18歳意識調査

「第27回 – 東京オリンピック・パラリンピック –」要約版
日本財団 2020年8月25日
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調査概要「18歳意識調査」 -東京オリンピック・パラリンピック 調査対象

全国の17歳～19歳男女

回答数

1000
※下記の割付にて回収
17歳 18歳

19歳

計

男性

166

167

167

500

女性

166

167

167

500

計

332

334

334

1000

調査除外

下記の関係者は調査から除外
印刷業・出版業/マスコミ・メディア関連/
情報提供サービス・調査業/広告業

実施期間

2020年7月3日（金）～7月5日（日）

調査手法

インターネット調査

※注記：本編の図表の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100％とはならない。
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要約

東京オリンピック・パラリンピックは楽しみか
東京オリンピック・パラリンピック両方とも楽しみな人は、31.9％。
オリンピック、パラリンピックのいずれかを楽しみと回答した人も含めると、55.5％が大会を楽しみにしている。
• 昨年度は68.5％がいずれかを楽しみと回答した。
Q 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、東京オリンピック・パラリンピック競技大会をめぐる情勢が変化してきています。
あなたの今の気持ちをお聞かせください。 （n=1000）

オリンピック／パラリンピック
の両方とも楽しみ

どちらも興味がない
／楽しみではない

どちらも興味がない

パラリンピック

オリンピック

オリンピック／

／楽しみではない

が楽しみ

が楽しみ

パラリンピックの

※2019年の選択肢は
「どちらも興味がない」

44.5％

31.9％

両方とも楽しみ

68.5％

1.3％

55.5％

2019年

39.5％

27.7％

0.9％

2020年

22.7％

31.5％
44.5％

22.7％ 31.9％
55.5％

オリンピックが楽しみ

パラリンピックが楽しみ

0.9％
2019年度実施 第16回18歳意識調査 「東京オリンピック・パラリンピック」参照
https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2019/20190722-33733.html

5

3%

東京オリンピック・パラリンピックは楽しみか 回答理由
楽しみの理由は、「自国開催だから」（45.2％）、「見たい競技がある」（32.4％）が上位に挙がる。
興味がない理由は、「スポーツに関心がない」（37.3％）が最多。次いで「オリパラ自体に興味がない」（19.1％）と
続く。
• 「新型コロナウイルス感染拡大の不安」は12.6％となり、スポーツやオリパラへの関心の低さの方が多く挙がった。
■いずれか「楽しみ」回答者
Q 前問で「楽しみ」とお答えになった主な理由を
お選びください。（単一回答）（n=555）

45.2%

自国開催だから

37.3%

スポーツに関心がない

32.4%

見たい競技がある
オリパラ自体が楽しみ

■「どちらも興味がない／楽しみではない」回答者
Q 前問で「どちらも興味がない／楽しみではない」とお答えに
なった主な理由をお選びください。（単一回答）（n=445）

オリパラ自体に興味がない

11.5%

19.1%

新型コロナウイルス
感染拡大の不安

12.6%
12.1%

コロナ禍によるダメージ
からの回復

2.5%

地方に住んでいるから

経済の発展

2.2%

スポーツへのＩＴの
活用に期待

東京一極集中が
加速される

2.0%

チケットが高い

都市の発展に期待

1.4%

東京でのオリパラ開催に反対

2.9%

バリアフリーの進化

1.1%

オリパラ後の経済不況の懸念

1.8%

その他

1.6%

その他

0.7%
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7.6%
5.8%

アスリートのモチベーション維持に必要な対策
必要と考えられる対策は、「開催判断の早期決定」（30.9％）、「アスリートや関係者のメンタルケア」（19.5％）、
「代表選考基準と日程の明確化」（16.5％）。
Q 代表選考に関わるスポーツ大会の中止などで、アスリートのモチベーション維持が課題となっています。
主にどのような対策が必要と考えられますか。（n=1000）

代替大会の開催
アスリートを
応援するムードづくり

練習場所の確保

その他

1.8％
開催判断の早期決定

30.9％

11.3％

16.5％
アスリートや関係者
のメンタルケア

代表選考基準と
日程の明確化
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来年度の開催について
来年度の開催については、「予定通り開催」（28.0％）が最多。次に多く挙がったのは「1年延期し22年に開催」
（22.3％）。「中止」は19.7％。
Q 来年度の開催について考えに近いものを選択してください。（n=1000）

予定通り開催

中止

19.7％

次回大会の
24年以降に延期

28.0％

22.3％

1年延期し22年に開催
8

簡素化して開催

来年度の開催について 回答理由 1/2
• 「予定通り開催」の理由は、「1年経てばさすがにコロナも収まっていると思うから」「今年度中にはコロナウイルス感染の騒ぎ
も収束するだろうと考えているから」と、来年には開催できる状態だろうと予想するものや、「来年度にはコロナウイルスも終息
していると思われ、開催をさらに延ばすとなると無駄な税金が更に増えるから」など、これ以上の延期は経済的にも負担が増えて
しまうという意見。また、「オリンピックのために頑張ってきた選手がたくさんいるから」「東京五輪が決まった時から多くのア
スリートは出場やメダルを目標として練習に励んできていたと思うから」など、選手のためにも開催してほしいという声が多く挙
がった。
• 「簡素化して開催」の理由は、「アスリートの方には安全にプレーしてほしいから」「これ以上の延期は選手の負担になると思う
けど、コロナが収束していないので、大規模に開催するのは難しいから」「新型コロナウイルス感染症の影響が続いているかもし
れないので、その対策を十分に行いながら開催してほしいからです」など、コロナは心配だが選手のためにも開催はしてほしいと
いう意見が多い。
（前問：来年度の開催について考えに近いものを選択してください。 ）
Q 来年度の開催について「○○○」とお答えになった理由をご記載ください。 （自由回答抜粋・原文のまま掲載）
（「予定通り開催」：n=280、「簡素化して開催」：n=185）

「予定通り開催」
・ 1年経てばさすがにコロナも収まっていると思うから （女性）
・ 今年度中にはコロナウイルス感染の騒ぎも収束するだろうと考えているから （男性）
・ 来年には、新型コロナウイルスに関しての対策がされた環境づくりが進んでおり、尚且つ、人々の
新型コロナウイルスに対しての意識と感染防止意識があたりまえになっているため。 （男性）
・ 来年にはコロナもかなり収束していると考えたから来年に向けてパフォーマンスを整えているアスリー
トにとってさらなる延期は大きな負担になると考えられるから （男性）
・ 来年度にはコロナウイルスも終息していると思われ、開催をさらに延ばすとなると無駄な税金が更
に増えるから。 （男性）
・ オリンピックのために頑張ってきた選手がたくさんいるから。 （女性）
・ 今年のために調整をしてきた選手達が力を発揮できずに終わるのはかわいそうだし、更に延ばすの
は開催できなくなりそうだから （男性）
・ これ以上アスリートの負担を増やすのはよくないと思うから （女性）
・ 簡素化してしまうと、選手が十分に活躍出来ないと思うし、4年に1度なので、全て行われるべき
だと思うから。 （男性）
・ 経済的にもアスリートのパフォーマンスからみても来年以外に開催できる年はないとおもうから
（男性）
・ これ以上引き伸ばすのは開催団体が大きなダメージを受ける可能性があるから。 （男性）
・ 選手がかわいそう。様子を見てからだけど、来年でもいいと思う。 （女性）
・ 東京五輪が決まった時から多くのアスリートは出場やメダルを目標として練習に励んできていたと思
うから （女性）

「簡素化して開催」
・ アスリートの方たちのために開催はしてほしいが、コロナがまだ完全に世の中からなくなってはいないので、
感染しないために無駄なことなど省略できるものは省略して開催した方がいいと思うから。 （女
性）
・ アスリートの方には安全にプレーしてほしいから （男性）
・ これ以上の延期は選手の負担になると思うけど、コロナが収束していないので、大規模に開催するの
は難しいから。 （男性）
・ コロナウィルスの影響が来年度まで残っているか分からないがやるなら簡素化するべきだと思う。
（男性）
・ まだ、コロナの収束の予感がする雰囲気も出ず、悪化しそうな感じしかしないため。 （女性）
・ 今まで通りの開催というのは今の状態では厳しそうだが、これまで準備してきた全ての人のためにもや
るべきだと思うから （男性）
・ 新型コロナウイルス感染症の影響が続いているかもしれないので、その対策を十分に行いながら開催
してほしいからです。 （女性）
・ 大規模で大人数を集めることがなければ、感染リスクを抑えされるから （女性）
・ 感染のリスクを防ぎたいが、大会はあった方がいいから （女性）
・ コロナが終息していない可能性があるがオリンピックで経済活動の活発にして少しでも経済が回るよう
にして欲しい （男性）
・ 日本の経済が衰退している中で そんな簡単にまた延期します！って言えるのか？それなら少し無理
やりになるけど、簡素化して開催するんじゃないのかな？ （男性）

【来年度の開催について 回答理由「自由回答集」】
日本財団公式webサイトに掲載 https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/eighteen_survey/
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来年度の開催について 回答理由 2/2
• 「1年延期し22年に開催」「次回大会の24年以降に開催」 の回答理由は、「まだコロナが収まる気配がないから」「来年度まで
にコロナ対策がきちんとできるとは思わないから。またワクチンの開発が間に合うと思わないから」など、まだ事態が収束しそう
になく、ワクチンなどの開発ができるまで開催はしない方が安全であるという意見が多く挙がる。また、「一生に一度の自国開催
オリンピックは会場で生で観戦したいという気持ちが強いから」「まだコロナが収まっていないが、簡素化などはせず開催してほ
しいから」など、楽しみたいからこそ、安全に開催できるまで延期してほしいとの声も。
• 「中止」の理由は、「コロナウイルスがオリンピックを開催できるほど収まると思えないから」「新型ウイルスに対するワクチン
などがいつ完成するかわからないような状況で、来年東京に人を集めてオリンピックならびにパラリンピックを開催するのはリス
クが大きすぎると思う」など、収束の見込みが見えない中、世界中から人を集めて開催することへのリスクに言及する意見が見ら
れた。
（前問：来年度の開催について考えに近いものを選択してください。 ）
Q 来年度の開催について「○○○」とお答えになった理由をご記載ください。 （自由回答抜粋・原文のまま掲載）
（「1年延期し22年に開催」：n=223、「次回大会の24年以降に延期」：n=115、「中止」：n=197）

「1年延期し22年に開催」

「次回大会の24年以降に延期」

「中止」

・ 1年経つ頃にはコロナが落ち着いていると思うから。2024年の開催だと、引退
を考えている選手からしたら遅すぎると思う。 （女性）
・ 21年に開催するにはコロナウイルスのワクチンがまだ開発されていないなかで
危険と感じる。2年後の22年にはコロナウイルスに有効なワクチンが開発され
ているのではないかと考えたため。 （女性）
・ この状況で来年までできる気がしない （女性）
・ コロナがおさまっていないため （男性）
・ まだコロナが収まる気配がないから。 （女性）
・ 新型コロナウイルスの終息にはまだまだ時間が必要だと思うから。（男性）
・ コロナが収まっているか分からないし、今のままだと大会も開催できなくて選手
を選考できないかもしれないから。 （女性）
・ コロナ渦の中、感染拡大の問題が止むまではするべきでないと思うから。一生
に一度の自国開催オリンピックは会場で生で観戦したいという気持ちが強いか
ら。 （女性）
・ 短縮とかそういうことはしてほしくはないと思った。 （男性）
・ まだコロナが収まっていないが、簡素化などはせず開催してほしいから（女
性）
・ 来年にはコロナの薬が出来上がって普及してくると期待しているから（女性）

・ コロナウィルスのワクチンが出来たり治療薬とかができたりする
まで開催して欲しくないから （男性）
・ コロナウイルスの収束がまだ見込めないから （男性）
・ コロナが収まってくるのは2年後ぐらいと言われているから。
（女性）
・ コロナの第2波やワクチンの実用化を考えると24年以降が
適切だと思うから （男性）
・ その方が安全面だけを考えるといいと思うから。 （女性）
・ 一年、二年ではコロナウイルスは終息しないと思うから。
（女性）
・ 現時点で世界各地で感染者が確認されていて、発展途
上国では対策が十分ではないため感染が拡大し、世界全
体で新型コロナウイルス騒動が収束するまでに2年以上の
時間が必要だと思うから。 （男性）
・ スポーツ選手は4年周期でスケジュールを組み、最高のコン
ディションに持っていっていると思うから （女性）

・ ウイルスの終息がしていないと思うから （女性）
・ この状況では開催は難しいと考える （男性）
・ コロナウイルスがオリンピックを開催できるほど収まると思えないから。
（女性）
・ コロナがいつ落ち着くかわからないから （男性）
・ 来年度にコロナが終息しているか分からないから。 （男性）
・ コロナが来年までに収束するとは考えにくく、オリパラ組織委員が、
予定通りにできなかった場合また延期にするとは考えられないか
ら。 （女性）
・ 海外から選手や観客が集まってくるのが怖いから （女性）
・ 今の状況で世界中の選手や観客を一ヶ所に集めると感染拡大
が酷くなり終息が遅れかねないため。 （男性）
・ 新型ウイルスに対するワクチンなどがいつ完成するかわからないよ
うな状況で、来年東京に人を集めてオリンピックならびにパラリン
ピックを開催するのはリスクが大きすぎると思う。 （男性）
・ 新型コロナを巡る世界情勢を鑑みて、一年後の開催は厳しく、
追加の維持費もかかるから。 （男性）
・ 第二波が若干来ている状態で世界各国から選手を集めてやる
のは不可能に近いと思ったから。 （女性）

・ 来年度までにコロナ対策がきちんとできるとは思わないから。またワクチンの開
発が間に合うと思わないから。 （女性）

・ 来年は困難と考え準備期間を長めにとって24年にすれば
次回以降との間隔も適切になるから。 （男性）

【来年度の開催について 回答理由「自由回答集」】
日本財団公式webサイトに掲載 https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/eighteen_survey/
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想定される簡素化の内容
簡素化する場合は、「観客席の縮小、チケットの販売制限」（26.2％）、「開会式・閉会式の縮小」（26.0％）が主に
想定された。

Q オリンピック・パラリンピックを簡素化する場合、主にどのような内容を想定しますか。 （単一回答）（n=1000）

観客席の縮小、チケットの販売制限

26.2%

開会式・閉会式の縮小

26.0%
8.8%

関連イベントの縮小・中止

5.7%

聖火リレーの中止
競技ごとの参加者数の縮小

3.7%

競技の実施方法の簡素化

3.3%

サービス・ホスピタリティの縮小

3.2%

競技数の縮小
その他

1.6%
0.9%
20.6%

わからない
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大会を中止した場合に起こること
中止した場合の影響は、「コロナウイルス感染の拡大リスクの軽減」（51.6％）が最多。
ほか、「経済波及効果の損失」（47.2％）、「アスリートのモチベーション低下」（38.6％）が上位に挙がる。
Q オリンピック・パラリンピックを中止した場合、どうなると思いますか。3つまでお選びください。（複数回答）（n=1000）

51.6%

コロナウイルス感染の拡大リスクの軽減

47.2%

経済波及効果の損失

38.6%

アスリートのモチベーション低下

18.9%

開催に伴う感染防止費用の軽減

14.1%

延期に伴う追加負担の軽減
スポーツおよびオリンピック・パラリンピック
への関心の低下

11.5%

国際文化交流の機会の逸失

11.5%

アスリートの気持ちの切り替え

10.6%

インバウンドの縮小

10.2%
6.3%

インバウンド頼みの観光戦略からの転換
その他

0.3%
15.7%

わからない
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東京大会を成功させる上で必要な備え
大会を成功させる上で必要な備えは、「新型コロナウイルス対策」（74.0％）が最多。2位以下を大きく引き離す。
• 昨年度の調査で上位に挙がった「猛暑」「テロ」「道路・鉄道の混雑」は、今年はそれぞれ1割に満たない。
Q

21年に延期された東京大会を成功させる上で、必要な備えは主に何だと思いますか。（単一回答）（n=1000）

新型コロナウイルス対策
猛暑
テロ
道路・鉄道の混雑
地震
豪雨災害
その他
特にない

※この選択肢は2020年調査時に追加

74.0%
30.4%

6.3%
24.1%

4.7%
20.3%

3.2%
9.1%

1.1%
3.7%

0.5%
1.2%

1.4%
11.2%

8.8%

2019年度実施 第16回18歳意識調査 「東京オリンピック・パラリンピック」参照
https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2019/20190722-33733.html
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2019年
2020年

新型コロナウイルスの感染拡大防止で必要な備え
感染拡大防止で必要な備えは「3密を防いだ会場運営」（68.9％）が最多。次いで「ワクチンや治療薬の普及」
（46.3％）、「入国の際の検査の徹底」（34.1％）が上位に挙がる。
Q 新型コロナウイルスの感染拡大防止で必要な備えは何だと思いますか。3つまでお選びください。 （複数回答）（n=1000）

新型コロナウイルスの
感染拡大防止で必要な備え

1位 ３密を防いだ会場運営

68.9%

2位

ワクチンや治療薬の普及

46.3%

3位

入国の際の検査の徹底

34.1%

4位

選手・大会関係者らのＰＣＲ検査の強化

27.9%

5位

選手の滞在場所の感染対策の強化

21.2%

※6位以下は、次の通り。
「病床など医療体制の確保」(17.6%)、
「濃厚接触者を記録する追跡アプリの普及」(8.2%)、
「混雑緩和策としてのテレワーク・オンライン授業の普及」(7.6%)、
「その他」(1.1%)
14

パンデミック下で大会を盛り上げるには
• 「コロナ対策を万全にして、心配せずに応援できる環境を作る」「感染予防を徹底して行うことで選手も安心して大会に挑むことができ
て大会も盛り上がると思う」など、感染拡大対策をしっかり行い、選手も観客も安心して参加できるようにするという意見が多く挙がる。
その中で「消毒やマスクなどコロナの対策を徹底的に行う」「ソーシャルディスタンスを意識」「観客の間隔を空ける」「１日に行う競
技を少なくする」「無観客での開催」など様々な対策が挙がった。
• また、「オンライン中継などを充実させる」「リモートでも大会を見れるようにする。その場にいるかのような臨場感を味わえるような
コンテンツを作る」など、オンラインで楽しめる環境を作るという意見も多く見られた。
• そのほか、「グッズ販売」「メディアや、SNSなどを使って宣伝などをして盛り上げていく」という意見や、「選手がプレーしやすい環
境を作りベストプレーをしてもらうこと」「まず選手の不安をなくす」など、選手のことを第一に考える声も。
Q パンデミック下でなお大会を盛り上げるには、どうしたら良いと考えますか。開催国の当事者として、お考えをご記載ください。
（自由回答抜粋・原文のまま掲載）（n=1000 ）
感染拡大対策

オンラインで楽しめるようにする

・ コロナウイルスへの感染を防ぐため、ひとりひとりが意識する必
要がある （女性）
・ コロナ対策を万全にして、心配せずに応援できる環境を作る
（女性）
・ ソーシャルディスタンスを意識し、観客席の間をあける。そして
その上で、出店をするにしても客と客が距離をおけるシールを
貼っておくことなど、現在の日本における感染対策をさらに徹
底することを意識し観客、選手、スタッフが万全な状態で楽
しめるようにするといいと思います。 （女性）
・ ウイルス対策を徹底する座席数を制限する （女性）
・ やはり、三密を避けること。そのためにも、観客の間隔を開け
る必要がある。 （男性）
・ 安全に配慮した大会を開催すること （男性）
・ 感染対策をしっかりと行った上で開催する （男性）
・ 感染予防を徹底して行うことで選手も安心して大会に挑む
ことができて大会も盛り上がると思う。 （男性）
・ 検査を徹底して安心安全に開催する （女性）
・ 消毒やマスクなどコロナの対策を徹底的に行う （男性）
・ 徹底した感染予防の実施 （男性）
・ オリンピックの期間を伸ばすことで１日に行う一つ一つの競技
を少なくすることで密になる可能性を低くする （男性）

メディア、SNSでの宣伝や、グッズ販売など

・ 5Gなどのテクノロジーを駆使して開催する （男性）
・ インターネットでオリンピック専用の通信回線を作り上げ、ダイレクト
に見ることはできなくても全世界の人が平等に楽しめるようにする
（男性）
・ オンラインでのオリンピック関連イベントを行う。試合のオンライン配
信かつ、カメラを選んで好きな方向から見れるようにする。（男
性）
・ オンライン上で盛り上がれる環境作り （女性）
・ オンライン中継などを充実させる （女性）
・ テレビ、スマホ、SNSを有効活用して、家でも大いに楽しめるように
したらいいと思います。そして、参加型のイベントなどもあるとなおい
いかもしれないです。 （女性）
・ テレビや、パソコンで中継すれば良いと思う。また、選手へ応援メッ
セージを送れるような掲示板を作り、選手が見れるようにする。
（女性）
・ リモートでも大会を見れるようにする。その場にいるかのような臨場
感を味わえるようなコンテンツを作る。 （男性）
・ 会場近くに群がらなくて済むよう、テレビで全競技放送する。SNS
の盛り上がりを取り込む。 （男性）
・ 開会式や閉会式をオンライン化する、個人競技を増やすなど、感
染拡大対策とパフォーマンス性を両立させた変更をすべきだと思い
ます。 （男性）
・ 動画プラットフォームなどで有料でVRでの配信をする。視聴専用で
簡素なVRゴーグルを低価格で発売する。 （男性）

・ グッズ販売や、アスリート達に対する応援を多くする （女性）
・ 無観客でもメディアやネットを使って盛り上げることだと思う。 （男性）
・ さらにオリンピック関連の番組を増やすなどして国民がオリンピックの情報に
触れる機会を増やす （女性）
・ しっかり対策もしつつ、頑張って練習してきた選手達を観客たちが応援す
ること （女性）
・ メディアや、SNSなどを使って宣伝などをして盛り上げていく。 （女性）
・ 自宅で参加できるイベントをより活性化させる。選手たちの声を今まで以
上に取り上げたり興味関心を仰ぐ。感染予防を徹底して安全であることを
示す。この状況下だからこそ子供たちに夢を与えて欲しい （女性）

・ 大会の期間にゆとりを持たす （男性）
・ 観客席に人を入れずチケット売らず無観客でネットでもテレビ
でもいいので全世界生中継する （女性）
・ 無観客での開催 （男性）

【パンデミック下で大会を盛り上げるには「自由回答集」】
日本財団公式webサイトに掲載 https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/eighteen_survey/
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選手たちが安心してプレーできる環境を作ること
・ 選手がプレーしやすい環境を作りベストプレーをしてもらうこと （女性）
・ 選手にも観戦者にも安心してもらえるような状況をつくること。 （女性）
・ 選手一人一人の体調や行動に気を配れるような体制を作り、まず選手の
不安をなくす行動を心がける。 （男性）
・ 徹底的な感染症対策。アスリート、コーチなど大会関係者への身体的、
精神的なフォロー。 （女性）

治療薬やワクチンの開発／安全に開催できるまで延期
・ オンライン授業やテレワークを全て廃止した後、すなわちワクチンを開発して
感染が落ち着いてからやるべきである。 （男性）
・ 治療薬が普及するまでは大会開催を見合わせる。体調管理、検査の徹
底。3密は何が何でも避ける。 （男性）
・ 早く治療薬やワクチンを開発することと、感染者を出さないようにし世界に
日本の安全性をアピールすることが大切だと思います。 （女性）

今大会では世界に向けてどのようなメッセージを発信すべきか
• 「コロナウイルスにおけるパンデミックで世界中の人々が同じ目標（ウイルス終息、今後の感染症対策）に向けて一致団結し、今後のオ
リンピック大会で活かせる良い経験になるよう協力すべき」「人種や文化を問わず、世界中が協力してウイルスに勝つことができるとい
うことをアピールすべき」など、世界各国が協力し合いパンデミックを乗り越えていく姿勢を発信すべきという声が多く寄せられた。
• また、「安心してオリンピックを開催できることをアピールするべき」「感染対策がとれているという証拠をみせ、安全だと伝える」な
ど、安心、安全をアピールするという内容や、「ひとりひとりが感染拡大を防ぐための行動をすることが大切」「ソーシャルディスタン
スとヘルスケアを前面にだす」など、感染症予防を啓発すべきという意見も多い。
• 「『全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承』そのままでいいと思う」「多様性と調和の部分を強く打ち出すべき」など、今の
ビジョンのまま継続して発信しても良いという考えも見られた。
Q 東京オリンピック・パラリンピック競技大会のビジョンは「全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承」ですが、
パンデミック下での異例の大会となる今大会では、改めて世界に向けてどのようなメッセージを発信すべきですか。お考えをご記載ください。
（自由回答抜粋・原文のまま掲載）（n=1000 ）

国際協力／各国が協力する
・ オリンピック開催のためにもコロナ対策を世界の問題として考え
る （男性）
・ コロナウイルスにおけるパンデミックで世界中の人々が同じ目標
(ウイルス終息、今後の感染症対策)に向けて一致団結し、
今後のオリンピック大会で活かせる良い経験になるよう協力す
べき （男性）
・ コロナで世界中の人が落ち込んでいる中でみんなで頑張って
いこうというメッセージが欲しい （女性）
・ コロナの問題にかかわっていて選手たち皆さんが苦しい思いをし
ている。だから、そのためにも我々が協力して国際関係を高め
る。 （女性）
・ 人種や文化を問わず、世界中が協力してウイルスに勝つこと
ができるということをアピールすべき。 （男性）
・ 世界がコロナで不況に陥ってる中、人が協力し合えばどんな苦
境も乗り越えられるというメーセージを発信すべき （男性）
・ 世界が一致団結して競技に取り組む姿勢を見せること （男
性）
・ 世界で協力してパンデミックを乗り越えていく （女性）
・ 世界各国が一丸となって協力すれば、苦境を乗り越えられる
ということ （女性）

感染対策／安全性をアピール

現ビジョンの継続

・
・
・
・
・
・

・ 「全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承」そのままでい
いと思う （女性）
・ このビジョンに続けて、自己管理 （男性）
・ このままでよい。 （男性）
・ そのままでいいと思う （女性）
・ パンデミック前に考案されたビジョンですが、考え方次第では現状に
も通用すると思います。このビジョン自体の認知度を高めることがオ
リンピックに向けて重要になるのではないでしょうか。 （男性）
・ ビジョンにある通り、ベスト（自分に今できる対策）、多様性と調
和（今までの生活を維持）、未来への継承（今までにない前例
でも乗り越えたという証拠）を発信する （男性）
・ 全員が自己ベスト、多様性と調和、感謝と尊敬、未来への継承
（男性）
・ 多様性と調和の部分を強く打ち出すべき （男性）
・ 同じでよいと思う （女性）

安心してオリンピックを開催できることをアピールするべき （女性）
安心安全にスポーツを行うことができること。 （女性）
安全さをアピールする （女性）
安全安心で開催して日本の強さをアピールすべきだと思う。 （男性）
感染対策がとれているという証拠をみせ、安全だと伝える （女性）
日本が安心できる国であること、そして観光客に自覚症状がある際に
は来日を控えてもらうよう呼びかける （女性）
・ 日本の安全管理をアピールしたい （女性）
・ 日本は感染対策は厳格に実施しているということ （男性）
・ 日本人のルールやマナーの良さがコロナ対策に生きていることを示す。
（男性）

感染症の予防の啓発
・ この状況でオリンピックを成功させるためには、ひとりひとりが感染拡大を
防ぐための行動をすることが大切。 （男性）
・ マスクをすること、衛生面で気をつけること （女性）
・ 一人一人が感染防止を徹底する （女性）
・ 感染拡大防止徹底 （男性）
・ 健康あってこそのスポーツ大会だと思うので、ソーシャルディスタンスとヘル
スケアを前面にだす。 （男性）
・ 大会が開催できるように、一人一人がコロナウイルスの事を意識して行
動していくべき。 （女性）

【今大会では世界に向けてどのようなメッセージを発信すべきか「自由回答集」】
日本財団公式webサイトに掲載 https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/eighteen_survey/
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互いを思いやる気持ち
・ みんなでお互いの生活を守りましょう （男性）
・ 一人一人が大切なんだということを伝えた方がいいと思う。(今はそ
れぞれが大変な状況で、でもこれによってお互いの大切さがよくわ
かると思うから。） （女性）
・ 互いの命を守り合う意識 （男性）
・ 自分だけではなく、周りの人のために！ （男性）
・ 自分以外のためにも感染対策をしっかりする （男性）
・ 人々が協力し合うことの大切さ。 （男性）
・ 相手のことを思いやる （男性）

オリンピック・パラリンピックはどのような姿が望ましいか 1/2
• 「感染対策を徹底するのが望ましい」「安心安全に気をつけてスポーツをする、見るの楽しさが感じられるものに」「世界全体が協力し
合い、コロナ対策をしたうえで実施されるのが望ましい」「第1に安全を重視して開催されて欲しい」など、選手や観客などの健康や安
全を第一としたものを望む声が多く挙がる。
• また、「あくまでもアスリートがベストパフォーマンスを行える環境を整えることを主眼に置き」「アスリートたちが自らの力を存分発
揮する場」「選手が競技に集中し、ベストを尽くせる大会。それが達成できるなら、商業化も今の世の中にあった選択だと思う」など、
選手が競技に集中できる選手のための大会であるべき、という意見も多く見られた。
Q 商業化の批判もあるオリンピック・パラリンピックは、どのような姿で実施されるのが望ましいでしょうか。お考えをご記載ください。
（自由回答抜粋・原文のまま掲載）（n=1000 ）

選手のための大会

安全を第一に／感染対策を徹底してほしい

・ あくまでもアスリートがベストパフォーマンスを行える環境を整えることを主眼に置き、商業化
させていただく、という謙虚な姿勢で発展につなげるべきて （男性）
・ アスリートたちが自らの力を存分発揮する場 （男性）
・ アスリートや関係者を応援する役割を持つイベントであって欲しい （女性）
・ アスリート等のいわゆるオリンピックの主役となるような人々に対して優しい大会計画、運営
を行う姿望ましいと思う。 （男性）
・ オリンピックに商業的な価値を求めるのではなく、単純にスポーツの祭典として考えるべき
（男性）
・ とりあえずテレビの放映権？放映料？とかの理由で大会スケジュール決めるのは選手の負
担とかも大きそうだしやめた方がいいと思う （女性）
・ 一人一人が集中して向き合える姿での実施正々堂々と戦える衛生的な場 （女性）

・ コロナウイルスの感染を防ぐために会場の感染対策を徹底し、観客の数を減らし、
消毒をこまめに行う。競技中以外では距離を適度にとるようにする。 （女性）
・ ソーシャルディスタンスを配慮したスタジアムの建設や、マスクの徹底 （男性）
・ できればこれまでと変わりなく開催されることが1番だが、第1に安全を重視して開
催されて欲しい。 （男性）
・ マスク、アルコール配布 （男性）
・ 安心安全に気をつけてスポーツをする、見るの楽しさが感じられるものに。 （女
性）
・ 安全を第一に開催してほしい （女性）
・ 感染リスクを十分に軽減した上で、皆の活力を高めるようなオリンピック・パラリン
ピックであってほしいと考えます。 （男性）
・ 感染対策を徹底するのが望ましい （男性）
・ 観客、出場者の健康が第一。経済が第一ではない （女性）
・ 観客席を設けず、休憩中や試合に出ない時はマスクをして予防する。 （女性）
・ 規模をできる限り縮小し、競技そのもののみを淡々と行う形 （女性）
・ 三密を避けた形でやる。 （女性）
・ 新型コロナウイルス対策をしっかりと行った上での実施 （男性）
・ 世界全体が協力し合い、コロナ対策をしたうえで実施されるのが望ましい。 （男
性）
・ 簡素化して実施 （男性）
・ 観戦者を減らして多くの人はオンラインで観戦出来れば良いと思う （女性）
・ 無観客、オンライン配信 （男性）
・ 無観客で、選手だけでやる （男性）

・ 経済効果など考えずに、アスリートの日々の努力の成果を発揮出来る大会になることが望
ましい （女性）
・ 国同士の政治の干渉がなく、選手が伸び伸びとプレーでき、ベストを出せる姿 （男性）

・ 純粋にアスリートが努力した結果を出す機会と、自分の国でなくても好きな選手を応援す
る観客 （女性）
・ 選手が競技に集中し、ベストを尽くせる大会。それが達成できるなら、商業化も今の世の
中にあった選択だと思う。 （女性）
・ 選手と、観客のためだけを考える。商業的な視線は要らない。（過度な広告など）
（女性）
・ 選手の方々が伸び伸びと競技できるような場所をしっかりと確保していただく。（女性）

【オリンピック・パラリンピックはどのような姿が望ましいか「自由回答集」】
日本財団公式webサイトに掲載 https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/eighteen_survey/
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オリンピック・パラリンピックはどのような姿が望ましいか 2/2
• 「開催地の景気が良くなることも見込んでの開催なので多少の商業化は仕方ないと思う」「経済的効果は無視できないので別にいいと思
う」「世界がコロナ不況に陥ってるので経済を回す意味でも商業化はいい考えだと思う」など、経済発展のため、商業化は悪い考えでは
ないという意見も見られた。また、その上で「途上国で開催できるように世界で協力していくべきだと思う」「選手に対する心遣いを大
切にするのが重要だと思います」という声が挙がる。
• 「得た利益の一部をコロナを含むウイルス、病気の治療薬や予防策の構築に充てる等して、今年は単なるスポーツイベントだけにしない
ようにする」「収益を世界のコロナ対策、ワクチンや特効薬への研究費などへ寄付する」「各地の貧困層などボランティア団体に寄付す
るべき」「感染症に対する医療態勢が整っていない地域、被害が大きかった地域への医療環境拡充に寄付する」など、得た収益を医療や
貧困層などへの寄付に充てるべきという意見も寄せられた。
• また、「みんなに元気を与える」「プレーする選手も試合を見る人も楽しめ、勇気をもらうことができるような姿」「純粋にスポーツを
楽しむ大会」など、多くの人が楽しめる大会を望む声も。
Q

商業化の批判もあるオリンピック・パラリンピックは、どのような姿で実施されるのが望ましいでしょうか。お考えをご記載ください。
（自由回答抜粋・原文のまま掲載）（n=1000 ）

商業化は仕方がない

収益を寄付

・ 開催地の景気が良くなることも見込んでの開催なので多少の商業化は仕方ないと思う。
そのため途上国で開催できるように世界で協力していくべきだと思う （男性）

・ 例えば得た利益の一部をコロナを含むウイルス、病気の治療薬や予防策の構築に充て
る等して、今年は単なるスポーツイベントだけにしないようにする。 （男性）
・ 収益を世界のコロナ対策、ワクチンや特効薬への研究費などへ寄付する。 （男性）

・ 経済が回るように、盛り上げていく感じで実施されたら良いと思う （女性）

・ 出てきた利益は、後援した企業などに出した分だけ返し余ったものは各地の貧困層など
ボランティア団体に寄付するべき （女性）
・ 出来るだけ多くの人々(特にコロナウイルス被害者)が楽しめるよう大会で出た収益の一
部を感染症に対する医療態勢が整っていない地域、被害が大きかった地域への医療
環境拡充に寄付する等、明確な復興ビジョンが見えるように実施すべき。 （男性）

・ 経済的効果は無視できないので別にいいと思う （男性）
・ 経済発展や人々の心の娯楽を考えると、商業のような感じでやっていいと思う。参加者一
人一人がマナーを守って愛を持ってやれるといいなと思う （女性）
・ 今こそ普段通りの開催がいいと思います。内容や行事を変えてしまうと、今だからこその新
たな批判が生まれるのではないでしょうか （女性）

多くの人が楽しめる・元気づけられる大会・祭典
・
・
・
・

・ 商業化が悪いとは考えない。多方面から盛り上げて華々しく開催すれば良いと思う。
（女性）
・ 商業化するのは、やむを得ないこと。様々な業種に対して利益が上がることであると思う。
（女性）
・ 商業化は仕方がないと思います。しかしそのうえで選手に対する心遣いを大切にするのが
重要だと思います。 （女性）
・ 世界がコロナ不況に陥ってるので経済を回す意味でも商業化はいい考えだと思う （男
性）
・ 普通通りに開催 （女性）
・ 今まで通りの開催でいいと思う （女性）

・
・
・
・

みんなに元気を与える （男性）
プレーする選手も試合を見る人も楽しめ、勇気をもらうことができるような姿。（男性）
より多くの世界中の人に楽しんでもらえるようにする。 （男性）
経済のためだけでなく選手、観客、人々を元気づけたり勇気づけたりすることを大切にす
るべき （女性）
純粋にスポーツを楽しむ大会にすること （女性）
誰もが楽しめる形であれば、いいと考えます。じゃないと、自国でやっと選ばれた意味もな
くなると感じます。 （女性）
平和の祭典として （男性）
本来ならば「平和」ですがもはやそのような大会ではなくなってきていると思う （女性）

【オリンピック・パラリンピックはどのような姿が望ましいか「自由回答集」】
日本財団公式webサイトに掲載 https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/eighteen_survey/
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関心の高いオリンピック競技・式典
オリンピックで関心の高い競技・式典は、「水泳」（21.5％）、「陸上競技」（17.8％）、「野球・ソフトボール」
（16.4％）など。
• 昨年度の調査で2位だった「開会式」（22.6%）は13.1％と半数近く落ち込んだ。

2019年

2020年

オリンピック
1位

水泳

2位

開会式

3位

オリンピック
23.7%

1位

水泳

22.6%

2位

陸上競技

17.8%

陸上競技

21.9%

3位

野球・ソフトボール

16.4%

4位

野球・ソフトボール

18.5%

4位

バレーボール

15.0%

5位

サッカー

17.3%

5位

開会式

13.1%

6位

バレーボール

14.3%

6位

サッカー

12.1%

7位

卓球

13.6%

7位

卓球

10.7%

8位

テニス

12.6%

8位

バドミントン

10.2%

9位

閉会式

10.7%

9位

バスケットボール

8.9%

10位

バドミントン

10.6%

10位

テニス

7.9%

2019年度実施 第16回18歳意識調査 「東京オリンピック・パラリンピック」参照
https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2019/20190722-33733.html
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21.5%

関心の高いパラリンピック競技・式典
パラリンピックで関心の高い競技・式典は、「車いすバスケットボール」（15.0％）、「陸上競技」（14.4％）、「車
いすテニス」（12.1％）、「水泳」（11.3％）、「開会式」（11.1％）など。
• オリンピック同様に昨年度の調査では２位だった「開会式」は順位を下げた。
Ｑ 東京2020パラリンピックで、式典・競技などで特に関心が高いもの３つをお選びください。
（複数回答）（n=1000）

2019年

2020年

パラリンピック
1位

車いすバスケットボール

2位

開会式

3位

パラリンピック
21.4%

15.0%

1位

車いすバスケットボール

19.2%

2位

陸上競技

14.4%

車いすテニス

17.6%

3位

車いすテニス

12.1%

4位

陸上競技

17.5%

4位

水泳

11.3%

5位

水泳

13.1%

5位

開会式

11.1%

6位

閉会式

11.8%

6位

バドミントン

10.0%

7位

バドミントン

10.0%

7位

卓球

7.7%

8位

五人制サッカー

8.3%

8位

閉会式

6.9%

9位

卓球

8.1%

9位

アーチェリー

5.7%

10位

アーチェリー

7.5%

10位

五人制サッカー

5.5%

2019年度実施 第16回18歳意識調査 「東京オリンピック・パラリンピック」参照
https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2019/20190722-33733.html
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