
2018平昌五輪視察 

平成30年2月9日～13日 

オリパラKAIGO! 実行委員会 

篠塚恭一・町亞聖・小林英一・藤原由佳 

カーリング男子日本代表の 
皆さんと記念撮影 

オリパラKAIGO! 



オリパラKAIGO! 

金甫空港はスホランとバンダビのお出迎え 



オリパラKAIGO! 

●平昌オリンピック視察概要 （視察日：2018年2月9日～13日）● 
 
☆9日  羽田空港国際ターミナル発→韓国金浦空港着→ソウル宿泊 
 
☆10日  ソウル駅→清涼里（チョンニャンリ）駅（ＫＴＸ）→江陵（カンヌン）駅 
      ①女子アイスホッケー：関東ホッケーセンター（16時～ 
  ②男子スキージャンプノーマルヒル 

：アルペンシアスキージャンプセンター（21時～） 
 ③女子スピードスケート3000m：江陵オリンピックパーク（20時～ 
 
☆11日 ④スノーボード：普光フェニックスパーク 
    （男子決勝10時～／女子予選13時～） 
  ※天候悪く競技中止                
 
☆12日 ソウルにてフリータイム 
 
☆13日 ソウル駅→韓国金浦空港発→羽田空港国際ターミナル発 
 
●メンバー 
 オリパラKAIGO! 実行委員会 篠塚恭一・町亞聖・小林英一・藤原由佳 



オリパラKAIGO! 

↙ソウル 

① 

③ 

② 

④ 

平昌オリンピック開催地 
  
   
 

山側の「平昌エリア」と海沿いの「江陵（カンヌン）エリア」の２箇所 
２つの駅は高速鉄道で２駅。 



オリパラKAIGO! 



オリパラKAIGO! 



オリパラKAIGO! 

●視察一日目● 
 
第一グループ ＜女子スピードスケート観戦＞ 
：ソウル駅→清涼里（チョンニャンリ）駅でＫＴＸ乗り換え→江陵駅 
：江陵駅から徒歩でメイン会場の江陵オリンピックパーク（約20分） 
：江陵オリンピックパーク内の江陵オーバルにて試合を観戦 
：観戦終了後はＫＴＸで江陵駅→平昌駅 
  
 
第二グループ ＜女子アイスホッケー・男子スキージャンプ観戦＞ 
：ソウル駅→清涼里駅でＫＴＸ乗り換え→江陵駅 ＊第一グループ
と同じ 
：江陵駅から徒歩でメイン会場の江陵オリンピックパーク（約20分）
同上 
：江陵オリンピックパーク→（シャトルバス）→関東ホッケーセンター  



オリパラKAIGO! 

●江陵（カンヌン）駅● 
 
チマチョゴリでお出迎え！ 
平和の祭典という感じでようやく五輪ムードがでてきました 
 
 
 
 
 
●駅前モニュメント● 



オリパラKAIGO! 

チケット購入＆交換所 江陵オリンピックパーク 

•入場券割引(65歳以上の韓国民と障がいをもつ
人）2歳未満の乳幼児は無料（席なし） 
 - Men of National Merit, Independence Patriot, The Disabled(Degree 1~3), advanced age 
of 65 and over (born before 01, Feb, 1953), and underage(18 and under / born after 02, 
Feb, 1999) can purchase the lowest-priced seat category ticket at a 50% discount.       
       * Discount age date based on 01, Feb, 2018 



オリパラKAIGO! 

 

江陵オリンピックパーク 陸上競技が行われるメインスタンド 
駐車スペースの脇には、新しいエレベーターがありました 



オリパラKAIGO! 

江陵オリンピックパーク 
フードコート入り口は、 
仮設スロープ 
 
メニュー 
韓国料理・洋食イタリアン 
など 



オリパラKAIGO! 

江陵オリンピックパーク スポンサーのVISAとマックもUD仕様 

 



オリパラKAIGO! 

 



オリパラKAIGO! 

江陵オリンピックパーク ①夜に行われる競技も多いため
パーク内は美しくライトアップされる ②案内書は多言語対応
で日本語通訳もいる ③ピンバッチの交換はだれでもできる
国際交流としてよく見かけることができた 



オリパラKAIGO! 

TOKYO2020 日本館は大盛況 



オリパラKAIGO! 

 



オリパラKAIGO! 

：江陵オリンピックパーク→（シャトルバス）→関東ホッケーセンター  
★関東ホッケーセンターは江陵エリアにありながら、江陵駅からもバスで約30分。 

 またホッケーセンターが別にオリンピックパークにもう一つあり、ボランティアが
混同したり、何番のシャトルバスなのかもなかなか分からず、最初から移動困難
に直面！ 
  
：関東ホッケーセンター→（シャトルバス）→江陵オリンピックパーク 
★行きとは別の停留所でシャトルバスを降ろされる。ボランティアに江陵駅の 
場所を聴くも駅の場所が分からず・・・結局タクシーを拾うことに。 
 
：江陵オリンピックパーク→タクシー→アルペンシアオリンピックパーク 
★会場は珍富駅からもバスで約30分、最寄りのパーク＆ライドからも約30分。 

タクシーの運転手さんには英語は通じなかったがとりあえず場所は分かるとのこ
と。ところが降ろされたのはジャンプ場の裏手で徒歩でバス乗り場を探すことに。 
 

何とかシャトルバス乗り場を発見するも様々な行先のバスが入り乱れて駐車場
に入ってくる状況。初めて訪れた場所、しかも時刻は夜9時すぎであたりは真っ暗、
自分のいる場所がどんなところなのか全く把握できない中で、約30分待たされて
ようやくジャンプ場行きのシャトルバスに乗車。またここから徒歩5分ほど歩いてよ
うやく会場に到着。気温はマイナス10度以下… 

(T . T) 事前の情報通り気温は、マイナス10度以下という厳しい寒さの中で
の移動＆観戦に。 



オリパラKAIGO! 

①関東ホッケーセンター（江陵） 
  2/10 
 

②アルペンシアスキージャンプセンター（平昌）2/10 
 

↓寒風を凌ぐシェルターに避難する人々 



オリパラKAIGO! 
③江陵オリンピックパーク 2/10 
 

④普光フェニックスパーク（平昌） 2/11 
 

↑快晴に見えますが強風のため直前で競技が延期に 



オリパラKAIGO! 

：アルペンシア→（シャトルバス）→ＫＴＸ珍富駅→ＫＴＸ平昌駅 

★強風の影響で開始時間も競技全体も遅れに遅れたため最後まで観戦すると宿
泊先に帰れなくなるためやむなく途中で帰路へ。 

 シャトルバスには問題なく乗車できＫＴＸ珍富駅から平昌駅に向かい第一グルー
プと駅で合流。このとき時刻は夜中の1時近く。駅に停車している数少ないタク
シーに乗り宿泊先へ。  

22時すぎ。競技途中でジャンプ会場から足
速に下山する人々の列 

25時近く。平昌駅に到着。篠塚理事長と合流。 
残り数台のタクシーに辛うじて乗ることができた 

(T . T) 



オリパラKAIGO! 

会場間のインフラ・シャトルバス  
   
 

(T . T) 
会場間のシャトルバスは 
むずかしくて困惑… 
ボランティアに聞くも 

何度もたらい回しに＾＾； 

バスが来るのを飛ばされそうなテ
ントで待つ様子（ジャンプ会場） 

ジャンプ会場行きのバス 
のりつぎで約30分待つ。 
−10度。国際交流で凌ぐ様子→ 
 



オリパラKAIGO! 

●視察二日目●  
＜全員で午後から女子スノーボード観戦＞ 
：宿泊先ホテル→（ホテルスタッフのボラ移送）→普光フェニックスパーク 
：普光フェニックスパーク→（正規シャトルバスはT15番）近くの韓国人青年が
親切で聞いてくれた →ところが実際乗せられたのはT16番、半信半疑だっ
たが無事に着けた・バス送迎のオペレーションは壊れていた）→平昌駅 
 

★この日の移動は問題なし。シャトルバス発着所は行先別に看板や時刻表
も入口にありきちんと運営されていた。ボランティアの中には日本人の外語
大学もいて統制が取られていた印象。ただし強風のため競技は中止に・・・ 
 

フェニックスパークからのシャトルバスは整備されていた 
ボランティアの服装を例えばオリンピックカラーで色分けするともっと分かり易いのではという（小林 
 



オリパラKAIGO! 

●分散する競技会場を結ぶ交通手段● 
  
☆ＫＴＸ（韓国高速鉄道） ソウル駅・清涼里駅・平昌駅・珍富駅・江陵駅 
☆シャトルバス       ＴＳ１～ＴＳ３０ 
☆タクシー         駅スタンバイ・地元流しのタクシー 
  
→駅を拠点とするのではなく、駅から30分以上離れた郊外にある「パー

ク＆ライド」というバスターミナル（臨時の駐車場みたいな場所）を拠点に
して、１３カ所に分かれた会場まで、シャトルバスを乗り継いで移動する
方式。 
 
→2020東京でも北海道、宮城を含めて33カ所の会場に分散。 

都心は“ヘリテッジゾーン”と“東京ベイゾーン”に分かれているが、平昌
ＯＧと同様、運営側が勝手に名前を付けているだけで、歩いて移動でき
る距離でないならば、利用者にはこのゾーンやエリアという呼び方は誤
解を与えかねない。 

※ 例えば地図上では同じエリアに見える武道館と東京国際フォーラム
は、それぞれ九段下駅と有楽町駅と最寄り駅が違い、初めて利用する
海外からの観戦者には、エリアの区別は非常に分かりにくい 



オリパラKAIGO! 

●大会シャトルバス● 
 
１３カ所の各競技場を無料のシャトルバスで結ぶパーク＆ライド方式を採用。  
 そもそも５つあるパーク＆ライドは珍富以外の４つは場所が駅から30分以上
離れている。 
 さらにそこからシャトルバスを乗り継いで各競技場まで10分から20分とトータ
ルでは1時間以上かかる場合もありメイン移動手段としては非常に問題あり。 
 
  
 



オリパラKAIGO! 

●大会シャトルバス● 
 

■課題■ 

☆○○パーク、○○センターとエリアが離れている各会場間を徒歩で移動する
ことは難しく、高速バスを利用する場合もパーク＆ライドに一度行く必要あり。  
 そもそもＫＴＸを利用する人が多い中で、30分も離れたパーク＆ライドに行く
必要があるのかが疑問。 
 

☆ソウル隣駅のＫＴＸ清涼里（チョンニャンニ）駅構内にシャトルバスのパーク
＆ライド行の案内表示あり。ただし全てのシャトルバスの案内ではない。 
 →2020東京の場合もロータリーが広くない駅が多い現状の中で、もしシャト
ルバスを移動手段として稼働させるなら発着所をどうやって確保するのか？ 
  

☆今回視察した中で時刻表や行先がきちんと整備されていたのは、スノー
ボードの会場となった普光（ボクァン）フェニックススノーパークだけ。 
 

☆平昌オリンピックのために会場やパーク＆ライドは新しく設置されたため、地
元の人が日常的に利用しておらず、駅とパーク＆ライドの区別がつかないなど
の混乱が起きている。 
 →2020東京も有明など新・仮設会場も多く、同じ状況になることは予想でき
ることで注意が必要。 



オリパラKAIGO! 

●大会シャトルバス● 
  
■課題■  

☆会場周辺に配置されているボランティアへ教育がどこまできちんとされていた
のか疑問。 

 メイン移動手段のシャトルバスの情報も徹底されておらず英語も通じない人も
多かった。ボランティアのまとめ役のような人も見当たらず、セキュリティーの
ジャンパーを着た人も学生のように見えた。 
 
 →2020東京でも全ての人に完璧な語学を求めるのは難しいことを考えると、

複数言語対応の交通案内のインフォメーション情報提供や窓口をきちんと設置
できるか？ 
  
→ボランティアは、韓国語が堪能でとてもフレンドリーな外国人という印象で、ソ
ウルなど平昌域外から来ている人も多い。 
 東京大会も域外から来てくれるボラは、同じ位の知識になるだろうと思われる 
 



オリパラKAIGO! 

●ＫＴＸ（韓国高速鉄道）● 
 
：今回のオリンピックで唯一のハード面でのレガシーと言われるだけあって 
ソウル駅から江陵（カンヌン）駅を2時間で移動できて使い勝手は良い。 
：料金も日本の新幹線と比べて格段に安くソウル・江陵間で約2760円／
1.5h。 
：事前ネット予約可能、当日でも日本のクレジットで購入可能な券売機あり。 

：乗車券はネット予約したものをプリントアウトしたものでＯＫ。駅員による
乗車券のチェックは乗り降り共にない。保安のために警官や警備員がいる
だけで、日本のような入場改札の混雑、混乱は全くなく、スムースに乗車で
きた。  
 
  
 
 
 

●KTX江陵駅● 



オリパラKAIGO! 

●ＫＴＸ（韓国高速鉄道）● 
 
■課題■ 
☆公共交通機関としては健常者が利用する場合には特に問題はなし 
→ただしバリアフリーに関して一般車両はステップが高く利用不可、一応車
椅子専用車両の表示あり。2020東京でも車椅子だと電車乗り込みの際に
サポートは必要なので職員が少ない状況の中で対応をどうするのか？ 

 ソウル駅の車いす表示       KTXのステップが高い↓  車椅子専用車両の表示↓ 



オリパラKAIGO! 

●ＫＴＸ（韓国高速鉄道）● 
 
■課題■ 
☆大会開催中は江陵駅からの最終電車が夜中の1時まで運行するも、 

夜遅い時間に競技を観戦する場合、各駅に到着してから別の移動手段（タ
クシー）が脆弱なため宿泊先までの移動に課題。 
→2020東京の場合は深夜もかなりの台数のタクシーが走っているので有
効な移動手段か？ 
 
 
 

タクシー乗り場で延々と待ち続ける
外国人観光客たち。タクシーは一
向にやってくる気配がない＝１０日
午前１時２３分、韓国・平昌 



オリパラKAIGO! 

●タクシー● 
ガイドブックなど事前の情報ではタクシーも移動手段の一つと紹介があるが、 
オリンピックの集客に対応できるほどの台数ではない印象。 
■課題■ 
☆江陵オリンピックパーク周辺では流しのタクシーはいたがなかなか捕まらず。 
→2020東京でも新しい会場周辺に流しのタクシーがいるのかどうか？ 
 

☆大会スポンサーの都合で夜中に終了したジャンプ競技では、平昌駅まで帰りつ
いた時には駅に着けていたタクシーは数台のみ。ピストンで客を運んでいる状況
で氷点下10度以下の極寒の中で数十分もタクシーを待つことに。 
→2020東京の会場もＨＰを見るとドラマチックな景観を自慢しているが、それよりも
きちんと宿泊先まで帰れるかの方が重要ではないか？ 
 

☆運転手に英語はほとんど通じない。ハングルで行先を伝える工夫をしておく必
要があった。 
→2020東京でも英語が出来ない運転手の皆さんの対応マニュアルは必要。 
 

☆乗車したタクシーのカーナビには新しくできた会場が表示されず、ジャンプ競技
場に向かう際に会場の裏手で降ろされてしまい、途方に暮れる場面も。 
→2020東京でもカーナビの更新には差があり同じ状況が起きる可能性は大。 



オリパラKAIGO! 

●高速鉄道江陵駅●冬は冷たいコンクリートのプラットフォーム 



オリパラKAIGO! 

●ＫＴＸ（韓国高速鉄道）● 
 
■課題■ 
☆駅構内にコンビニ程度のお店、飲み物の販売機はあるが遅い時間にな
ると店は閉店。しかも駅周辺には飲食店はない。 
→2020東京では、コンビニはどこにでもあり問題なしか？ 
                           

                                         新駅は UDトイレもきれい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日中のコンビニの様子。平昌駅 



オリパラKAIGO! 

 

●高速鉄道●①注意が分散する客席自動扉付近は傾斜になっており、足
元が不安定で危険 ②客席内の通路は狭く、車いすは利用はできない  

① 

② 



オリパラKAIGO! 
●KTX車内UD●①一般車両の乗降用ステップは非常に高く荷物を抱え、

皆大変な様子だった②寒い中、係員をまつ電動車いすの乗客③車いすス
ペースは十分な広さがあった 

① 

② 

③ ④車内UDトイレ付近 



オリパラKAIGO! 

 

●金浦空港● 



オリパラKAIGO! 

●空港線鉄道●優先席の案内はアイコンとハングル・英語・日本語・中
国語の四カ国語で表記されている 優先席の向かいには、十分な広さの
車いす用の固定スペースがある サインの日本語表記には「障害人、老
弱者、妊婦のために席を空けておいて下さい」とあった 



オリパラKAIGO! 
●地下鉄●点字ブロックなど、UD
デザインは日本と似ている  

 プラットフォームにガスマスクが備
え付けられているのがここの国の
現状だろうか？ 



オリパラKAIGO! 

 

●地下鉄路線案内図● 日本でも度々指摘されてきたサイン・案内関係  

 路線案内図はハングル文字が中心で大きく書かれているが、英文・漢
文字が小さく、我々にも非情に読みとりにくかった 



オリパラKAIGO! ●金浦空港駅●ハンドル式四輪スクーター（シニア
カー）も、ここでは地下鉄から自由にアクセスできる 
 案内所に依頼すればアシストも受けられる 



オリパラKAIGO! 

●まとめ● 
 
①「各会場までのスムーズな移動」 

 今回の平昌オリンピックは「平昌」とうたっているのに実際は平昌ではなく「江
陵」や「珍富」で開催される種目の方が多い。 
 2020東京も会場は東京だけではなく埼玉、神奈川、札幌、宮城とさらにエリア

は広くなっている。観戦者に「東京」開催でよかったと思ってもらえるかは、東京
を拠点として各会場にスムーズに移動できるかにかかっているといっても過言
ではない。 
 
②「ハード＆ソフト両面での丁寧な情報提供」 

 各駅、バス、タクシーなどで、ＩＴを活用した複数言語に対応するハード面、教
育の徹底させたボランティアによるソフト面の両方をいかに充実させるか。 
 丁寧で正しい情報提供が鍵であることは間違いない。 
 
③「今一度レガシーとは何かを考える」 

 オリンピック開催により、会場がある場所の周辺で暮らす人の日常生活に支
障が出るのは本末転倒であり、オリンピック後により暮らしやすくなったと思え
る環境を残せるかどうか。 



オリパラKAIGO! 

●バリアフリーに関して● 

 車椅子でなくても移動に困難が伴う状況がある中で、観戦する車椅子の
人は本当にわずかだった。 

 ＫＴＸ、シャトルバスは基本的にステップが高く車椅子では利用は厳しく、タ
クシーも英語が通じない運転手さんに海外から来た車椅子の人への対応が
出来るかどうかも不安があった。 

 そして平昌で感じたバリアは、日本の交通事情でもあまり変わらないので
はと感じる。 
 
 

KTXホームでみかけた車椅子の人 

車椅子専用席＋アテンド席は空席が並ぶ。（関東ホッケーセンター） 



オリパラKAIGO! 

●バリアフリーに関して● 
 

 駅の車椅子利用は少しずつ進んでいるが、もしバスをメインの移動手
段と考えるならば全てのバスをノンステップにするぐらいの対応が欲しい
ところ。 

 また車椅子用トイレやエレベーターの設置は当たり前のことであり、
ハード面以上に、移動に関わる一人ひとりの意識を2020東京までにどこ
まで高めていけるかソフト面での充実にも力を入れて欲しい。 
  
 

ジャンプ競技会場のトイレはバリアフリーではない。 
ドアの中に４つの個室がある。 

江陵オリンピックパーク内のトイレ 
バリアフリー対応。屋内会場のみ？ 



オリパラKAIGO! 

●番外編：選手たちの「神対応」がニュースに！＆安倍首相と大接近 

女子スノボ 藤森選手の神対応 女子スノボ 岩渕選手の神対応 男子スノボ 國武選手の神対応 



オリパラKAIGO! 

「デジタルで五輪を作り替える」   
アリババ集団の野望（日経デジタル） 

• 都市全体の車の流れをコントロールしようとするアリババに
とって、五輪会場の人の出入りを予測することはさして難し
くはない。「いま何人の観客がどの会場に入っていて、30分
後にそのうちの何人が外に出てくるか。何台のバスやタク
シーがどこに待機していたらいいか。交通渋滞を回避する
にはどんな迂回ルートが適切か。これらを組み合わせて予
測することで、五輪を大幅に効率化できる」（パビリオンの
担当者） 

 

• 平昌五輪では交通が常に大きな問題となっていた。観客が
別の会場に移動したりホテルに帰ろうとしたりした時、タク
シーはつかまらず、バスの停留所には長蛇の列ができる。
ようやくバスが出発しても、渋滞につかまって一向に前に
進まない。「いい試合を見ても、これでは台無しだよね」とい
う観客の声を多く聞いた。 


