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社会動向レポート

東京オリンピック・パラリンピック競技大会における
CO2見える化と気候変動対策

環境エネルギー第2部
シニアコンサルタント 内田　裕之

　2018年6月、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のための「持続可能性に
配慮した運営計画」第二版が公開され、大会の温室効果ガス排出量の予測とこれに基づく具体的
な削減対策が示された。その内容を解説する。

はじめに

　21世紀になり、気候変動対策の重要性が高ま
る中、オリンピック・パラリンピック競技大会
においても、競技大会に関連して排出される温
室効果ガスの把握とその削減に向けた取組みを
行うことが重要視されている。2020年の東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会（以下、東
京2020大会とする）については、開催まで2年を
切り、この6月には、東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会組織委員会（以下、組織委員
会とする）より具体的な気候変動への対策計画が
掲げられた「持続可能性に配慮した運営計画」
の第二版が公開された。今後、この運営計画に
沿った対策が進められていくものと考えられる。
　本稿では、東京2020大会の気候変動への取組
みとして運営計画に掲げられている CO2見える
化及び削減対策、気候変動に関する管理につい
て報告する。

1．�持続可能性に配慮した�
運営計画の概要

（1）持続可能性に配慮した運営計画
　東京2020大会では、持続可能性に配慮した大

会の準備・運営を行うため、大会関係者の拠り
所となる資料として、運営の方向性や目標、施
策例を示した「持続可能性に配慮した運営計画」
を策定・公開している。第一版は2017年1月に
公開され、主要な持続可能性のテーマ（SDGsに
従い気候変動、資源管理など5項目）が記載され
た。その後、各テーマについて目標の設定や目
標達成に向けた具体的な施策を盛り込んだ第二
版が2018年6月に公開された。今後、2019年に
進捗状況報告書、2020年の大会前に大会前報告
書が公開され、大会後には大会後報告書が作成
される予定である。

（2）気候変動対策の取組み
　「持続可能性に配慮した運営計画」に記載され
た主要な持続可能性のテーマのうち、「気候変
動」に関しては、大目標を「Towards Zero Carbon　
～脱炭素社会の実現に向けて～」とし、可能な
限りの省エネ・再エネへの転換を軸としたマネ
ジメントの実施という方向性が掲げられている。
　気候変動対策の取組みは、大きく「CO2見え
る化」「削減対策」「気候変動に関する管理」の
3段階となっている。このうち、「CO2見える化」
については、カーボンフットプリントと呼ばれ
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る手法が用いられており、東京2020大会の大会
開催時の排出だけではなく、準備・運営の活動
全般に関連して温室効果ガスがどのくらい排出
されるか、どのような活動に関連して排出され
るか、を活動の種類別に把握している。定量的
に把握する目的は、どのような活動が温室効果
ガスの排出量に対して、大きな影響を及ぼすか
を理解した上で、排出量の大きい活動に重点的
に削減対策を講じていくという、合理的な気候
変動対策の計画を策定することにある。
　運営計画第二版におけるカーボンフットプリ
ントの推計結果（図表1）は、ロンドン2012大会
が事前に推計した結果に比べて少ない。東京
2020大会の「削減対策無し」（BaU: Business as 

Usual）のケースは立候補時点で設定した条件を
もとに、開催決定後に追加された競技の条件を
加えた内容となっている。このケースでは、運
営計画第二版で記述されている温室効果ガス排
出量の削減対策は考慮されていない。これに開
催決定後の会場についての見直し（新規建設から
既存施設の活用へ変更など）の対策を考慮した
結果が、「会場見直し等による削減考慮」のケー
スとなっており、新国立競技場の設計見直し、
既存施設活用などの検討努力により、温室効果
ガス排出量が約8万 t削減されるという推計結果
になっている。
　この排出量に対して、「削減対策」では、「排

出回避」、「排出削減」、「相殺」の3種類に分け
て、それぞれ具体的な目標が挙げられている。
「気候変動に関する管理」については、大会の計
画から大会終了後までの各主体の役割の明確化
や対策実施状況の確認など、「削減対策」が確実
に行われるような管理（カーボンマネジメント）
を行うことが示されている。
　次項以降に「CO2見える化」「削減対策」「気
候変動に関する管理」の内容について説明する。

2．CO2見える化

（1）カーボンフットプリント手法の概要
　カーボンフットプリントは、温室効果ガスの
排出量を算定する手法および手法を用いたコ
ミュニケーション（社内・社外のコミュニケー
ションの両方）制度を指す。算定手法の特徴は、
図表2に示す通り、製品の「ライフサイクル（原
材料の調達～製造（生産）～流通～使用～廃棄な
ど）」を対象に、プロセスごとの温室効果ガス排
出量を算定し、それらを合算することでライフ
サイクル全体の温室効果ガスを算定する点にあ
る。
　我が国では、2008年度から2011年度まで、経
済産業省を中心とした国家事業としてカーボン
フットプリント制度の試行事業が行われ、現在、
多くの企業が自社製品の温室効果ガス排出量を
算定する手法として採用している。ただし、当

区分 東京（BaU） 東京（会場見直し等による削減） ロンドン（BaU）
建設 166 158 173

運営 53 53 46

観客 82 82 67

輸送インフラ 該当なし 該当なし 59

合計 301 293 345

図表1 東京2020大会とロンドン大会のCFP事前推定値（単位：万 ton-CO2）

（資料）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会　持続可能性に配慮した運営計画　第二版」（2018年6月）をもとにみずほ情報総研作成



3

vol.16　2018

初のカーボンフットプリントは、日用品や食品
などを対象とした評価手法であり、オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会のようなイベント
を対象としたものではなかった。

（2）�オリンピック・パラリンピック競技大会に
おけるカーボンフットプリント

　オリンピック・パラリンピック競技大会の温
室効果ガス排出量については、国際的な気候変
動に関する関心の高まりという背景を受け、2006

年の冬季トリノ大会で温室効果ガスの把握が行
われている。ただし、トリノ大会における把握
の範囲は、大会運営時のエネルギー消費と参加
者の移動に伴う排出量であり、カーボンフット
プリントのようにライフサイクルを対象とする
ものではなかった。
　これに対して世界における温室効果ガス排出
量把握は、製品のカーボンフットプリントの進
展や2011年に発行された企業活動を対象とする
サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の
算定・報告基準「Scope3基準」など、把握する
活動の対象をライフサイクルやサプライチェー

ンへと拡大してきた。
　2012年のロンドン大会では、製品のカーボン
フットプリントや Scope3基準などを参照し、大
会のCO2見える化の方法（カーボンフットプリン
トと呼称）を整理した。算定された結果では、
2006年トリノ大会の範囲には含まれていなかっ
た、競技場の建設や輸送インフラの建設などの
準備段階で、それぞれ大きな排出量が生じるこ
とが確認され、以後、リオ大会や平昌大会にお
いても、カーボンフットプリントの手法を用い
た温室効果ガス排出量の算定が行われている（図
表3）。このようにカーボンフットプリントの適
用は、大会の CO2見える化の中で、それまでに
定量的に把握してこなかった範囲が重要である
ことを明らかにし、算定方法としての必要性が
示された。

（3）東京2020大会のカーボンフットプリント
　東京2020大会のカーボンフットプリントの算
定では、評価範囲（評価した活動）の設定につい
て、ロンドン大会で考案された図表4の判断基
準の考え方をもとに行っている。この判断基準

図表2 カーボンフットプリント算定結果のイメージ

（資料）みずほ情報総研作成
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図表２

製品Ａ

製品Ｂ

製造 輸送 使用 廃棄

製品Aは、製品Bと⽐べて使
⽤時の温室効果ガス排出量
を削減しているが、その代わり
製造時の排出量が増⼤して
いる。
結果的にライフサイクル全体
では、製品Aは製品Bに⽐べ、
排出量が⼤きい。

CO2排出量
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に基づいて整理された評価対象となった活動は
図表5の通りである。過去の大会で含まれてい
る輸送インフラに関しては、東京2020大会では
対象の活動が無く、含まれていない。
　東京2020大会のカーボンフットプリントの詳
細結果を図表6に示す。結果では、会場建設に
関連する排出量が全排出量の半分を超えており、
その次に観客の移動、大会関係者の活動、オー
バーレイ（製造）の排出量が大きい。
　会場を見直した効果は、建設に関する排出量
で約8万 tの削減となっている。東京2020大会
では、会場見直しの中で、既存施設の活用を進
めている。この対応が気候変動対策においても
一定の効果につながっていると考えられる。な
お、新国立競技場に関しても設計変更の結果、
温室効果ガス排出量で15万 tの削減と、大会の
カーボンフットプリント全体の約5％の削減に
つながっていることがわかる。

3．削減対策と気候変動に関する管理

（1）削減対策
　東京2020大会の削減対策は、「排出回避」「排

出削減」と「相殺（オフセット）」の3つに大き
く分けられ、オフセットを除くと11の削減対策
内容が示されている。この11の削減対策ごとに
具体的な目標（定量的な目標、定性的な目標の両
方がある）と目標指標が整理されており、今後、
組織委員会を中心に対策を進める具体的な指針
が整理されたといってよい。具体的な内容は、
計画の第二版を参照されたい。
　ただし、これらの削減対策を実施した場合の
効果は、現時点では公開されていない（運営計画
第二版では削減対策実施後の結果は、更新予定
となっている）。今後、その効果がどの程度にな
るか、精査をしていくことが必要である。特に
我が国では、東京2020大会の開催とは関係なく、
省エネやリサイクルが進んでいる実態もあり、
削減効果のベースとなる削減対策無しのケース
をどのように整理するかも重要である（例えばす
でにハイブリッド自動車の導入が進んでいる状
況での環境負荷の少ない輸送の推進とはどのよ
うな定義なのか）。

図表3 過去3大会におけるカーボンフットプリントの事前推定結果

（資料）各種資料をもとにみずほ情報総研作成

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平昌大会（2018冬）

リオ大会（2016夏）

ロンドン大会（2012夏）

建設 運営 観客 輸送インフラ

345万t-CO2

360万t-CO2

156万t-CO2



5

vol.16　2018

（2）気候変動に関する管理
　気候変動に関する管理の仕組みについては、
ロンドン大会の際に、持続可能性に配慮したイ
ベントを運営する組織の仕組みを定めた国際規
格 ISO20121：2012が発行されており、ロンド
ン大会以後、2016年リオ大会、2018年平昌大会
の組織委員会が規格認証を取得しているほか、
2024年パリ大会招致委員会も規格認証を取得し
ている。この ISO20121の枠組みを東京2020大
会組織委員会においても導入することとしてい

る（2019年に規格認証を取得予定）。
　ISO20121では、「ライフサイクル考慮」や「サ
プライチェーンの管理」など、大会運営組織自
身内だけではなく、組織活動に関連する範囲を
調達、使用する製品・サービスの調達先やさら
にその上流、また製品の廃棄なども考慮したマ
ネジメントが求められている。オリンピック・
パラリンピック大会という大規模かつ長期の準
備が行われるイベントでは、関係する組織も多
数にわたることから、主体の役割を決めること

図表4 東京2020大会における評価範囲の設定基準（デシジョンツリー）

（資料）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会　第8回脱炭素WG資料（2018年1月）をもと
にみずほ情報総研作成

図表5 東京2020大会のカーボンフットプリント算定範囲

（資料）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会　第8回脱炭素WG資料（2018年1月）をもと
にみずほ情報総研作成

評価対象となっている活動
建設 新設会場（東京都）、新国立競技場、選手村、新設会場（仮設部分）、仮設会場、既存恒久会場（恒久会場の

改築と思われる）
運営 エネルギー消費（電力、ガス、水など）、オーバーレイ、大会関係者の活動（移動、ケータリング、宿泊、

紙消費、制服製造、オフィス利用）、その他（各種式典、聖火リレー、セキュリティ、医療、インターネッ
トなど）

観客 宿泊、飲食（競技場内）、買い物（公式グッズ）、移動

図表４

1

2020年東京⼤会
の費⽤拠出

組織委員会の
100%費⽤拠出

2020年東京⼤会
開催による排出

⼤会がその排出量
に対して影響を
及ぼせるか

ステークホルダー
の関⼼が⾼い

算定対象外

排出量は
算定可能か

全体に占める
影響は⼤きい

か

yes no

算定対象
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が必要となる。
　東京2020大会の気候変動対策では、実施主体
別の行動計画・進捗状況を義務付けている。気
候変動に関する管理（カーボンマネジメント）に
おいては、カーボンフットプリントの数値を実
施主体別に自身が関わる活動に切り分けて配分
し、その中で実施すべき具体的な削減対策とセッ

トで整理されている。実施主体には組織委員会
の部局及び、ごく一部であるが、東京都や国が
含まれている。実施主体は、この整理に従い、
排出量の削減対策を実施するとともに、2020年
の大会まで対策実施の進捗を管理し、報告する
ことになる。

図表6 東京2020大会のカーボンフットプリント推計値

（資料）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会　持続可能性に配慮した運営計画　第二版」（2018年6月）をもとにみずほ情報総研作成

カーボンフットプリント（万t-CO2）

削減対策無し

建設 東京都新設会場 51.1 17% 33.7 11%
新国⽴競技場 46.5 15% 31.2 11%
選⼿村 44.6 15% 61.0 21%
新設会場（仮設部分） 9.5 3% 8.8 3%
仮設施設会場 8.5 3% 10.4 4%
既存恒久施設会場 5.8 2% 12.8 4%
⼩計 166.0 55% 157.9 54%

運営 エネルギー消費 5.3 2% 5.4 2%
オーバーレイ 14.9 5% 15.0 5%
ITサービス 3.7 1% 3.7 1%
その他運営 各種式典 1.7 1% 1.7 1%

聖⽕リレー 0.3 0% 0.3 0%
セキュリティ 0.8 0% 0.8 0%
医療 0.3 0% 0.3 0%
インターネット 0.2 0% 0.2 0%
広告・宣伝 1.8 1% 1.8 1%
物流 0.5 0% 0.5 0%
記念貨幣 0.1 0% 0.1 0%
メダル 0.01 0% 0.01 0%

⼤会関係者 23.3 8% 23.3 8%
⼩計 53.1 18% 53.1 18%

観客 宿泊 15.9 5% 15.9 5%
飲⾷（⼤会会場内） 4.1 1% 4.1 1%
購買（公式グッズ） 4.6 2% 4.6 2%
移動 57.5 19% 57.5 20%
⼩計 82.0 27% 82.1 28%

合計 301.1 100% 293.2 100%

会場⾒直し等による
削減考慮
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4．まとめ

　持続可能性に配慮した運営計画第二版では、
気候変動対策として、「CO2見える化（カーボン
フットプリントによる温室効果ガス排出量の把
握）」が行われ、これに即した「削減対策」の活
動計画が整理されたことで、国際的なカーボン
マネジメントの動きにも沿った活動が進められ
ている。さらには、「気候変動に関する管理」と
して、ISO20121に沿って「削減対策」を実施す
る責任主体となる組織を明確にした進捗管理が
今後進められることとなっており、一貫した気
候変動対策の計画が策定されている。今後は、
この気候変動対策の計画が実施され、よりカー
ボンフットプリント算定結果の小さい大会とな
ることが望まれる。
　今回、運営計画に記載された気候変動対策は、
今後、我が国における大規模な公式イベントに
おいてカーボンマネジメントを行っていく際の
指針として採用されることが望ましい。そのた

めにも、東京2020大会において、運営計画に
沿って気候変動に関する管理と削減対策がしっ
かりと施行され、カーボンフットプリントの算
定結果低減が実現することが重要になると考え
られる。

図表7 東京2020大会における削減対策の目標

（資料）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会　持続可能性に配慮した運営計画　第二版」（2018年6月）をもとにみずほ情報総研作成

区分 段階 目標
排出回避 建設 既存会場や公共交通網を最大限活用する戦略的な会場計画

会場建設における環境性能の確保
運営 環境性能の高い物品の最大限の調達

排出
削減

削減 建設 省エネルギー技術を積極的に導入した会場の建築
運営 省エネルギー性能の高い設備や機器等の最大限の導入

会場運営におけるエネルギー管理の実施、及び新規恒久会場における BEMSの導入
と活用
物品の最大限の循環型利用
環境負荷の少ない輸送の推進
CO2以外の温室効果ガス（HFC類等）の最大限の削減

再生可能
エネルギー

建設 恒久会場における再生可能エネルギー設備の導入
運営 再生可能エネルギーの最大限の利用

相殺 オフセット等の実施（対策でも発生を回避できない排出に対して）


