おもてなし」で歓迎。 

● 多様性と調和 

人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治、障害の有無などあらゆる面での違

いを肯定し、自然に受け入れ、互いに認め合うことで社会は進歩。東京 2020 大会を、

世界中の人々が多様性と調和の重要性を改めて認識し、共生社会をはぐくむ契機とな

る大会とする。 

● 未来への継承 

東京 1964大会は、日本を大きく変え、世界を強く意識する契機になるとともに、高度経

済成長期に入るきっかけとなった大会。東京 2020 大会は、成熟国家となった日本が、

今度は世界にポジティブな変革を促し、それをレガシーとして未来へ継承していく。 

 

2016年に組織委員会にて「アクション&レガシープラン」を策定予定。 

前回 1964大会と 2020大会とでは期待されることが違う。 

  

前回、東京オリンピック 

 

経済成長 

戦後復興 高度経済成長 

① イベント開催 

② イベントの意義 

③ イベント前 ④ イベント後 

2．Tokyo2020 というイベント 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF_(1964%E5%B9%B4)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1964%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1940%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1940%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF_(1940%E5%B9%B4)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E4%B8%AD%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
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1964年と 2020年の東京オリンピックの位置づけ比較 

1964 年大会 2020年大会 

欧米外初の先進国の可能性 課題解決先進国 

欧米追従 日本オリジナル 

工業社会モデル ポスト工業社会モデル 

高度経済成長 持続可能な成長 

物質的な充足 Quality of Life（QOL） 

平和国家 世界貢献都市 

戦後復興 開かれた世界貢献都市 

国際舞台復帰 復興支援への感謝 

国民の自信回復 国民の自信回復 

敗戦・窮乏生活からの自信回復 失われた 20 年に対する自信回復 

出典：参考文献[1] 

2020 大会は 1964 大会とは違い経済効果は限定的であり、全国での文化プログラム開催や

2020年を目標として国民の姿勢や意識を前向きにする効果が期待される。 

【首相官邸】日本経済再生本部が「日本再興戦略」改定版を 2014 年に作成しており、2020

年に向けた多くの目標値が示されている。 

 

多くの KPIの実現性は未定だが、次のことが達成できれば成功と言えるのではないか。 

● 訪日外国人 2000万人を実現し、開催後も持続。 

● 地方で文化プログラムを開催し外国人受入の機会とし就労場所を増やす。 

● 海外との取引を活性化し新産業を育成。 

● 経費を抑え赤字としない。 

● テロや麻薬などの犯罪を抑制し安全開催。 

● 施設整備が完了し、多くのボランティア参加により未来につながる演出が実現。 
 
 

 

イベントマネジメントの国際規格がある。2012 年ロンドン大会に向けて、イギリス政府が環境

に配慮した取り組みを示すために、オリンピック史上初めて持続可能なイベント運営のためのマ

ネジメントシステム「BS8901」（ブリティシュスタンダード 8901）を開発した。これは、ロンドン大

会が環境、社会、経済のバランスが取れた大会として運営できるよう、2007 年に策定したイベ

「日本再興戦略」改定2014： 2020年目標一覧

立地競争力の強化 雇用

・世界銀行のビジネスランキングで オリンピック・パラリンピック関連 ・20～34歳の就業率を78%へ

　先進国3位以内に入る ・60～64歳の就業率を65%へ

・世界都市総合ランキングにおいて 訪日外国人　2,000万人へ ・障がい者の実雇用率を2%へ

　東京が世界3位に入る

・外国企業の対日直接投資残高を (女性)

　35兆円へ倍増させる ・無線LAN環境の法整備等 ・指導的地位に占める女性の割合30%

・約40か所の大規模な ・免税店の倍増 ・女性の就業率を73%へ

　民間都市開発事業の推進 ・キャッシュレス決済の普及による決済の利便性・

・首都圏空港発着枠の8万回増枠 　効率性の向上 健康

・国民の健康寿命を1歳以上延伸

産業 ・メタボ人口を2008年度比25%減

ロボット革命の実現 教育 ・健康受信率を80%へ

・日本人留学生の倍増

(中小企業) ・外国人留学生の倍増 農業

・黒字中小企業・小規模事業者を倍増 ・6次産業化の市場規模を

(中小企業輸出) エネルギー 　10兆円へ(現状1兆円)

・中堅・中小企業の輸出額を ・電力システム改革の完了 ・農林水産物・食品の輸出額を

　2010年度比2倍へ ・段階的な新築住宅・ビルの 　1兆円へ(現状4500億円)

(輸出) 　省エネ基準の適合義務化

・30兆円のインフラシステムの受注

・蓄電池の世界市場5割獲得 出典：参考文献　7)出典：参考文献[6] 

3．ISO のイベントマネジメント 
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ント運営におけるマネジメントシステムの国内規格であり、持続可能なイベントのあり方や社会

モデルを提言し高い評価を得ている。 

この BS8901 をベースに、持続可能性を考慮したイベントマネジメントの国際規格

「ISO20121」が 2012 年 6 月に発行されロンドン大会で適用された。2016 年リオデジャネイロ

大会、2020年東京大会でも適用される予定であり世界的な環境問題への関心の高まりとともに

注目を集めている。 

 

次の小冊子が http://www.iso.org/iso/iso20121 に掲載されている ISO20121:2012 

Event sustainable management systemのガイドである。 環境、社会コミュニティー、経済

収益バランスを図ることを目的に Plan – Do – Check – Action のサイクルを回すマネジメント

構成となっている。 

 

 
   

上記のガイドからマネジメント構成自体は、プロジェクトマネジメントをイベントに向けて絞り込

んだ内容であることがわかる。又、P2Mの構成要素で ISO20121の要素を包括出来ることも解

る。 

          

 

 

 

 

 

 

ISO20121 は、大規模イベント以外のコンサートなどでも活用されており、日本でも普及が進

んでいる。 
 
 

 

今大会の基本コンセプトでも記されているように、前回 1964大会とは期待されるものが違う。

前大会では、敗戦の苦しい生活を経験した国民が自信を取り戻し、社会・経済活動の原動力と

なったことが最大のレガシーとなった。一方の 2020 大会は、人口が 2009 年の 1 億 2700 万

P2M 

ISO20121 

4．P2M の応用 

http://www.iso.org/iso/iso20121
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人のピークから 1億 2400万人に減少、65才以上の割合が 29%に高まり、世界最先端の少子

高齢化・人口減少社会であり、経済活力の低下、社会保障費の増大などの課題は、従来の考

え方では解決できない。加えて、東日本大震災からの復興は順調とは言えず、福島原発の汚

染問題や避難している住民の帰還問題の解決目途も立っていない。2016 年 4 月 14 日以降

に連続して発生した熊本地震も深刻な被害をもたらしている。日本は、環境制約やグローバル

競争、貧困、紛争、テロなど世界共通の課題を抱えるとともに、少子高齢化、財政逼迫、経済停

滞、震災や原発問題、グローバル人材育成、ダイバーシティなど独自の課題を抱える課題先進

国である。 

 

2020 大会は、こうした課題に対する解決モデルを世界に示す機会としたい。2020 年までに

実現できることは多くないが、その後の長期的目標の中間地点に位置づけることで課題解決を

加速することが日本のレガシーとなり世界に対して課題解決モデルを示すことで貢献できる。そ

のためには、2020 大会のイベントは 3 つのプロジェクトタイプの統合マネジメントにより大会後

のレガシーの実現を図りたい。現在の組織委員会は大会準備に向けたものであるため、レガシ

ーを含めたプログラム PMOの存在が必要である。 

 

 
 

 
 

 

次がアベノミクス「新三本の矢」で示された長期的人口推計である。生産年齢人口（15 才～

64才）及び、新生産年齢人口（20才～70才）ともに 2013年時点から 20年以内に 1000万人

減少することが分かる。現状のまま少子高齢化が進むと日本人は 600 年で絶滅する。政府試

算では、2014年の出生率 1.42から 2030年までに 2.07に回復し新生産年齢人口が 2060年

に 5,600 万人で安定することになっている。先の日本再興戦略では多くの経済指標の増加を

目標としていたが、この人口減少が続く中で実現するのか。人口減少と経済成長は両立するか。

人口が減れば生産が減り収入が減り需要が減り消費が減るのではないか。2020 年は、日本に

とって繁栄か衰退かの岐路にある。このプロジェクトの価値は、Tokyo2020 をマイルストーンと

して日本の衰退を回避し持続的繁栄社会を実現することである。イベントマネジメントは何かを

変えるための特別な時の活かし方である。 

5． Tokyo2020 プロジェクトの価値 
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出典：参考文献[6] 
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