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東京2020オリンピック・パラリン
ピック大会とは？ 

■権利ビジネスの塊 

■ブランド力の保護 

 94％の認知度 

 メルセデスベンツと赤十字を凌ぐ 

■世界最大のイベント 

■205か国10500人の選手 



五輪のステークホルダーズ 

■巨大なステークホルダー 

 TOPパートナー(11) NOC(205) IF(32)  

 OCOG（開催都市の組織委員会）OCOGス 

 ポンサー 開催国政府 選手 プロスポーツ 

 リーグ WADA CASと価値を共創する 

 

■スポーツ用品メーカー、メディア、スポーツ 

 代理人、スポーツ指導者、スポーツファン、 

 そして国際的なスポンサーが周縁に位置する 



五輪のブランド力 

■オリンピックマーケティングの真髄は、これ
らのすべてのステークホルダーのネットワーク
と関係性を最大限に活用する点にあり、 

 

■IOC憲章が「オリンピズムの目標は、スポーツ
を、人間の調和のとれた発達に役立てることで
あり、その目的は、人間の尊厳保持に重きを置
く平和な社会を推進することにある」と述べて
いるように、そのターゲットを、地球に住むす
べての人々としている点にある。 



オリンピックマーケティング 

■オリンピックシステムという 

巨大なステークホルダーの構造 

の正しい理解 

■東京に注目が集まるのではな 

く巨大なステークホルダーを擁 

するオリンピックシステムが東 

京をビジネスのプラッフォーム 

にして動き出す 

■観光産業はどう動くか？ 



メガ・スポーツイベントと都市改造 

■神戸1985  広島1994  福岡1995による 

 都市再生プロジェクト 

■東京1964  ソウル1988  北京2008と続く 

   五輪招致による大規模都市改造 

■東京２０２０の意義とは？ 

 





戦後2回目の五輪とは？ 

■競技施設＋計画済みの交通網整備 
 首都高速の改修（9100億円）、環状第2号線整備（1260 

 億円）、選手村（954億円）、新国立競技場（1300億 

 円）・・・ 

■インフラ構築・政府主導の五輪から 

 インフラ再構築・民主導の五輪へ 
   （根本祐二、2020東京の課題、日経、20131003） 

 



1964－2013 

項目 1964 2013 

ＧＤＰ 

 一人当たりＧＤＰ 

31兆円 

 31万7千円 

473兆円 

 370万5千円 

経済成長率 13.3％ 2.5％ 

訪日観光客数 35万2832人 835万8105人 

出国観光客数 12万7749人 1849万657人 

自動車保有台数 200万台 5900万台 

エンゲル係数 35.7％ 23.5％ 



成熟都市の課題：まちづくり 

■貧困地域（スラム）も古い工場地帯（OIA) 

 も公害の克服も必要ない東京 

■イーストロンドンのような大規模都市開 

  発は必要とされない 

■まちづくり 

  ・景観の改善 

  ・バリアフリー都市 

  ・観光都市 

  ・維持管理更新型都市への脱皮 

 



景観の改善 

電線化類地中化率の国際比較 
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■オートリブ（パリ）の導入 

■段差のない歩道 

■シティバイク（ＮＹ） 

バリアフリー都市 
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  東京≠観光≠スポーツ 
 

■歴史的観光資源がない東京 

■観光産業が必要なかった東京 

■スポーツと無縁の都市 

■2016年招致と東京マラソンによる変化 

 

都市と観光資源 



東京の外国人観光客 

■382万人（世界23位） 

■香港（1997万人）シンガポール（1830万人） 

 ロンドン（1471万人）パリ（818万人） 

       （ユーロモニターインターナショナル、2010） 

■ビジネス目的が35.3％（観光目的は45.1％） 

■銀座、渋谷、新宿において日本食やショッピ 

 ングを行う、街歩きを中心とした盛り場観光に 

 興味が集中 

    （東京都平成24年度国別外国人旅行者行動特性調査） 

 



新しいランドマーク 

■忘れられた都市の記憶の再生 

■500億 ｖｓ 1300億 
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東京とスポーツ観光 

■東京とスポーツツーリズムの親和性？ 

■オリンピック関係は期待大 

  会議 

  会場視察 

  テストイベント 

  合宿・トレーニング  

■スポーツコミッション東京は必要か？ 

■東京はハブ的機能を持つべきでは？ 

 



東京ゲートウェイ構想 

■東京から日本へ：オールジャパンの活性化 

 合宿、トレーニング、国際会議、ＩＦ 

 アジア予選等 

■ターゲット国を絞り、自治体との関係性を 

 構築するー国際基準の規格を満たす施設 

■種目別の世界大会や予選大会の誘致 

■日本全体のスポーツコミッションとして  

 のＪＳＴＡの役割 



ＪＳＴＡの役割 

■五輪に過剰な期待はできない 

■権利に縛られた窮屈なマーケティング 

■東京⇒日本⇒豊富なスポーツ資源 

  デスティネーションイメージの強化 

■アジアへの積極的展開 

■東京をゲートウェイとしたオールジャパンの 

 スポーツツーリズムの拡大 

 



013/9/25 19:37 神戸新聞 
 

東京五輪 選手団の合宿誘致へ検討会
議が初会合  
 

２０２０年の開催が決まった東京オリンピック・パラリンピックに向け、神戸
市は２５日、選手団の合宿誘致や情報発信について検討する庁内会議
を立ち上げ、同市役所で初会合を開いた。７年後を見据え、五輪効果を
神戸に引き寄せる戦略を練る。東京五輪は大きな経済効果が期待され
る一方、首都圏への一極集中も懸念される。このため、全国各地の自治
体が合宿地の誘致や観光振興に知恵を絞り始めており、都市間競争が
激化することも予想される。神戸市も五輪開催に向けて庁内で情報を共
有し、さまざまな活動に素早く対応できるよう、企画や観光、広報、福祉、
スポーツ関連部門の幹部らで会議を設けた。今後の展開によっては、参
加部署を広げる可能性もあるという。初会合には１７人が出席し、同市企
画調整局の加藤久雄部長が、既に日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）から
情報収集を始めたことを紹介。当面の検討課題として、神戸ブランドの国
内外への発信や地元スポーツメーカーなど民間企業との連携、医療産
業都市によるパラリンピックへの貢献が挙がった。（田中陽一） 



五輪を起動スイッチとした都市型
国際スポーツイベントの誘致 

■地域スポーツコミッションとの連携 

■アジア市場：1.2億人から15.8億人の市場へ 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pKKFWJzvepLGhM&tbnid=CTwVCyZ9VLtv8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apalog.com/kurita/archive/746&ei=sK5MUpLaApCalQW2yYCwDw&bvm=bv.53537100,d.dGI&psig=AFQjCNE3drINtEJuoQXkOI-eV3vfIK03xQ&ust=1380843521571694


2020におけるＪＳＴＡの役割 

JSTA 

IF 2 

IF 27 

IF 1 ＳＣ１ 

ＳＣ2 

ＳＣＮ 

NF   

・IFとの連携強化 

・IF・NFとスポーツコミッションのハブ的機能 

・観光庁を通じたJSTAの役割の明確化 

国   

会社   



再確認：ハイブリッド産業 

観光産業は、旅行代理店、交通機関（鉄道、航
空、バス等）、ホテル、ギフトショップ（土産
物屋）に加え、カード決済、通訳ビジネス、カ
ジノ、レンタカー・レンタサイクル、観光ガイ
ド、外食産業など、異業種の混合によって成り
立つハイブリッド産業であり、経済的な波及効
果も広範に及ぶ。今後必要とされるのは、老朽
化した観光インフラの整備や、訪日外国人観光
客に向けた「おもてなし」を基本とした地域主
導型の旅行商品の開発である。（原田宗彦「宣伝会
議」2013年） 



 日本の公衆無線LANは会員限定が多く、 

非会員の外国人旅行者は殆ど利用できない。 

もし3Gで接続すると多額の通信料が掛る。 

宿泊施設情報の入手 結果外国人旅行者
はネットに接続しにくく 

宿泊施設の予約 

 

16.1% 

1.7% 

9.8% 

5.0% 

4.0% 

4 2% 

36 % 

23.9% 

9.1% 

0.5% 

3.8% 

1.1% 

1.6% 

1 3% 

外国人旅行者等誰でもが、無料で利用で
き 

る公衆無線LANを増やす。 

特に、観光拠点等での整備を推進する。 

（観光案内所空港ナピクトグラム・サイン
が少ない 

外国人旅行者が旅行中
困ったことトップ8 

％ 

（Ｎ＝479） 

無料公衆無線LAN 環境改善策 36.7 
コミュニケーション 24.0 
目的地までの公共交通の経路情
報の入手 

20.0 

公共交通の利用方法（乗り方）、
利用料金 

17.1 

両替・クレジットカード利用 16.1 
飲食店情報の入手 11.5 
公共交通の乗り場情報の入手 10.2 
地図、パンフレット（多言語）
が少ない 

9.8 





1990 
1991 

1992 
1993 

1994 
1995 

2005 
2010 

外国人観光客 

82万人 

350万人 

114万人 

516万人 
バルセロナの飛躍 
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シドニーの戦略：1993－2000 

■202のＭＩＣＥビジネスの誘致 

■25万人の外国人旅行者（130万泊数） 

■経済的価値は約900億円 

■キャンペーン 

 ・Visiting Journalists Program（ＶＪＰ）： 

   トラベルライターの招待と記事配信 

 ・Meet in Australia：MICEビジネス 

 ・Australia Open for Business：ビジネス 

  旅客 

 



2013 
2014 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 
2020 

2021
以降 

✔観光業界が行うべき7年間の 

  デスティネーション・マーケティング 

ポスト五輪 

●レガシー 

 2020の起動 

プレ五輪 

●インバウンドツーリズムの強化 

●全競技種目の世界大会誘致 

●事前キャンプ地の選定 





クールジャパン ＝潜在的顧客 

■全米40州以上で260以上の日本アニメ関 

 連のイベント 

■パリ：ジャパンエキスポに3日間 

 で23万人(9割が10代） 

■アニメの観光資源化：生活様 

 式、言語、食べ物への関心増 



異文化対応 

■北海道での入れ墨先住民族 

 （マオリ）の入浴拒否事件 

 （2013年9月8日） 

■反社会的か自己表現か？ 

■ガラパゴス化するルール 

■暴力団排除のための一律ルール 

■宿泊約款の縛り 

http://matome.naver.jp/odai/2129636928164102401/2129644597365378903
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交通機関 

■おもてなし 

  サービスイノベーション 

 

■エスカレーターの左側通行 

 

■英語表記 

 案内表示、切符等 

 バス停：kokkai-gijido-mae?? 

 



33 

Samuel P.Huntington:The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order 1996  

サミュエル・ハンチントン：文明の衝突 

  －強固でユニークな日本文明と観光資源 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Clash_of_Civilizations_map.png


観光産業における需給ギャップ 

求める力 与える力 

・クールジャパン 

・おもてなし 

・スペシャルインタレスト 

 ツーリズム 

・デスティネーション 

 キャンペーン 

・科学技術イノベーション 

・アクセス 

・SNS 



最後に 

■ガラパゴス化した観光資源の世界商品化 

■7年間の観光マーケティング（TJ:10.28.13） 

■2000万人時代のシュミレーション 

■旅行目的地イメージにおけるスポーツのマ 

 インドシェアの拡大 


