
柴田ゼミ 4 期生 『無観客の研究』 
 
我々、柴田ゼミ 4 期生は『無観客の研究』を行った。スポーツ、エンタメ、観光の 3 つに分
かれ、昨年からの新型コロナウイルス蔓延に伴い、既存の経済活動は成り立つのか。また、
何が新しく生まれたのかなどを研究した。 
今回は学祭で行うはずだったフォーラムが中止になったので、WEB 上での掲載とさせてい
ただく。 
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はじめに 
スポーツ業界は、他のエンターテインメントと違い、クラブの経営のためリーグスポーツ

は試合をやること、勝敗を付け、順位を確定し、シーズンの全日程を消化することが必須に
なる。 

また、音楽などのコンテンツに比べ、チケット収入、スポンサー収入以外の代替案がなく、
映像配信の放映権料だけではリーグそのものに収益は入るが、各チームにそれがすべて分
配されるわけではないため、各チームそのものの運営費用を賄うことが出来ない。 

その為コロナ禍において、どのような対策などを講じて試合運営をしたのかを研究対象
とした。 

コロナの影響でやむを得ず、無観客で試合を敢行することとなった２０２０年の各競技
の状況を前提に我々は無観客試合成功の基準を設定した。 

 
・新規感染者ゼロ。 
・無事に規定通りのシーズン日程を終了できて、かつ有観客で試合が行えるような状況を作
り出せたとき。 
・収益の面で、チケット収入は確実に前年度よりか減少するが、投げ銭制度（＊）などの対
策が講じられると仮定。そのうえでどのくらいの収益があったのか、なかったのかを基準に
する。 
 
偏にスポーツと言っても競技数が多いので、日本で初めて無観客試合を敢行した大相撲、海
外リーグも含めて比較しやすいサッカー、日本で一番人気があり、年間を通して観戦者の多
い野球という３種目を調査対象とした。 
 
（＊投げ銭制度・・・動画ストリーミングアプリなどの機能を使って、配信者が視聴者から
課金ポイントを受け取ることができるシステム。ミュージシャンや大道芸人が路上でパフ
ォーマンスをして観客からお金が投げ入れられる行為に似ていることからこの名前が付け
られている。） 



１ 年表 
 
新型コロナウイルスによるパンデミックが世界中に猛威を振るった 2020 年。そんな 2020
年のスポーツ界の動向を追っていき、どんな対策、動きがあったのかを可視化させていきた
い。 
 

２．スポーツ界におけるコロナ被害 
 

○サッカー界 

・やむを得ず、無観客開催へ 

J リーグは、新型コロナの影響によって、２０２０年２月２５日から２０２０年７月４
日の約４か月間、中断を余儀なくされた。J1 第２節、第３節は、新型コロナ感染拡大防止
のため、無観客で敢行された。第４節の７月１１日、１２日からは 5000 人という制限を
設けつつではあるが観客を入れて、現在も開催されている。しかしながら当初 J リーグは
中断期間明けから観客を入れて試合を行うことを強く望んでいた。なぜかといえば、無観
客試合はプロスポーツにおいて本来は懲罰と同義的な意味合いを持つからだ。 
 

63091_無観客の研究 スポーツ編.docxJ リーグでは過去１度、無観客試合があった。
Ｊ１浦和の一部サポーターが２０１４年３月８日の鳥栖戦で外国人への差別を想起させる
「ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＯＮＬＹ」の横断幕を掲げ、同２３日の清水戦（埼玉スタジアム）
が無観客の処分に。日本代表も０５年６月のワールドカップ（Ｗ杯）ドイツ大会アジア最
終予選で北朝鮮に処分が下され、中立地バンコクでの無観客試合を経験した。 
 今回は制裁によるものではないが、浦和のＧＫ西川周作は「（無観客は）二度とやりた
くない」と苦い経験を振り返る。選手の声や乾いたボールの音が響き渡るスタジアムは異
様な空間だった。Ｇ大阪の宮本恒靖監督は日本代表としてタイの無観客試合に出場し「練
習試合のようなムード（だった）」。雰囲気にのまれないことが重要と説く。 
 Ｊ１の無観客開催は２節程度の見込みだが、入場料収入への影響は少なくない。浦和の
関係者は１４年の無観客による損失は１億円を超えたと明かし、「（数試合でも）ダメージ
は大きい。（観客を）入れられても、すぐに満員にできるわけではないし」と言う。営業
収入に占める入場料収入の割合が高いクラブほど、頭を悩ませている。 
 浦和に厳罰を科したのは１４年１月に就任して間もない村井満チェアマンだった。当時
の痛みがよみがえる無観客試合は「最後の手段」として、２月下旬に公式戦が中断した直

https://1drv.ms/w/s!AuqqVv2luIeyjRGxT3W9iQ7dnJfj?e=PvR0oT


後から消極的だった。だが、政府が大規模スポーツイベントの主催者らに無観客での開催
を促す方針を示したため、サポーターらの安全確保を第一に考えて受け入れた。』（時事ド
ットコム６月９日付け記事から引用） 
このように、J リーグにとって「無観客試合」は負の歴史そのものであったため、当初は
無観客での試合開催に難色を示していたのだ。しかしながらこのような状況になってしま
い、苦渋の決断ではあったが、「リモートマッチ（通称：リモマ）」と名前を変更し、以前
とは大きく意味合いの違った無観客試合だということを周知させる努力がうかがえた。 
 

・実際の感染被害 

３月１７日・・JFA（日本サッカー協会）田嶋幸三会長の感染が確認。 
３月３０日・・J１ヴィッセル神戸所属の酒井高徳選手が J リーガーで初の感染が確認。 
４月１日・・J１ヴィッセル神戸、トップチーム関係者の感染公表。J2 ザスパクサツ群馬

所属の船津徹也選手の新型コロナウイルス感染が確認。J１セレッソ大阪所属
の永石拓海選手の新型コロナウイルス感染確認。 

４月２日・・J1 ヴィッセル神戸、トップチーム関係者の感染公表。クラブ内３人目。 
      J2 ザスパクサツ群馬、保健所の調査でチーム内４１人の濃厚接触者判明。前

橋市の要請で４月９日まで活動停止。 
４月１４日・・J1 全１８クラブがトップチーム活動自粛へ。 
６月２日・・J1 名古屋グランパス所属の金崎夢生選手の感染確認。 
６月７日・・J1 名古屋グランパス所属のランゲラック選手の感染確認。 
７月２１日・・J1 北海道コンサドーレ札幌のクラブスタッフ１人の感染確認。 
７月２５日・・J1 名古屋グランパス所属の宮原和也選手の感染を確認。 
７月２６日・・J1 名古屋グランパス所属の渡邉柊斗選手とスタッフ１人の感染確認。J1 第

７節、広島対名古屋戦の中止を発表。再開後初の公式戦中止。 
７月２７日・・J2 アビスパ福岡、スタッフ１人の感染確認。 
７月２８日・・J1 名古屋グランパス、選手寮調理スタッフが感染確認。 
７月３０日・・J1 横浜 F・マリノス、非常勤の事業スタッフ１人の感染確認。 
８月２日・・U-19 日本代表、活動中止。J2 町田ゼルビア所属の晴山岬選手の感染が確認

されたため。J2 第 9 節大宮対福岡戦、キックオフ 2 時間前に試合前中止。福
岡の選手１人が J リーグの公式検査で陽性の可能性が非常に高いと判定。試
合開催前に濃厚接触者の特定が出来ないことが確認されたため。 

８月３日・・J2 アビスパ福岡所属の前寛之選手の感染確認。 
８月４日・・８月１２日開催予定の J2 第１１節、琉球対甲府が無観客試合に変更。沖縄県

独自の緊急事態宣言が発令されたため。 
８月５日・・J2、FC 琉球所属の知念哲矢選手の感染確認。 



８月６日・・J2 徳島ヴォルティス所属の藤原志龍選手の感染確認。J2、FC 琉球所属の茂
木駿佑選手の感染確認。 

８月９日・・J2 徳島ヴォルティス所属の押谷祐樹選手の感染確認。 
８月１１日・・J１サガン鳥栖、金明輝監督の感染確認。 
８月１２日・・J１サガン鳥栖が選手３人、スタッフ６人の感染を確認。J リーグで初のク

ラスター発生。これによりサガン鳥栖は以降３試合の中止、２５日までトッ
プチームの活動休止が決定。 

８月１４日・・J１サガン鳥栖、新たにスタッフ１人の感染を確認。 
１１月５日・・Ｊ1 柏レイソル、選手・スタッフ合わせ、計 1６人の感染を確認。柏市保

健所はクラスター発生と認定。これを受け、３日、１４日のリーグ戦はすで
に中止。7 日に開催予定であったＪリーグルヴァンカップ決勝の中止が決
定。代替日は年明け 1 月 4 日になった。 

 
サッカー界は J リーグが NPB と連携して、試合運営におけるコロナ対策としてガイドライ
ンを策定し、選手、スタッフ、サポーターの安全を守るために対処してきたが、８月に鳥栖
でクラスターが発生してしまうなど、新型コロナの感染者が複数人出てしまう形となって
しまった。また第３波と巷で騒がれるように、柏でもクラスターが発生。第３波の影響を受
けることとなってしまった。 
 全国高校サッカー選手権では、一般の観客は入れず、学校関係者と保護者のみでの開催と
なった。また、1 月に発令された緊急事態宣言により、準決勝・決勝の 2 試合は完全な無観
客での開催となった。 
 

○相撲界 

 
  相撲においては、他のスポーツよりも新型コロナウイルスによる被害が甚大である。 

 相撲は、年に 6 回、奇数月に本場所という 15 日間に渡る取組(試合)を行う。開催場所は
国技館(東京)と、地方(大阪名古屋福岡)で交互に開催される。 

また、年に四回、春夏秋冬各一回ずつ、本場所の合間を縫って、巡業という、全国各地で
行われる興行がある。 
 

相撲業界に初めて新型コロナウイルスの被害があったのは、2020 年の三月場所である。
2 月 26 日の政府会見を受け、日本相撲協会は三月場所を戦後初の無観客で行った。 

そこから日本相撲協会は、元々のスケジュールの変更を余儀なくされた。 
まず同 3 月、春巡業の中止。そして 4 月には五月場所の中止も決定された。また、今年い

っぱいの巡業も全て中止となった(現時点で令和三年の春巡業まで中止)。続く七月場所、九



月場所は開催されたものの、観客を従来の 4 分の 1 の人数である 2500 人を上限に行われ
た。徐々に緩和されていき、十一月場所と初場所は上限の２分の１の 5000 人を上限とし、
有観客試合が行われた。 

相撲業界への新型コロナウイルスの被害は取組や収入の面だけではない。力士への感染
も大きな被害を受けている。 

三月場所では、協会内に 1 人でも感染者が出た場合、場所中であっても中止としていた。
結果、感染者は見られなかったが、次第に感染者が現れ始め、5 月には、高田川部屋所属の
力士である勝武士が、新型コロナウイルス性肺炎による多臓器不全のため亡くなった。 

その後も数名感染者を出してしまっていたが、9 月には玉ノ井部屋でクラスター(※)が発
生してしまい計 19 人の感染者を出してしまった。※感染者の集団 

また、初場所では、開催前の PCR 検査で感染者及び濃厚接触者として 65 人の力士の休
場が決定した。 
 

○野球界 

実際の感染被害 

３月２７日・・・阪神タイガース所属の藤浪晋太郎投手、伊藤隼太外野手、長坂拳弥捕手の
感染確認。 
６月３日・・・読売ジャイアンツ所属の坂本勇人内野手、大城卓三捕手の感染確認。 
開幕後 
８月１日・・・福岡ソフトバンクホークス所属の長谷川勇也外野手の感染確認。 
９月１２日・・・北海道日本ハムファイターズ所属の飯山裕志コーチの感染確認。 
９月２３日・・・オリックスバファローズ所属の左沢優投手の感染確認。 
９月２４日・・・オリックスバファローズ所属の竹安大和投手、阪神タイガース所属の浜地
真澄投手の感染確認。 
９月２５日・・・この日阪神タイガースで４人の選手、スタッフ２人の感染を確認。８人ほ
どの会食を行っていたという。球団の内規では会食は関係者と家族に限られ、２時間程度、
４人までとされていたが、それが完全に破られていたという。 
１０月６日・・・千葉ロッテマリーンズ所属の７人の選手、１名のコーチ、スタッフの３人、
計１１人の感染確認。クラスターの認定は受けず、球界初の事態は避けることが出来た。 
 
野球界ではいまだにクラスターが発生しておらず、サッカー界や相撲界に比べて、感染被害
が少なく収まっている印象が見受けられる。 
 



足並みがそろわなかったセ・パの日程 

６月１９日にシーズン開幕は１９３６年のプロ野球設立以来最も遅い。 
近年は 143 試合でペナントレースが組まれていたが、今季は 120 試合。いまのところ 7

月上旬までは無観客試合でオールスター戦、交流戦もない。そして 11 月 21 日から日本シ
リーズが始まるという異例の予定だ。 

ここまではセ・パ両リーグは同じスケジュールだが、パ・リーグはペナントレースの全日
程終了後の 11 月 14 日から 1 位、2 位チームによるクライマックス・シリーズ（CS、日本
シリーズ出場チーム決定戦、1 位チームが 1 勝のアドバンテージ。先に 3 勝したほうが勝ち
抜け）を最大 4 試合行う。セ・リーグは行わないので、セの優勝チームは最大 2 週間ほど日
程が開く。セ・リーグが CS を中止した理由は天候に左右されないドーム球場が 2 つしかな
く、不確定要素があり、日程消化を優先したからだという。一方、パ・リーグはペナントレ
ース終盤での消化試合をできるだけなくすべく、最後まで興味をもってもらうため、短縮し
てでも CS を開催することにした。 
（６月１９日東洋経済オンライン記事より） 
 
コロナ禍で起こった珍事 
6 月 21 日、神宮球場で行われたヤクルト−中日戦で例年通りの試合なら起きる事のなかっ
たハプニングが起きた。9 回開始前、中日・与田監督は「実況ブースから『捕手がインコー
スに構えた』などの声が聞こえる」と、実況が選手たちに筒抜けであることを審判に指摘し、
試合が一時中断となった。報告を受けたセ・リーグ統括は「各球場に注意を促す」と返答し
ている。（６月２２日ＡＳＡＧＥＩＢＩＺ） 
 
無観客で試合を敢行していたがため、普段であれば観客の歓声でかき消されるであろう実
況ブースの声が筒抜けになってしまった珍事であった。 
 
コロナによる経済損失 
新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、中止や、開幕延期、無観客試合の敢行など多
大な影響を受けたスポーツ界だが、２０２０年初めから、６月までの間でプロ野球、Ｊリー
グなどの国内プロスポーツ業界で約２７４７億円の経済損失が生じるとの試算を、関西大
の宮本勝浩名誉教授が発表した。宮本教授は各スポーツで推定される市場規模を基準に計
算。中止や延期、無観客などで飲食や宿泊、グッズの売り上げなど直接的に失われる消費や、
関係企業の消費行動など波及効果を合わせると損失総額は約２７４７億円に上るとした。
（５月１３日日本経済新聞） 
 



3.感染対策 
○相撲界 
 日本相撲協会は、三月場所を無観客で開催して以来、近隣以外への外出禁止など厳しい感
染対策はしていたが、より感染対策を強めるために、7 月 13 日に 33 ページに渡る「新型コ
ロナウイルス感染症対応ガイドライン」を作成した。 
 このガイドラインは、協会員や力士はもちろん、売店や警備のスタッフ、記者、観客など、
本場所の開催に関わる全ての人を対象とした。 
 主な内容として、マスクの着用、手洗いうがい、身の回りの消毒、体温の計測、ソーシャ
ルディスタンスの確保、食事の仕方、外出自粛などの基本的なことから、大部屋での生活時
や髷を結うときの注意、稽古時の注意など、細かいところまで明記されている。 
 協会員に対しては、移動(普段の生活から場所中に至るまで)についてもガイドラインに記
載されている。 
 観客の感染対策については、マスク、体温計測、消毒のお願いや、座布団を投げる行為、
大声での声援、花道等での力士との接触の禁止、力士のファンサービスの禁止などが記載さ
れている。 
 
○サッカー界 
 
J リーグは 5 月 14 日に「感染を最大限防ぎながら、J リーグを再開すること」を最重要の目
的として、新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインを作成した。感染予防・感染対策は
もちろんのこと、各クラブへトレーニング時、移動・宿泊・食事の際に留意することや、試
合中の飲水、ベンチ内、ゴールセレブレーション、リーグ独自の PCR 検査の検査体制、無
観客・制限付き試合開催要項、メディアへの取材方法、サポーターの観戦マナーに関するこ
となどを詳細に書き記し、10 月 20 日更新の最新版で全 92 ページの内容となっている。 
 
 
選手の予防に関して 
(1) 感染予防の習慣化 
• 規則正しい生活、バランスの取れた食事、十分な休養・睡眠（免疫力アップ） 
• 外出時は常にマスク（飛沫感染防止） 
• 咳エチケットを守る（他人にうつさない） 
• 手洗い、手指消毒（手についたウイルスを除去） 
• 口・鼻・目に不用意に触れない 
• 多くの人が共通して触れるモノ、触れる場所に注意 → 触れたら手洗い・手指消毒 
• マスク無しで近距離（1～2m 程度）の会話は避ける 



(2) リスク行動を減らす 
• 外食は慎む（家族・同居者との外食は可）。とくに 5 人以上の外食はリスクが高い 
• カフェでの会話も、できるだけマスクをつけて 
• 3 つの密（密閉、密集、密接）が起きそうな場所へは出向かない 
• スポーツジムは、多人数が室内で呼気が激しくなる運動を行うため危険 
• 私用での県境を超えての移動を慎む 
(3) サッカーのトレーニング  
• できるだけ感染リスクの低い移動方法を選ぶ 
• ミーティング、更衣室、シャワー等は、換気をよくし、社会的距離をとり、可能な限り 
短時間で済ませる 
• 複数の人が同じモノに触れる機会を減らす。タオル、飲水ボトル、シャンプー等の共用 
を避ける 
(4) 体調記録・行動記録の作成  
• 毎日の体調と行動を記録し、定期的にクラブに提出する 
• 感染予防行動がとれていることの確認 
• 「陽性」や「濃厚接触」のとき、影響範囲を調べるために行動記録が必要 
 
これはあくまでも普段から基本的に選手が守ることで、ほんの一部である。食事に関しては
7 月に名古屋グランパス所属の宮原和也選手が陽性になった際、新幹線内での飲食が原因の
一因に含まれると保健所からの報告があり、厳格なルールが定められた。 
 
・1.5～２ｍの距離を空けつつ向かい合っての食事の禁止 
・食事は 1 人ずつ取り分けた状態で用意。これはドイツ・ブンデスリーガのガイドラインか
ら採用。 
・ビュッフェ形式を用いる際は個人専用のトングを使い、会話は禁止。 
・移動中の食事は基本的に慎む。 
やむを得ず、食事をとる場合は 
・車内でできるだけ距離をとる。また対面ですわらない 
・車内の換気に留意する 
・食事をする者以外は、マスクをする 
・食事の直前に手指消毒を行う（手指衛生剤を車内に携行し、使用する） 
・食事は、できるだけ短時間で済ませる 
 
など細かなルールが定められた。 
 
 



 

○野球界 

野球界はプロ野球界では台湾・韓国に次いで６月１９日に無観客で開幕した。またＮＰＢは
Ｊリーグと共同で発足した「新型コロナウイルス対策連絡会議」で話し合いを重ね、専門家
や医療関係者の助言を参考に７月１０日から有観客での試合敢行を開始した。この有観客
試合に際した、「ＮＰＢ新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」は９月１９日の最新版
で全９７ページにわたるものになっている。選手・スタッフに対する主な感染対策は以下の
通りになっている。 

 
 



 
 



ただし、これはあくまでもプロ野球界全体の感染対策である。独自の規定を設けている球団
もある。 
この選手間の感染対策はＪリーグと同時に「新型コロナウイルス対策連絡会議」が設けられ
たという側面があるため、基本的に相違がない。 
ただ、新型コロナによる特例というものが設置された。 
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて設けられた特例では、選手が感染したりその疑い
が生じたりした場合でも柔軟に 1 軍の出場選手を入れ替えられるようにしている。 
さらに選手の負担を軽減するため、延長は 10 回で打ち切り、出場選手登録は 29 人から 31
人に、ベンチ入りできる選手は 25 人から 26 人に、外国人選手枠は 4 人から 5 人にそれぞ
れ増やされた。 
 
○海外サッカー界 
 海外五大リーグ（イギリス：プレミアリーグ、スペイン：ラリーガ、イタリア：セリエ A、
ドイツ：ブンデスリーガ、フランス：リーグアン）のうち、最も早期に無観客試合を敢行し
たブンデスリーガの感染対策を例に挙げる。 
・選手・スタッフ・トレーナー及びその家族は、試合の１週間前と前日の 2 回 PCR 検査を
受け試合に臨む。（J リーグでは 2 週間に一度） 
・「ピッチ」「スタンド」「スタジアム外観」でゾーン分けをし、それぞれ 100 人以内の人数
制限を設けた。ロッカールームや導線も人数を制限した。 
・ボトルも選手一人ずつ分け、ピッチ以外ではマスクの着用を義務化した。（→他のリーグ
や J リーグでも導入） 
 これらの感染対策をし、無観客試合を行ったことでアクシデントやパニックが起こるこ
となく、感染者も０で 2020 シーズンが終了。 
 
○新型コロナウイルスによるルール改正 
 サッカーとプロ野球では、感染対策としてルールの一部を特別ルールに変更した。 
 野球の変更点は、1 軍の選手の入れ替えを従来よりも柔軟にし、出場選手登録は 29 人→
31 人に、ベンチ入りできる選手は 25 人→26 人、外国人選手枠も 4 人→5 人へと変更した。
また、延長は 10 回打ち切りとなった。 
 サッカーは、選手交代枠を 3 人から 5 人になり、前半と後半にそれぞれ 1 回ずつ飲水タ
イムを設けた。これは、Jリーグだけでなく海外サッカーでも共通して取り入れられている。 
 
 
 
 



４、新しい観戦様式 
 

○サッカー界 

 
無観客試合はもちろんファン・サポーターは一切スタジアムに入ることが出来なかった

が、7 月 11 日、12 日のリーグ戦から段階的に観客を入れての制限付き試合開催が可能にな
った。 

 
ただし、上の図のように、国内の感染状況などを踏まえて、段階的な緩和がなされること

を当初から明記していた。 
チケッティング（チケット販売、座席指定など）は 



 
 
このようになっており、10 月 30 日からは右記の厳戒態勢に変わる。またビジターチーム
（試合を主催するチームの対戦相手チーム）のファン・サポーターも入場可能となる。アル
コール販売も再開され、段階的に緩和化されている。 

アルコール消毒、検温、マスク着用はもちろんのこと、座席は超厳戒態勢では左右３席ほ
ど空けるなどの制限があったが、厳戒態勢では左右１席となった。またサッカーの応援と言
えば、大声での声援だが、これは飛沫感染の危険性をはらむため、一切の禁止である。超厳
戒態勢では手拍子での応援も禁止であった(手拍子に合わせて声を出してしまうリスクが考
えられたため。)が、９月７日から容認される行為となった。また、１０月１７日からは太
鼓等の鳴り物の使用が原則可能になった。 
 
容認される行為は以下の通り。 
・横断幕掲出 
※掲出の際に密にならないよう十分配慮 
・拍手・手拍子 
・タオルマフラー・ゲートフラッグなどを掲げる 
10/17 以降、太鼓、応援ハリセン等、自席で叩ける鳴り物の使用は、主管ク 
ラブが使用可否を判断する。 ただし、メガホンの使用は除く。また、 
スタジアム備品を叩く行為は厳に慎む。なお適用にあたっては、ホームとビジターは同条件
で適用する使用場所など、適用の詳細は主管クラブの試合運営ルールに従う。 



○相撲界 

 
大相撲でも他のスポーツ同様、観客の制限がかけられている。 
両国国技館の定員は 11000 人でいるのに対し、9 月場所までは 2500 人、制限が緩和され

た 11 月場所でも 5000 人と、未だに半分以下である。 
大相撲の観戦の特徴であるマス席だが、本来 4 人様のところを、緩和前は 1 人、緩和後

はテープで仕切って 2 人様とした。 
また、大相撲の大きな特徴として、観客と力士の距離の近さが挙げられる。力士の入場時

に力士と触れ合うことができたり、取り組み後の力士と写真を取ったり、サインを書いて貰
ったりと、ファンサービスを受けることができるのである。しかし、新型コロナウイルスの
影響により、それらの接触行為はすべて禁止になってしまった。 
 焼き鳥を含めた飲食も再開したが、席での飲食は認められておらず、指定の場所（屋外の
特設スペース）でのみ可能となっている。 
 

○野球界 

 



Ｊリーグと同様に、観客への応援マナーを徹底し、大声での応援など飛沫感染に最大限の
警戒を要請した。 
また、11 月 21 日から開催されている日本シリーズではチケッティングが収容人数の５０％
に制限された。 
 
○海外サッカー界 
 五大リーグでは、新たにバーチャル観客という、VR 技術で画面上では観客がいるように
見え、歓声も入れることで映像を見ている分には無観客を感じさせないような工夫を取り
入れている。 
 また、プレミアリーグでは、ファンを大型モニターに映してリアルタイムで反応を見える
ようにしていた。これは、一部の J リーグのクラブも真似して行っていた。 
 

 

最後に 

・この研究の成功基準について 

半年間にわたり、新しい状況になってからのスポーツ界を見てきたわけであるが、私たち
がこの研究を始めるにあたり設定した無観客試合成功の基準について、新規感染者を出す
ことなく、無事シーズン日程をすべて消化することを成功基準に設定していたが、これに関
しては、いずれの競技も無観客で試合を敢行した日程においては新規感染者を出すことは
なかったため、成功といえる。 

有観客に関しても、チーム内のクラスター発生はあったものの、観客の感染者、クラスタ
ーは今のところ発生していないため、おおむね成功といえる。 

経済効果に関しては未だ決算が出ていないのと、投げ銭制度などの効果が数字として公
表されていないため、言及することが出来ない。 
 

・これからの観戦様式について 

新型コロナウイルスの脅威がなくなるまでは、既存の検温、消毒、マスク、大声を出さな
い、ハイタッチ・肩組みなど接触を伴う応援など感染対策に則った観戦様式が続くと考えら
れる。しかし、これまでもそうであったように、観客の人数制限は徐々に緩和していくだろ
う。 

新型コロナウイルスの影響で延期を余儀なくされた、２０２１年に開催予定の東京オリ
ンピックにおいても、開催するのであれば、同様の感染対策は厳重に行う必要があると考え



る。しかしながら、オリンピックはあくまでも国際大会であるため、海外からの選手・スタ
ッフの入国はもちろん、ファンの入国を制限するのか否かが問題になると考える。また、そ
れらの人々の宿泊、移動間でも徹底した感染対策を行わなければならないなど、多くの問題
があり、これまでこの無観客の研究を進めてきて、現状の国内外の感染状況、段階的な制限
緩和の状況を鑑みても、来年夏の開催は非常に厳しいと我々は考える。 

また、当初、東京都はオリンピック開催の直接的な効果を約 2 兆円と見込んでいた。しか
し、第一生命経済研究所の熊野英生主席エコノミストは、現状下で開催した場合の経済効果
を「計算は粗いが、9000 億円程度」と見積もる。外国人が日本に来られないまま無観客開
催になれば、経済効果はさらに縮むとして、「大会の収支のバランスはとれない」と、財政
悪化に軽傷を鳴らしている。（日経電子版 9 月 18 日付け記事） 

この記事のように、予定通りに開催できたとしても経済効果、収益の見込みは現時点で全
く立っていない。 

11 月に受付を開始した販売済みの感染チケットの払い戻しの対象が約 81 万枚になり、
これは国内向けに販売済みの約 445 万枚の約１８％にあたる。組織委員会の大会延期決定
前の予算ではチケット収入は約 900 億円を見込んでいたが、払い戻しなどが再び重なると、
当然これより収入は少なくなるなどの問題もある。これらの理由も含めて、開催をしたとし
ても、感染対策費用・制限付きのチケッティングなどで満足のいく収入は得ることは難しい。
また、12 月 9 日現在、大会開催に向け、延期に伴うコロナ対策費などで計 2940 億円の追
加経費が発生することも明らかになっている。 

内訳は東京都が 1200 億、組織委員会が 1030 億、国が 710 億となっている。また国はコ
ロナ対策費を全額負担することになっており、各国選手団や関係者の入国時の空港での対
応費用、全国のホストタウンのコロナ対策費なども賄うことになっている。しかしながら国
はコロナ禍によって打撃を受けた経済の下支えの財政出動などで 2020 年度の新規国債発行
額が 112 兆円になり、過去最大となった。 

これらのことを踏まえて、国の財政がひっ迫しているのにもかかわらず、経済効果を見込
めず、またウイルスの収束が見込めない中、開催を強行するのは現実的ではないと我々は考
える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



エンタメ 
 

目次 
1．はじめに 
2．海外の事例 
3．無観客ライブ（アンケート） 
4．有観客ライブ 
5．まとめ 
 
 

1．はじめに 
(１)なぜライブに重点を置いたのか？ 

映像で見るならテレビやスマートフォンで見ることができる。その中でも生で見たい、現
場の雰囲気を知りたいという気持ちがあり、それに答えられるのは、ライブにしかできない
エンタメである。しかし、そんなライブが新型コロナウイルスによってできない状況となっ
てしまった。そこで、会場に直接行けない状況下でもライブは成立するのか、観客（視聴者）
を満足させることはできるのか、を研究する。 

なお、ライブの他にも映画館、歌舞伎などのエンタメがあるが、それらと比べてライブは、
より人と人との対面で行われるものである。そのため、ライブに重点を置いて研究を進めた。 
（映画館は館内で映像を見る。歌舞伎も直接楽しむ娯楽ではあるが、ライブのようなファン
サービスなどを含めると少し観点がちがう） 
 
(２)成功の基準 
〈有観客ライブ〉 

・クラスターの発生はもちろん、スタッフ、出演者、観客を含めた全員が新型コロナウイ
ルスに感染しない状況を作り出すことができたとき。 

〈無観客ライブ〉 
・観客に楽しかった、また利用したいと思わせたとき（リピーターの確保）の満足度を基

準とする。 
・ホール・アリーナ・ドーム規模のライブにおいて、有観客ライブ以上の集客を達成した

とき。 
 
（３）ライブ・エンタメの市場規模 
 2020 年 6 月 30 日、ぴあ総研が、ライブ・エンタテインメント市場規模の調査結果（確定



値）を公表した。 

 
 このグラフから分かるように、近年のライブ・エンタメ市場規模は年々拡大していた。
2010 年と 2019 年を比較すると、3,159 億円から 6,295 億円と、約 2 倍の数値となってい
る。 

しかし、2020 年は、新型コロナウイルスの感染拡大によるライブやイベントの開催自粛
が、大きな影響を与えることになると予想されている。ぴあ総研が 6 月 30 日に出した 2020
年の試算値は 1,836 億円となっている。新型コロナウイルスによってエンタメ業界は様々
な影響を受けているが、特にライブが大きな影響を受けている。 
＊この調査でのライブ・エンタテインメント市場規模＝音楽コンサートと、ステージでのパ
フォーマンスイベントのチケット推計販売額合計と定義。 
https://corporate.pia.jp/news/detail_live_enta_20200918.html 
 
 
2．海外の事例 

新型コロナウイルスの影響で、海外でもコンサートや音楽イベントの中止や延期が余儀
なくされている。そのような中でもソーシャルディスタンスを保ちながら、どうにかライブ
を開催することはできないかと、海外では早い段階から新しい方法が模索されていた。 

ここでは、オンラインではなく、実際にお客さんを会場に呼んで行った海外のライブの事
例を挙げる。 

その一つとして、車に乗ったままライブを楽しむことができるドライブイン形式がある。 
・4 月 24 日、デンマークでは、ドライブイン方式で音楽ライブが開催された。開催した

のは、デンマーク出身のシンガーソングライターのマッズ・ランガー氏。デンマークのオー
フスに野外ステージを設営し、ステージ前に整列駐車した参加者に向けて演奏。演奏は FM
ラジオを通じて車内に届けられ、参加者はクラクションを鳴らして盛り上げた。ドライブイ
ン方式での開催を周知したのは、開催日の 6 日前だったが、500 枚のチケットが完売した。 

https://corporate.pia.jp/news/detail_live_enta_20200918.html


また、5 月 20 日には、首都コペンハーゲンの空港駐車場で、車は 2 メートル以上の間隔
を空けて整列、左側だけの窓を開けるというルールのもとライブが開催された。会場に訪れ
たファンを zoom でつないで舞台上のスクリーンに映し出し交流も行った。 

・ドイツのデュッセルドルフで 4 月 30 日、音楽フェス「Big City Beats World Club Dome」
がドライブイン式で開催された。駐車された車と車の間もスペースを空けソーシャルディ
スタンスを保った。暗闇の中、会場に詰め掛けた車がペンライト代わりにハザードランプを
点滅させ、光のステージを演出した。DJ や MC の呼び声に合わせて、一斉にクラクション
を鳴らして応えるシーンもあったという。DJ のパフォーマンスだけでなく、実際のフェス
同様にステージでは炎が出現し、花火も打ち上げられ、会場が一体となり盛り上がりを見せ
た。 

ドライブイン形式の問題点としては、多くの車を収容出来る会場を必要とするため、人気
の高いアーティストか、フェスティバル形式でなければ開催することが難しく、ライブハウ
スを拠点に活動するアーティストにとっては厳しい現状であるということが挙げられる。
しかし、ドライブイン形式は密を避けることができるため、安心して参加することができる、
新しいライブの様式として今後も注目されるだろう。 
他にも、新しく珍しい方法としてバルーンを使用したライブが開催された。アメリカ合衆国
の*サイケデリックロックバンドの The Flaming Lips は、バルーンの中に入るパフォーマン
スを行うことがある。アメリカのテレビ番組『The Late Show with Stephen Colbert』内で
のライブでは、これを活用して観客もメンバーも全員バルーンの中に入ることで、ソーシャ
ルディスタンシングを保ち続けたライブを実現することに成功した。 

*1960 年代後半に発生し流行したロック音楽のジャンル 
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5ead0a3cc5b639d6e57686d6 
 
 
3．無観客ライブ 
 かつてのようなライブが開催できない中で、現在はオンライン上での無観客ライブが主
流となっており、直接ライブがしにくい世の中で非常に便利な切り口である。そこで、ユー
ザーがオンラインライブについてどう思っているのか、またどのくらい利用しているのか
を調べるために、Google form を使って 202 名にオンラインライブに関するアンケート調査
を行った。男女比はおおよそ半分ずつで、18～19 歳がメインとなる。 

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5ead0a3cc5b639d6e57686d6


 

 
約 40%の人がオンラインライブを利用したことがあることが分かった。その中でも乃木

坂 46 やジャニーズ、韓国アイドルのオンラインライブを利用した人が多かった。他にも演
劇・ミュージカルを視聴するのに利用した人もいる。 

視聴時に利用した端末は、半数以上がパソコンで、次に多かったのがスマートフォンであ
った。 

 



 

 
ちょうど良いと感じるオンラインライブの視聴時間は、2 時間以下が約 60%を占めた。通

常のライブは 3 時間以上行われることが多いが、オンラインの場合だと 3 時間以上がちょ
うど良いと感じる人は 2%だった。 

利用料に関しては、3000 円以下が 30%を超えて 1 番ちょうど良いと感じられているよう
だ。また、2000 円以下、4000 円以下はそれぞれ 20%超であまり変わらないので、それぞれ
の価値観や満足度によって変わるのだろう。また、オンラインライブにお金を払いたくない
という人は 10%以上いることがわかった。これは、無料で楽しめる動画サイトやコンテン
ツが普及したことで、お金を払って楽しむ価値を見出せていないのではないかと考えた。 
 
ここまでのアンケート調査で、いちばん割合の多かったものをまとめると、 



「スマートフォンやパソコンを利用して 2 時間で気軽に観れる 3000 円のオンラインライ
ブ」が望ましいことがわかった。普段、Net flix やアマゾンプライムなどの動画アプリで映
画を見るように気軽に鑑賞できるライブが求められているのではないだろうか。 
 

 

 
 

またオンラインライブを利用したい人に関しては、ファンだから、アーティストを応援し
ているからまた利用したいと考える人が約 65%、期待以上に楽しかったからまた利用した
い人が約 25%でリピート率は 90%を超える結果となった。しかし、オンラインではなく直
接観たいという人は 10%近くいた。 

そして、オンラインライブ未経験の人に今後利用したいかアンケートした結果、これから



も利用したいと思わない人が約 55%いた。主な理由としては、直接好きなアイドルを見る
ことがコンサート利点だと考えていたり、オンラインだと DVD 観賞と変わらず、臨場感に
欠けるということだった。たしかにこれは、直接会場に行くからこそであり、オンラインで
は太刀打ちできないと思う。しかし、これからオンラインライブを利用したいと興味を持つ
人もアンケートより 45%近くもいることがわかった。この約 45%の人にどうしたら利用し
てもらえるのか、手を出しやすいライブになるよう、ユーザーに寄り添うことが重要なので
はないかと考える。 
 

 

さらに、今の状況下で実際にオフラインライブを行った場合、行きたいと考える人が 60%
以上いることがわかった。やはりオンラインで楽しめても直接楽しみたいのが本音である。
そして、その時にわたしたちにできることは、マスクの着用や手洗いうがい、たいちょう管
理といった基本的なことを忠実に守ることである。 
 
 
4．有観客ライブ 
(１)新しいライブの様式 

緊急事態宣言の発令により休業を余儀なくされていたライブハウスだが、宣言解除後の 6
月 13 日、ライブハウスの業界団体らは、政府が公表したガイドラインに基づき、「ライブホ
ール、ライブハウスにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を発表した。
そこでは主に、 

・定期的な換気の実施。 
・出演者と観客の間の距離を 2 メートル確保。できない場合は飛沫が飛散しない対応



の実施。 
・オンラインチケットの販売やキャッシュレス決済の実施。 
・公演前後及び休憩中に人が滞留しないよう段階的な会場入り等の工夫。 
・常時対人距離(できるだけ 2 メートル、最低 1 メートル)の確保。 

などといったことが記されている。これらの対策を実施していくことは決して簡単なこと
ではないと考えられるが、エンタメ業界、ライブ業界が活気を取り戻していくための第一歩
ともいえる。 
 
(２)ライブハウスへの取材 

私たちは今回、ライブハウス 2 店に取材をさせて頂いた。 
・「下北沢 GARDEN」(取材日：8/28、9/30) 
①基本情報 

2011 年、東京都世田谷区にオープン。通常時の収容人数は 500 人と、下北沢エリアでい
ちばん規模が大きい。 

お客様の年齢層はバンドにより様々で、10 代～50 代と幅広く、男女比も様々。 
ドリンク代は 600 円、チケット代は若手だと約 2000 円～2500 円、高くて 6000、7000 円

ほど。 
 

②新型コロナウイルス感染拡大の影響 
4 月に緊急事態宣言が発令されてから、色んなライブハウスが配信のライブを始めていた

ため、下北沢 GARDEN もライブ配信を始めることとなったが、カメラや音楽の演出に携わ
ることが出来るいい機会だと捉えていると伺った。現在はお客様を入れるライブも行って
はいるものの、なかなかお客さんは入ってこず、売上も厳しく、今の状況で出来ることを
日々考えていると仰っていた。 

 
③新型コロナウイルス感染対策 

スタッフはマスク、フェイスシールド、手袋の着用、換気、物販でのビニールシートの設
置を行っている。 

お客様にはマスク着用と消毒、入場時の検温、名前・電話番号・性別・年齢の記入、使い
捨てのプラスチックのコップの使用をお願いしている。 

客席の数は、通常 500 人のところ、スタンディングでは 100 人、座る形式では 90 人に制
限。 

間隔はお客様同士で 1 メートル、お客様と演者の間はライブハウスのガイドラインに従
い 2 メートル空けている。ガイドラインの基準を満たしているため、演者は、フェイスシー
ルド等は特にしていないそうだ。 

握手会などの接触イベントはやっていない。 



アルコールの有無は主催者に任せているが、現在アルコールを出す割合は 5 割ほどだそ
うだ。 
 
④オンライン配信について 

通常のライブより客数は減っているが、チケット代を安くしているため見て下さる方は
多い。しかし、通常時の半分ほどの値段のため利益はなかなか出ず、配信のみで利益を得る
ことは厳しい。 

配信ライブではユニークなものやきれいな演出、音などがより求められるだろうと仰っ
ていた。 
 
⑤今後のエンタメ、ライブハウスについて 

生のライブが少ないため、1 つ 1 つのイベントが貴重であり、お客様にとってライブは滅
多にないものであるため、感染対策を徹底しながらも特典を付けるなど普段より内容を濃
くし、来てくださったお客様が楽しめるようなものを企画しているとのことだ。 

なお、2 度目の取材の際に、下北沢 GARDEN が 10 月 18 日で閉店することになったとお
聞きした。とても悔しく、お客様の笑顔を見るとまだやりたいという気持ちになると仰って
いた。大変な状況ではあるものの、音楽は音を楽しむものなので、運営側も楽しむというこ
とを忘れずに、とにかくポジティブに考え、楽しんでやっていると伺った。そして、やはり
世間のライブハウスに対するイメージが良くないため、そのイメージの変化に繋げるため
にも、SNS でもっとライブハウスについて取り上げてほしいと仰っていた。 

 
「東京・下北沢 GARDEN が 10 月 18 日をもって閉店することを発表した。新型コロナ

禍の厳しい状況で営業を続けてきた GARDEN だが、テナント権利者と交わしてきた事業
存続のための協議が不成立となったため閉店する運びとなった。10 月 19 日以降に予定さ
れている公演については会場および日時の振替などが検討される。 

なお GARDEN は 10 月 25 日以降、『GARDEN 三宿 BRUNCH』（仮）と名称を新たに東
京・世田谷にある国立音楽院の地下ライブスペースへと一時的に移り、当面は配信ライブを
中心に営業していくとアナウンスしている。」（https://natalie.mu/music/news/395812） 

 
 

・「Live House ANIMA」(取材日：9/9) 
①基本情報 

2019 年 8 月、大阪にオープン。同じアメリカ村に 2011 年にオープンしたキャパ 200 人
のライブハウス Pangea が元になっており、バンドがそれ以上のキャパにまで成長したとき
に、次のステップに進む場所という形で、キャパ 350 人のライブハウス ANIMA が誕生し
た。 

https://natalie.mu/music/news/395812


お客様の年齢層はバンドにより様々で、20～30 代の方が多いが、バンドにより 10 代、も
っと上の世代の方が来られたりもする。 

ドリンク代は 600 円、チケット代は基本的に 2000～3500 円で、4000 円以上の場合もあ
る。 
 
②新型コロナウイルス感染拡大の影響 

4 月に緊急事態宣言が発令され、前倒しで 5 月中旬に解除されてから配信ライブは行って
いたが、世間的にはライブハウスは引き続き警戒・自粛の目が多い状態が続いたので、大阪
の休業要請が解除され、6 月 1 日から実際にお客様を入れるようになったことが分かった。 
 
③新型コロナウイルス感染対策 

収容人数を 350 人から 40 人程度に制限し、お客様同士での距離を確保。 
お客様には、マスク着用と消毒、入場時の検温、クラスターが発生した場合にメールで通

知が行く、大阪府の「コロナ追跡システム」への登録をお願いしている。 
 
④オンライン配信について 

配信ライブとお客様を入れる有観客ライブを行っている比率は、会場にお客様を入れつ
つ同時に配信をするということもあるため、配信ライブのほうが若干多くなっているとい
う。 

配信ライブを始めた頃はライブハウスにある機材を駆使し行っていたが、そこから徐々
に機材を増やし、今ではできるだけ同じメーカーでカメラを揃えているという。YouTube
を使用する際は、投げ銭のようなシステムを導入し、有料の際は、e プラスのストリーミン
グプラスの有料配信サービスを利用している。 

本来のライブはチケット代＋ワンドリンク代で売上になっているが、配信ライブだとド
リンク代が収入としてなくなるため、本来のライブの売り上げに届くことが難しい状態で
あると仰っていた。 
 
⑤今後のエンタメ、ライブハウスについて 

新型コロナウイルスの感染者は減少傾向にあるが、ライブハウスは無理してくるような
場所ではないので、こちらからは積極的に来てほしいとは言いにくい状況である。いくら感
染対策をしても危険性は 0 ではないので、世間の新型コロナウイルスに対する捉え方が和
らがないと、ライブハウスや劇場などといった場所の商売は厳しいのではないかと考えて
いる。そんなイメージを払拭するためにも、これまで以上にお客様が楽しんでいただけるイ
ベントを組んでエンタメを盛り上げていきたいと仰っていた。 
 
 



(３)新型コロナウイルス禍での有観客ライブ 
 新型コロナウイルスの感染拡大により、一時は中止や延期が相次いでいたライブだが、緊
急事態宣言解除後、ドームやアリーナなどの大きな会場でも、電子チケット化、ソーシャル
ディスタンスの確保、マスク着用、消毒、換気、場内やロビーなどでの歓談の自粛、客席で
の大声の歓声や歌唱の禁止など、様々な感染対策を徹底した上で有観客ライブが開催され
るようになっている。 
 
①和楽器バンド/横浜アリーナ 

・日にち：8 月 15・16 日 
・観客：1 万 7000 人→5000 人に制限 
・チケット代：前売 10000 円 当日 11000 円、配信チケット 3680 円+システム使用料 220

円 
※アーカイブ視聴期間 1 日目 8/17(月)19:00 まで、2 日目 8 月 18 日(火)18:00 まで 
※2019 年のアリーナライブのチケット代は 8900 円 
 
なお、本公演の開催から 2 週間が経過し、全観客・スタッフ・出演者・関係者に新型コロ

ナウイルスの新規感染者がゼロであることが報告されている。 
このライブの模様は世界 30 カ国に配信され、2 日間でのべ 3 万 5000 人が視聴した。 
 

②THE YELLOW MONKEY/東京ドーム 
・日にち：11 月 3 日 
・観客：最大収容人数の半分にも満たない 1 万 9000 人に制限 
・チケット代：指定席 9900 円、ライブストリーミングチケット 4500 円 
※アーカイブ視聴期間 11 月 6 日(金)23:59 まで 
※2017 年の東京ドームのライブのチケット代は 9720 円 

 
 
5．まとめ 
(１)2020 年末の音楽番組、ライブ 
 新型コロナウイルスの影響を受けた 2020 年は、年末の音楽番組やライブも、例年とは違
う形で行われた。 
 
①NHK 紅白歌合戦(2020 年 12 月 31 日) 
 ・史上初の無観客で放送 
 ・会場：NHK ホール 
 ・「密」回避のため、会場を局内 4 カ所に分散 



 ・関東地区、第 2 部で、平均視聴率 40.3％を記録 
 
②サザンオールスターズのライブ(2020 年 12 月 31 日) 
 ・無観客配信ライブ 
 ・会場：横浜アリーナ 
 ・チケット代：4,500 円 
 ・見逃し配信：2021 年 1 月 7 日まで 
 
（２）無観客ライブ、有観客ライブは成功か？ 

私たちが行った無観客ライブに関するアンケートでは、満足している人は多く、リピート
したいという意見も多かった。しかし、現実問題として、運営側はそれを維持するのが厳し
いという状況である。 
大衆の人気と業績にギャップがあること、無観客ライブを収益化することが難しいことを
踏まえると、無観客ライブが成功しているとは言い難い。 
 有観客ライブについても、新型コロナウイルス禍では、かつてのようなライブを開催する
ことができず、運営側は厳しい売り上げに悩まされている。そして、上記でも記載してある
通り、私たちが 8 月下旬に取材した「下北沢 GARDEN」は、配信ライブなど試行錯誤をし
たが、10 月中旬に新型コロナウイルスの影響により閉店した。他にも多数のライブハウス
が、同じような状況で閉店せざるを得ないもとに置かれている（下記のサイトより）。
https://www.tinymusiclife.net/entry/closedvenue 

 
しかし、徐々に、観客に制限をした上で、有観客ライブが開催されるようになっている。

有観客ライブができない代わりに行った無観客ライブで、ファンの気持ちを繋ぎ止められ
ていたため、観客を制限しながらも有観客ライブも行えるようになったのではないだろう
か。収益化するのはなかなか難しいが、上記に記載してあるように、新規感染者を出さずに
有観客ライブを開催することができた事例もある。(和楽器バンドのライブ) 

 
現在、新型コロナウイルスの感染拡大が未だ進んでおり、今後ライブがどのような形で開

催されていくのか、新型コロナウイルスが流行する以前のようなライブはいつになったら
開催できるのか、など、今後の目途は全く立っていない状況である。 

以上のことを踏まえると、新しいエンタメとしてのライブの形は、模索中である。 
 
 
 
 
 

https://www.tinymusiclife.net/entry/closedvenue


観光 
 
目次 
１．なぜ観光を題材にしたか 
 
２．具体的な対策 
 
３．何が新しく生まれたのか 
 
４．まとめ 
 
 
 
１．新型コロナウイルスの流行により、観光業も変化せざるを得ない状況になった。今まで
は観光地に出向き宿泊して帰る。当たり前のように思っていた観光は今では当たり前では
ない。新型コロナウイルスが世界的に蔓延したことで、国内への外国人の入国や海外への出
国を制限といったことや、国内においても緊急事態宣言が発令され、「不要不急」といった
言葉が使われるようになり、国内でも観光をすることが困難となっている。それによって、
国内の旅行やツアーのキャンセルが相次いで起こり、旅行会社や観光地そのものが大きな
打撃を受けることとなった。航空業界でも緊急事態宣言が発表され、外出自粛が全国的に強
化された 4 月から航空需要は大幅に落ち込んだ。4 月の羽田空港における国内線旅客数は前
年同月から約 478 万人減の 47 万 8067 人、前年同月の 9.1%に過ぎず、国際線は前年同月か
ら約 154 万人減の 2 万 9828 人、比率はわずか 1.9%まで落ち込み、また、成田空港でも国
際線旅客者数は前年同月比 2%の 6 万 9849 人のみとなった。国際線は小幅ではあるが改善
方向に向かっているが、一方で国際線に関しては、ANA では 9 月の減便率が 89％、10 月
は 87％、JAL では 9 月が 87％、10 月は 86％となっており、運航は依然として当初計画の
1 割前後という状態が続く見通しだ。今までにない事態により観光業は大多数が赤字になっ
ている。 

最近では GoTo キャンペーン内の GoTo トラベルにより観光に行くことも徐々に可能に
なったが、政府は観光需要喚起策「Go To トラベル」を全国一斉に一時停止すると決定し、
期間は 12 月 28 日から 2021 年３月 7 日までとなっている。感染者数が多い東京、大阪、名
古屋、札幌の 4 都市は先行して止める形になった。さらに 1 月 13 日には大阪、兵庫、京都
にも緊急事態宣言が発出された。ホテルなどではマスク着用はほぼ義務化されていて、バイ
キング形式の食事では密にならないように時間帯を分け、食事を取るときはビニールの手
袋をするようになった。 



しかしながら、「不要不急」といわれている中、観光は本当に「不要不急」であったのだろ
うか。Goto トラベルが開始されたことで、多くの人が旅行に行くようになり、そうなると
おのずと旅館や旅行会社、交通会社にお金が落ちるようになる。経済が回るようになるのだ。
さらに、旅行はストレスをコントロールする助けになったりとメンタルヘルスとしての役
割も大きい。そこで私たち観光班は、大きな被害を受けた旅行会社や観光地は旅行が容易に
行えない今、コロナ前と比べてどのように変化したのか。また、今後何年かは、コロナウイ
ルスと共存していかなくてはならない状況で、観光業は新たな旅行の対策だったりとどの
ような策を講じていく必要があるのかといったことについて調べた。 
 
 
 
２． 

今回、私たちは東京に会社を置く旅行会社「株式会社 四季の旅」様（以下：『四季の旅』）
に取材をさせて頂いた。 
 その取材では、こちらから 4 つの質問をした。 
質問は 
1.Goto トラベル東京適用外発表後どれほどキャンセルがあったのか。 
2.キャンセルのほかに Goto トラベル適用外・コロナによって受けた被害はあるか。 
3.取材を行った 8 月時のコロナウイルス騒動全体でどれほど被害を受けたか。 
4.考えられる今後の対策。 
の 4 点。 

1 つ目の質問では、適用外が発表された 7/16～7/20、14:30 までの統計での約 4 日間で
148 件のキャンセルがあった。 

2 つ目の質問では、適用外発表・コロナウイルスによりキャンセルが相次いだことに加え、
会社としては「新規予約」がなかなか獲得できず減少したことが非常に痛手であったと伺っ
た。 

3 つ目の質問では、コロナ騒動の全体の被害として、去年 2~7 月 の予約数が 21045 件な
のに対し、今年の 2~7 月は 5091 件と 28.7%、8 割減少したそうだ。売上から見ると、前年
比 24.9% と大幅に落ち込んでいる。 
 4 つ目の質問では、取材を行った時期は GoTo トラベルが東京適用外とされていた 8 月下
旬時であり、その時点での『四季の旅』の考えでは、いくつかの対策が議論に出るものの新
宿発などの東京発着のツアーが会社のツアー内容としてほとんどであるため、とにかく厳
しい状況であり、どのような対策を取るか決めかねているというものだった。 

お聞きした議論にあがった対策としては、3 点。1 つ目は、千葉県・埼玉県発のツアーを
作るというもの。しかし、これは多くの会員が東京の方で新規開拓の難しさから難しいと判
断されたそうだ。2 つ目は、東京都内の近場のツアーを計画するというものだ。しかし、こ



れは東京という電車などの交通網の発達した都市でわざわざ高額と時間を払いバスに乗ろ
うとする客がいるのかという点で難しいと判断されたそう。3 つ目は先にも登場した「リモ
ート観光」。これは会員の中でも比重の重い高齢の方に対し操作説明をリモートで行うこと
への難しさと社員にリモート操作について詳しい人が多くいなかったため、『四季の旅』で
は行うか悩んでいるそうだ。 
 
 
 
３. 
『四季の旅』に取材をさせていただいた中で具体的な対策として挙げられた「リモート観光」
が今回のコロナウイルス流行によって、旅行に行けない状況で新しく生まれた。 
株式会社島ファクトリーさん（本社：島根県隠岐郡海士町）では 2020 年 4 月 5 日に自宅に
いたまま旅行をする新体験コンテンツ「リモートトリップ」が催行された。そもそも「リモ
ートトリップ」とは外出せず、家に居るまま、まるで旅行をしているかのような体験ができ
るコンテンツで、「島の食」「島の景色」、そして「人と人との繋がり」をオンライン上で共
有することで「旅体験」をバーチャルに作り上げるもの。 
島ファクトリーさんでの「リモートトリップ」の内容としては以下の 3 つ。 
１．海士町の特産品をご自宅に配送 
２．オンライン通話システムを用い、届いた特産品を召し上がっていただく時間をリモート
トリップ参加者全員で共有する。 
また、海士町在住の社員が島の自然を配信するとともに、この島の魅力や、暮らしについて
お伝えする。 
３．リモートトリップにご参加いただいた方が、実際に海士町に来島する際のサポートを
(株)島ファクトリーにて行う。 
 
 
当日の流れは 
12：00−集合 
    出発前のご説明 
 
12：20−牡蠣をあけよう 
    写真撮影 
    いただきます 
 
12：50−フリータイム 
     Q＆A 



 
13：45−再集合 
    解散 
となっていて時間も少なく、気軽に参加できるものになっています。 

オンライン上では、牡蠣の開け方以外にも海士町旅行の際には必須となるフェリーの乗り
方や、隠岐についての予備知識についても説明を行い、旅の途中のフリータイムには、グル
ープに分かれてそれぞれが会話を楽しんだそうだ。他にも気仙沼とのコラボレーション、 
海士町にご配流となった後鳥羽上皇の軌跡をたどる「海士町謎解きツアー」、JAL とのコラ
ボレーションやなど子供向けプログラムなど非公開のものを合わせて１５回ほど行ってい
る。 



 
値段は、【リモートトリップ第 8 弾】海士町産さざえとひおうぎ貝のかんかん焼き編！を例
に見ると、 
梅セット:3900 円（送料込み、税別） 
さざえ 1kg 
竹セット：6,500 円（送料込み、税別） 
さざえ 1kg、ひおうぎ貝 4 枚 
松セット：8,500 円（送料込み、税別） 
さざえ 2kg、ひおうぎ貝 8 枚 
となっている。 
個のリモートトリップに参加された方の 98%が海士町に行きたくなったと回答しており、
2・3 回参加される方もいたそうだ。 
この旅の目的は「海士町民と参加者の方が繋がる」ということ。この島の町長も「海士の魅
力は人だ」と話すくらい最大の魅力が人だ。新たな形として島に来てから作るのではなく、
作ってから旅に出る、海士町らしい新しい旅行の形。リモートトリップという旅行手段がこ
のコロナ禍で生まれた。 
 
他にも、航空業界の ANA ではハワイへの旅行気分を味わってもらおうと、自社のエアバス
A380 を使った成田空港発着の体験飛行「ANA FLYING HONU」を 8 月に実施。この体験
飛行には約 90 分間の体験飛行でエコノミークラス 1 万 4000 円～ファーストクラス 5 万円
の参加費だったが、定員に対して約 150 倍もの申込が殺到したらしい。 
JAL では夜景や日の入り、星空などが体験できる成田発着の周遊チャーター「空たび 星空



フライト」を実施し、通常ハワイ線で使用する機材に乗り込み、機内食を食べたり、海外旅
行気分が味わえるような体験を提供するなどのさまざまなプランが誕生してきている。 
 
 
 
４． 
では、これから観光というものはどのようになっていくのだろうか。私たちは研究を進めて
いく中で、２つの考えをもった。 
１つはリモート観光などの新しいプランにより、今後、個人が選択できる旅行の形が広がっ
ていくのではないかということだ。実際に足を運び、自然に触れることはできないにしろ自
宅に居ながら旅行の擬似体験ができて、非日常を味わうことができる。他人との接触がない
ので感染のリスクを格段に抑えることができる面ではリモートでの取り組みはいいもので
あるし、リモート観光でその観光地に興味を持つことで実際に現地に旅行に行く人も増え
るのではないかと思う。 
もう１つとしては、エチケットの問題だ。 
観光する側としてはマスクの着用や、バスや公共交通機関での移動の際には原則話さない
などが求められてくる。受け入れる側も 3 密を避ける対策や検温などを行わなければなら
ないことになった。より人を思いやり、感染しないために行動することが大事になった。 
結果、旅を楽しむことだけでなく、他人を考えて観光をすることが必要最低限求められてい
くのではないかということだ。人を思いやることでリモート観光なども誕生し、私たちの旅
の様式は現地に行かなくてもできるなど多様になると考えている。 
「無観客の研究」として、観光を研究してきたが、新型コロナウイルスの流行によって実際
に旅行に行けない状況になり、観光業でも当初はなんとかリモート観光などの無観客で行
う方向で進めたものの、お土産屋さんやお食事処などの経済活動が成り立たないという点
で今まで通り、実際に旅行客を受け入れることが必要になった。現状だが、結論として無観
客での観光業の継続は厳しいものであると考えられる。1岡本 岳大さんの『｢コロナ後の旅
行｣は"3 つの点"で大きく変わる』に（以下引用）「感染リスクが今後も続く中では、世界の
旅人たちにとっては「長い時間をかけて移動してまで日本に行く、その旅の意味は何か？」
が重要になる。 
世界的な旅行メディアである Condé Nast Traveller の英国版でライターの Juliet Kinsman

                                                      
1 岡本 岳大・・・wondertrunk & co.代表取締役共同 CEO、デスティネーションプロデュ

ーサー 東京都出身。2005 年博報堂入社、統合キャンペーンの企画制作
に携わる。2010 年より世界 17 カ国の市場で、観光庁・日本政府観光局
（JNTO）のビジット・ジャパン・キャンペーンを担当。 

 



氏も「今や旅を検討するときに、本当に家を離れる価値があるか？が問われるようになった」
と語っています。」と書かれているように、今、私たちには旅の目的は何なのかを改めて考
える岐路に立たされている。長い時間外に出て、不特定多数の人と会う機会が増えるという
ことは感染してしまうというリスクがどうしても上がることに繋がる。先にも述べたよう
に観光する側は選択肢が増えたことで、より旅行に触れる機会が増えた。しかしながら、高
齢者など普段からインターネットに慣れていない方はリモートでの観光は難しいし、現地
に行って観光をするのとリモート観光を比べてもリモート観光の楽しみには限界があるの
ではないだろうか。 
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