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Impact Beyond 2019

競技の普及を 
目指して
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Impact Beyond 2019

ワールド 
ラグビー
ワールドラグビーを代表して、IMPACT 
Beyond 2019プログラムの関係者の皆様
に感謝申し上げます。2013年から始まっ
たIMPACT Beyondは、世界中にラグビー
競技を普及させ、少年少女にトライし、プ
レーし、継続することのできる舞台を提供
するという、ワールドラグビーの使命を果
たす上での主要戦略です。メジャーなイ
ベントプランニングにおいて、真に継続性
のある遺産とは、後からの思い付きでは
なく主体性を持って考え、それを実行に
移すことです。私たちはIMPACT Beyond
プログラムがラグビーの普及活動におい
てこれまで果たしてきた指導的役割を誇
りに思っています。このプログラムは非常
に特別で記録的な大会となったラグビー
ワールドカップ2015において中心的役
割を果たしました。同大会ではラグビー
ヨーロッパに所属する17のメンバー協会
がRFU（イングランドラグビー協会）諸州
と戦略的パートナー関係を結び、知識を
共有し、コミュニティレベルの競技参加の
基盤を作り、強化しました。100万人以上
がラグビーに魅了され新たなプレーヤー
となり、34万人の参加者が初めてイギリ
スでプレーしました。リオ2016 IMPACT 
Beyondプログラムは、ブラジルだけで
175,000人以上のプレーヤー、コーチ、試
合の関係者を巻き込み、ラグビー途上国
でも素晴らしい成果を達成できることを
示しました。同時に、2016年には新記録を
達成したGet Into Rugby大衆化プログラ
ムにも参加し、199万人のプレイヤーをイ
ンスパイアしました。
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私たちは、日本ラグビーフットボール協
会、アジアラグビー、24の協会と協力し
て、世界で最も人口が多く世界の若者の
60%が暮らすアジアのラグビーの可能性
を育てるという野心的な戦略、IMPACT 
Beyond 2019を提供できることを嬉しく
思っています。この冊子では、2015プログ
ラムの驚異的な成果を踏み台にして、日
本がラグビーワールドカップを開催する
までにアジア全土で新たに100万人のラ
グビー参加者を募るという目標と行動計
画をご説明します。素晴らしい人たちが素
晴らしい成果を上げようとしています。こ
のプログラムを成功させるため、ご尽力
いただいているアジアラグビーとその傘
下の協会の関係者の皆様、多数のボラン
ティアの皆様に感謝申し上げます。皆さま
のビジョン、取り組みそして情熱がなけれ
ばこの野心を実現することは叶わないで
しょう。最後に、IMPACT Beyond 2019が
アジアと世界のラグビーコミュニティが誇
りに思えるようなプロジェクトとなるよう、
皆様のご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

Bill Beaumont
ワールドラグビー会長
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ビッグトライ

日本ラグビーの使命は、世界で活躍する
ことによってより良い社会の創出に貢献
することです。2019年にはアジアで初め
てのラグビーワールドカップ（RWC）が日
本で開催されます。ラグビーワールドカッ
プ2019を成功させることは、日本のラグ
ビー史上最大の挑戦です。

ラグビーワールドカップ2015でのブレイ
ブブロッサムズの素晴らしい成功は、日
本が国際レベルで競争できることを証明
しました。ワールドカップの余波は2016
年のリオ五輪に大きく影響しました。男子
チームと女子チームの両方がアジアの代
表として参加し、男子チームはニュージー
ランドを破った後4位に入賞しました。こ
の経験から、私たちは2020年に向けた新
しい目標を設定することができました。 

このようなインパクトを最大限に活用し、
日本とアジアに遺産を残すため、私たち
はワールドラグビーおよびアジアラグビ
ーと緊密に協力して、プレーヤーの福利
厚生とハイレベルな試合環境を確保し、
プレーヤー、コーチ、レフリーそしてボラ
ンティアとして参加するための道すじを
つけてまいります。さらに、地域のラグビ
ー協会、学校、試合開催都市、RWC 2019
のベースキャンプ地と協力して、競技運

営能力を育てます。また、SPORT FOR 
TOMORROW、日本国際協力機構（JICA）
事業などの国家プロジェクトにも協力
し、アジア諸国のラグビー協会とともに
アジアラグビーの発展に貢献します。日
本のラグビーは、より強くなり、すべて
の人々や社会に対して重要な役割を果
たし、ラグビーを超えて、日本を超えて
2019年を超えてインパクトを与えてい
きます。これが私たちの「ビッグトライ」
です。

岡村正
日本ラグビーフットボール協会会長

日本ラグビー     
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アジアラグビー 
アジアラグビー会長として、今後4年間
に渡ってアジアのラグビー競技発展を
目指す膨大な数のプロジェクトを擁する
Impact Beyond RWC 2019プログラムを
共にスタートできることを非常に喜ばし
く、また誇りに思っております。

アジアラグビーは、1968年の創立時には
メンバー協会は8つでしたが、現在では
5つのオリンピックサブ地域にまたがっ
て30の協会を擁するまでに成長しまし
た。RWC2019の誘致に尽力した関係者全
員を代表して説明しますと、このImpact 
Beyond RWC2019戦略はA1Mプロジェクト

（Asia 1 Million Project）などの革新的な
アイデアをもってアジア地域を世界のラグ
ビーマップの中に書き加え、競技レベルを
現在の水準まで引き上げた皆さまの長年
に渡る努力の成果を反映しています。

ワールドラグビーと日本ラグビーフットボ
ール協会のアジア地域ラグビーの発展を
加速させるためのビジョンとリーダーシッ
プに対し、アジアラグビーを代表して感謝
の意を表します。

RWC 2019と2020のオリンピック ラグビー 
セブンズ（７人制ラグビー）に向けて、メン
バー協会やパートナーと協力して18のプ
ロジェクトすべてを完遂できることを期待
しております。当協会のウェブサイトwww.
asiarugby.comを訪問し、アジアラグビー
アプリをダウンロードし、ニュースレター
を毎月購読して、一生に一度の今回のイベ
ント開催への旅にぜひご参加ください。

徳増浩司
アジアラグビー会長
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ワールドラグビー
Impact Beyond 
プログラム
ワールドラグビーは、ラグビー競技の普及と発展を目指して主要イベ
ントを活用するレガシープログラムとして、Impact Beyondを立ち上げ
ました。このプログラムは、主要イベントを開催する地域やエリアにお
いて持続的なラグビー競技の成長を支援する、さまざまな育成イニシ
アチブを活用したフレームワークを提供します。Impact Beyondプログ
ラムは、これまでに以下のような主要イベントで成功を収めています。

 女子ラグビーワールドカップ2014

 ラグビーワールドカップ2015

 2016年リオ・オリンピック競技および各地域オリンピック予選

 女子ラグビーワールドカップ2017

 ワールドラグビーセブンズシリーズ

 ワールドラグビーU20選手権

 各地域選手権
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IMPACT BEYOND 2019の概要
Impact Beyond 2019の4つの主要戦略エリア：

日本でのラグビー競技普及 
目標：日本の全レベルで20万人以上の積極的な参加者

アジアでのラグビー競技普及 
目標：アジアで100万人以上の新規プレーヤー、2020年
までに合計200万人のプレーヤー確保

アジアでの放送拡大
目標：すべてのプラットフォームでラグビーを広く放送 

世界でのラグビー競技普及
目標：RWC 2019のインパクトを最大限に活用して 
世界中で1100万人を超えるプレーヤーを確保

1 /

2 /

3 /
4 /

Impact Beyond 2019
2019年に日本で開催されるラグビーワールドカップは、日本とアジアでラグ
ビーを普及させる絶好の機会です。Impact Beyond 2019は、この地域のラグ
ビー競技普及戦略の中心的なプログラムです。また、2020年の東京オリンピ
ック組織委員会とも連携してラグビーの存在感をさらに高めていきます。

ワールドラグビーは、日本ラグビーフットボール協会、日本ラグビー2019そ
してアジアラグビーと緊密に協力し、Impact Beyond 2019を推進していき
ます。プログラムでは以下の目標達成を目指しています。

 組織的なプロジェクトマネジメント体制

 日本とアジア地域における明確なラグビー普及成果

  目標とする普及成果に沿ってマネジメントできるアジアラグ 
ビーのメンバー協会

  目標を定めたアジアラグビーの発展と大衆参加戦略 
による新しいマーケット創出

 アジア地域に向けた全体的な放送戦略
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各戦略エリアにおけるImpact Beyond 2019の
目的とKPI：

Impact Beyond 2019の
目的とKPI
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目的  すべての人にラグビーを/ラグビーへの参加

プロジェクト/ 
プログラム

学校ラグビー  
地域ラグビー

主要業績評価
指標

•  20,000校の小学校のうちの50%、300万人以上の児童にラ
グビーに触れられるプログラムを提供する

•  47都道府県でのラグビープログラムの企画

•  プログラムをマネジメントする普及責任者を任命し、地域
へのラグビー普及能力を高める

•  日本におけるラグビー参加者数を増やす

目的  人への投資

プロジェクト/ 
プログラム JRFUによるトレーニングと教育

主要業績評価指標

プレーヤー、コーチ、レフリー、ボランティアのための新しい
道すじと登録システムを開発する。
ラグビーを普及させるため、日本のコーチ、マッチオフィシャ
ル、ボランティアを訓練する
登録プレーヤー：  92,643   120,000
タグラグビープレーヤー：  13,000    25,000
  
コーチ：  8,600    12,000
タグティーチャー：  4,156    20,000
マッチオフィシャル：  4,152    7,000
登録ボランティア： 13,050   16,000

1/  日本でのラグビー競技普及 
20万人以上の積極的な参加者
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目的 RWCのパートナーシップを強化

プロジェクト/ 
プログラム 開催都市とチームのベース都市

主要業績評価指標 12のRWC開催都市とチームのベース都市に活気のあるラグ
ビーコミュニティを作る。

目的 日本のラグビーリンク強化

プロジェクト/ 
プログラム ラグビーリンク

主要業績評価指標 あらゆる形態の試合や日本のさまざまな関係者と結びつい
た新しい形の生涯ラグビーとパートナーシップを開発する。

目的 アジアの協会強化

プロジェクト/プロ
グラム

リーディング ラグビー アジア
JRFUアジア スクラム プロジェクト 

主要業績評価指標

各協会が4年に1回開催される「ワールドラグビー リーディン
グラグビー」コースに参加し、ラグビー競技普及能力を強化1。

 

アジアでの競技普及を支援してくれる日本の組織からの投資
を確保。

メンバー協会によるアジアでの競技普及のため、40以上の育
成プロジェクトを提供

2/  アジアでのラグビー競技普及 
アジアで200万人以上のプレーヤーを育成
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目的 アジアでの競技普及

プロジェクト/ 
プログラム

A1M（Asia 1 Million）
GIR（Get Into Rugby）
15sラグビー
アジアラグビー
サマリープレーヤー

主要業績評価指標

アジア全域で100万人の新規プレイヤーを獲得するA1Mプロ
ジェクトを実施
Get In Rugby Asia – 競技参加者の大幅増加を狙う
• 2020年末までに50万人のプレーヤーを育成
• 2020年以後もプレーヤーの20%を維持
アジアにおける「15sラグビー」を強化：
•  国内の15sチームの数を増やし、トップ10の協会で試合数を

増やす
• 2023年までにRWC内に二軍アジアチームを確保する
2020年末までにアジアで200万人のプレーヤーを確保

目的 アジアの学校でのラグビー競技普及

プロジェクト/ 
プログラム アジアラグビー スクールプログラム

主要業績評価指標
メンバー協会と協力してアジアの3万の学校でラグビー授業
を確保する 
ラグビーをアジア10ヵ国の学校のスポーツ/教育プログラム
の一部とする
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目的 アジアのコミュニティー強化

プロジェクト/ 
プログラム PASS IT BACK（パス・イット・バック）

主要業績評価指標 7,500人のプレーヤーと300人の新コーチを育成を目指して
アジアの3カ国でPass It Backプログラムを実施する

目的 アジアラグビー関係者の増員

プロジェクト/ 
プログラム アジアラグビー ワークフォース

主要業績評価指標

5つのサブ地域にアジアラグビー育成オフィサーを任命する

アジア全体のコーチ、マッチオフィシャル、強化&コンディショ
ニング・コーチ、医療関係者を訓練する
•23,500人のコーチ
•10,300人のマッチオフィシャル
•2,350人のS&Cコーチ
•1,500人の医療関係者
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目的 アジアでのラグビーの存在感を高める

プロジェクト/ 
プログラム ブロードキャスト

主要業績評価指標

アジア地域に向けた放送戦略を展開する

主要なステークホルダーと協力して、アジアのすべてのプラ
ットフォームでより多くのラグビー放送が確実に行われるよ
うにする

ラグビーがアジアのすべてのプラットフォームで放送され、4
億人の視聴者に届き、そのうち10%（4000万人）がラグビーの
ファンとなり、5%（200万人）が積極的にプレーヤーとなる。

国 人口 潜在視聴者数 
中国 14億人   1億4000万人

インド 12億人  1億2000万人

インドネシア 2億7000万人 2700万人

日本 1億2600万人 5000万人

その他 5億人 5000万人

4億人

3/  アジアでの放送拡大 
すべてのプラットフォームでラグビーを広く放送
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目的 RWCのインパクトを最大化して 
世界中にラグビーを普及させる

プロジェクト/ 
プログラム

Global Impact RWC 2019プログラム
トロフィートーナメント
RWCアンバサダー
ラグビースピリット

主要業績評価指標

RWC 2019に向けてラグビー競技を普及させるため、メンバ
ー協会とともにプログラムを実施する。15sラグビーを推進
し、キャンペーンを展開し、Get Into Rugby、フェスティバル
やイベントを通じて、2020年までに1100万人のプレーヤーを
育成する

RWCトロフィートーナメントをアジアと世界で開催する

アンバサダーを任命して競技の普及に努める

主要なパートナーシップを通じてラグビーの価値とスピリッ
トを紹介する

4/  世界にラグビー競技を普及する 
世界で1100万人以上のプレーヤーを育成する
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マネジメントと実施
Impact Beyond 2019は、ワールドラグビー、JRR 2019、JRFU、アジアラグ
ビーがマネジメントするパートナーシップになります。各戦略地域には
プロジェクトマネジメントグループが監督するチームリーダーが任命さ
れます。ワールドラグビーのリージョナル・スタッフは、プロジェクトを調
整し、プロジェクトリーダーの業務を補助します。委託事項は全地域にお
いて定められています。主な関係者：

  運営委員会は、プロジェクトを監督し、推進するための戦略的決定を
下します。各組織のシニアリーダーたちで構成されます。

  プロジェクトマネジメントグループは、プロジェクトの日常業務を管理
します。

  詳細なマスタープラン、年間事業計画および報告書に基づいて
Impact Beyond 2019プロジェクトを進めていきます。
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運営委員会 プロジェクトマネジメントグループ

Brett Gosper、 ワールドラグビー Morgan Buckley、 ワールドラグビー

Alan Gilpin、 ワールドラグビー Ridzal Saat、 ワールドラグビー

David Carrigy、 ワールドラグビー Linda Hoey、 ワールドラグビー

Noriyuki Sakamoto、 JRFU（日本ラグビーフットボール協会） Aurélie Lemouzy、ワールドラグビー

Takumi Yamamoto、  JRFU（日本ラグビーフットボール協会） Yasutaka Nagai、 JRFU 
（日本ラグビーフットボール協会）

Akira Shimazu、 JR 2019 Naofumi Yasui、 JRFU 
（日本ラグビーフットボール協会）

Ichiro Kono、 JR 2019 Makoto Nishiki、 JRFU 
（日本ラグビーフットボール協会）/JR2019

Koji Tokumasu、 アジアラグビー Yuji Honda、 JR2019

Qais Al Dhalai、 アジアラグビー Ross Mitchell、 アジアラグビー

Aga Hussein、 アジアラグビー Matt Oakley、 アジアラグビー

Ben Van Rooyen、 アジアラグビー

Steve Grainger、 RFU（イングランドラグビー協会）

運営委員会とプロジェクトマネジメントグループ
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投資
アジアにおけるラグビー競技普及のために、以下の投資を行いました

ワールドラグビー
  ワールドラグビーは、JRFU、アジアラグビー、17のアジアメンバー協会
に年間育成投資プログラムとして208万8000ポンド、競技会には50万
ポンドを支給しました。

  ワールドラグビーのアジアラグビーとメンバー協会への計画投資合
計額は、2020年までに少なくとも850万ポンドになります。

A1M（Asia 1 Million）プロジェクト
  ワールドラグビーとアジアラグビーは、2020年までにA1Mプロジェク
トにさらに53万4000ポンドを追加投資します。

アジアラグビーとメンバー協会
  17のワールドラグビー正式メンバー協会の2016年合計支出額は5351

万ポンドでした。アジアラグビーの支出は137万8000ポンドでした。

日本
  日本ラグビーと各日本政府機関とのパートナーシップは、さまざま
な国際的なラグビー普及プロジェクトへ多大な投資を行なってきま
した。JRFUは、アジアスクラムプロジェクトの一部として、JICA（ボラ
ンティア・プログラム）、JENESYS（青少年交換プログラム）、Sport for 
Tomorrow（スポーツ交換プログラム）などの機関と協力して国内的
にも国際的にもこれらのプロジェクトを組織してきました。

PASS IT BACK（パス・イット・バック）
  2015年7月から現在まで、カリキュラムの開発、実施、安全対策を支

援するためにPASS IT BACKプログラムに120万ドルが投資されまし
た。PASS IT BACKはさらに200万ドルの投資を計画しています。
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日本ラグビー
日本ラグビーフットボール協会（JRFU）は1926年に設立されました。JRFUは、関東ラグ
ビーフットボール協会（1924年に発足）と関西ラグビーフットボール協会（1925年に発
足）の合併により成立しました。

ラグビーは日本で一世紀以上にわたって人気を博しているスポーツで、日本ラグビーフ
ットボール協会（JRFU）はラグビーの基本的価値を堅持しながらラグビーの普及に努め
ています。

今後4年の間に世界の主要スポーツイベントのうち2つが日本で開催される予定で
す。2019年に開催されるラグビーワールドカップ（RWC）、そして2020年に東京で開催さ
れる夏季オリンピックでも再びラグビーセブンズが注目されます。

JRFUは、2019年以降もラグビー人気を維持するための新しい戦略計画、組織体制そし
てプログラムを発表しました。

日本でのラグビー競技普及を目指す新戦略
JRFUはラグビーの普及を大きく前進させるための新戦略計画と育成計画を最終決定し
ました。JRFUは3つの文書/計画をまとめました。

1/  JRFUミッションステートメント
2/  JRFU戦略計画
3/  JRFU普及育成戦略

JRFUミッションステートメント
ビジョン –  ビッグトライ

理念 –   Rugby: for All （Be Open：人 と々つながり、社会に役立とう – Play Globally：
世界視点で考えて、実行しよう – Keep Integrity：常に真摯であり、誠実で
いよう）

ミッション –    日本ラグビーを強化し発展させることで、人々や社会の活力になるため
に強くなる努力を続けること

コアスピリット –    ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために/「ノーサイド」の精
神/イノベーションと勤勉/多様性とチームワーク

スケジュール1： 
日本とアジアでのラグビーの知名度向上
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JRFU戦略計画
JRFU戦略計画（2016-20）の6つの柱　JRFU戦略計画

JRFU戦略計画のフォーカスエリア：

1/  ナショナルチーム（ハイパフォーマンス）

2/  普及育成

3/  大会、マーケティング、商業

4/  国際関係 + 協力

5/  組織、ガバナンス

6/  財政

JRFU普及育成戦略
戦略計画を支える普及育成戦略では、次の4つの重要な優先事項を定めています。

1/   できるだけ多くの社会セグメントにプレーする、観戦する、参加するためのアクセス
を提供する。

2/   プレーヤー、コーチ、レフリー、ボランティアのための新しい道すじとトレーニングプ
ログラムを開発する。

3/   JR 2019 OC、開催都市、トレーニングベースキャンプと協力する。

4/   さまざまな形式の試合やさまざまな利害関係者とのパートナーシップを結ぶ。

日本でのラグビー普及状況

年 男子 女子 合計

2012 114,642 4,250 118,892

2013 114,231 5,367 119,598

2014 109,896 5,327 115,223

2015 109,107 6,098 115,205

2016 112,656 10,216 122,872
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JICA

日本国際協力機構（JICA）は、開発途上国の社会経済の開
発、回復、経済安定を支援することにより、国際協力の促進と
日本経済および世界経済の健全な発展に貢献することを目
指しています。 
JICAのボランティアプログラムは1965年に発足しまし
た。JRFUは2013年からJICAと協力して、アジアの指定国でラ
グビー競技を発展させるための短期および長期のボランテ
ィアを任命し、アジアスクラムプロジェクトの一環としてグロ
ーバルに活動しています。

JENESYS

21世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS）は、日本と他
のアジア太平洋地域をつなぐ国際交流プログラムです。この
プログラムは、日本政府と外務省が推進しています。

2017年3月、JRFUは200人の子供たちにラグビーを紹介する
初めての文化交流プログラムを組織しました。このプログラ
ムには10ヵ国の東南アジア諸国と東チモールから250人を
超える参加者がありました。このイベントは日本国際協力セ
ンター（JICE）が開催し、2017年3月14日から22日まで地方自
治体ラグビー協会、JRFUおよび静岡市の支援を受けて開催
されました。  

エージェント
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Sport For
Tomorrow

Sport for Tomorrowプログラムは、2014年から2020年の
オリンピックまでの7年間、100ヵ国の1,000万人以上を対象
にスポーツを推進しようという日本政府のイニシアチブで
す。Sport For Tomorrowの3つの主な柱：

• スポーツを通じた国際協力と交流

• 未来のスポーツリーダーたちのためのアカデミー

• Play True 2020

その目的は、スポーツを通して開発途上国と協力することに
あります。日本は、コーチの派遣、設備の提供、スポーツ環境
の充実などの活動を通じ、世界のスポーツ活動への貢献を
継続していきます。

この柱は、既存のリソースを戦略的かつ最も有効に活用して国
際協力と交流プログラムをさらに進めることを目指しています。

JRFUは日本スポーツ振興センター（JSC）と外務省と共に、こ
のSports for Tomorrowイニシアチブを通じてアジアと世界
のラグビープログラムの支援・実施のため、短期ボランティ
アを派遣しています。

チャイルド・ 
ファンド・

ジャパン / Pass
It Back

ワールドラグビーは、チャイルド・ファンド・オーストラリ
ア、Women Win、アジアラグビーが立ち上げたPass It Back
プログラムのパートナーです。

Get Into Rugbyが後援するPass It Backは、育成プログラム
のスポーツのひとつとしてラグビーを選択しています。

Pass It Backは、カンボジア、ラオス、ベトナム、フィリピンでの
プログラムの拡充を目指しており、チャイルド・ファンド・ジャ
パン事務所はその支援として資金調達を模索する予定です。

これは、アジアでの競技やコミュニティの育成を目的として
日本のリソースを活用するもうひとつのプログラムです。
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アジアラグビー
アジアラグビーはワールドラグビーのリ
ージョナルアソシエーションで、国際試合
を管理・運営する団体です。アジアラグビ
ーのメンバーは各国のラグビー団体（協
会）です。アジアラグビーの主な役割：

  地域全体の域内ラグビー組織に対し強
力なガバナンスを発揮する。

  各国のチームがエリート世界大会への
道筋を開拓できるように、メンバー協
会に適切な国際大会への参加機会を
提供する。

  青少年、健康、福祉、そして人生の成功
にフォーカスしてメンバー協会による
ラグビー競技の普及をインスパイアし
アシストする。

アジアラグビーは、元々はアジアラグビー
フットボール協会（ARFU）という呼称で
1968年に設立され、現在では大陸全体
に30のメンバー協会を擁する団体となっ
ています。過去10年間で競技会の数とメ
ンバー協会の参加数は大幅に増加しまし
た。今では毎年30以上のラグビーイベン
トが開催されています。

私たち「ラグビーのスピリットでアジアを
結ぶ」という新たなビジョンの下、2017年
から2020年にかけて新しい戦略計画を発
表しました。新しい戦略計画では、青少年
と女性にラグビーを普及させることに努
めることを決定しました。 

男子15チームが参加するアジアラグビー

選手権（ARC）は、1969年にアジアラグビ
ーフットボールトーナメント（ARFT）とし
て始まり、当時は世界で最も古い国際ラ
グビートーナメントのひとつでもありまし
た。非常にリスペクトされている画期的な
アジアラグビーセブンズシリーズ（ARSS）
は、3回戦トーナメント方式で、地域を代
表する8つの男子チームと女子チームが
参加します。ARSSは、昇進と降格を組み込
んだアジアラグビーセブンズトロフィーシ
リーズが後援しています。さらに、アジア
ラグビーは男性プレーヤーと女性プレー
ヤーの年齢別カテゴリーで競います。

アジアには世界の若者の60%が居住し
ています。2016年、アジアラグビーのメン
バー協会はワールドラグビーの競技人
口の6%を締めています（850万人のうち
562,235人）。今後4年間で世界の主要ス
ポーツイベントのうち2つがアジアで開催
される予定です。2019年に日本で開催さ
れるラグビーワールドカップ（RWC）、そし
て2020年に東京で開催される夏季オリン
ピックでも再びラグビーセブンズが注目
されます。

初めてアジアで開催されるRWCをサポ
ートするにあたって、アジアラグビーは
ワールドラグビーと協力して、RWC 2019 
Impact Beyondプログラムの一環として新
たに100万人の選手を育成しラグビー人
口を増やす意欲的な計画に着手しました。
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A1M（Asia 1 Million）

A1M（Asia 1 Million）プロジェクトは、ラ
グビー人口と地域参加の増加というアジ
アラグビーの戦略計画目標を達成する
ために立ち上げられました。全体的な目
標は、2016年から2020年にかけて毎年
25万人の新規プレーヤーに競技を紹介
し、Get Into Rugbyプログラムを活用して
RWC 2019までに新規プレーヤー100万
人を育成することです。目標は毎年育成す
る新規プレーヤーのうち50%を女性にす
ることです。
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アジアラグビーはメンバー協会とワールドラグビーと協力して以下のプロジェクトを指
定しました

スケジュール2： 
アジアラグビー普及育成プロジェクト

協会

プロジェ
クト 
の 
数

サマリーの詳細

中国 3
さまざまな都市/地方でラグビープロモーションウィークを実施する
さまざまな都市/地方でラグビートレーニングキャンプを実施する
さまざまな都市/地方でラグビー夏期キャンプを実施する

グアム 3

年齢別カテゴリに分けたフェスティバルや大会を開催・推進する
協会のソーシャルメディア/デジタルメディア・コミュニケーションツ
ールを開発する
協会の運営とガバナンスを強化する

香港 3
2年に1度香港でセブンズマッチを行う
ミニラグビーから香港ナショナルチームへの明確な道すじを立てる
コミュニティラグビーのメディア放送への露出を高める

インド 3

メトロ都市でスクール対抗トーナメントを開始する
ラグビーというスポーツを「その他のスポーツ」カテゴリから 

「一般スポーツ」カテゴリにアップグレードし、政府と継続的に連携する
プロモーション映像のシリーズを制作する

韓国 3

すべての競技レベルで参加者を増加させ持続させる
他の協会とのパートナーシップを発展させてアジアにラグビーを
普及させる
運営戦略と放送戦略の観点からより強力な協会を組織する

マレーシア 3

ラグビーの授業のない学校にラグビーを導入し、トレーニングを受
けたコーチの数を増やして育成する（ナショナルラグビー育成プロ
ジェクト）
既存のラグビースクール - 既存のラグビースクールを育成・指導し、
トレーニングを受けたコーチと教師（NDRP）の数を増やす
新しい高等教育機関を導入、育成、指導する 
既存の第三機関を開発する
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パキスタン 3

持続的な競技参加を促す道すじを立てる
ソーシャルメディア/デジタルメディア・プラットフォームを通じて認
知度を高める
男女ともに競技参加を推進する：「殻を破る」

フィリピン 1 10のPRFU正式メンバークラブを育成する

シンガ 
ポール

2 持続的な競技参加を促す道すじを立てる
女子チームを育成する

スリランカ 3 新しい学校にラグビーの授業を導入し、全国学校スポーツ大会に
参加させる
軍人、前ラグビープレーヤー、スポーツ省のスポーツ担当職員を活
用して、地方協会傘下のラグビーチームを全国スポーツ大会に参
加させる
ラグビーをプレーするためのさらなる基盤を提供するためのイン
フラを開発する

タイ 3 地域に協会を設立して普及育成プログラムを改善し、競技参加者
数を増やす
タイのラグビー協会のホームを指定する（事務所とスタジアム）
学校のカリキュラムとして公式にラグビー含める

アラブ
首長国
連邦

3 Emirati男子&女子アラブPEティーチャー&レフリーを増やす/リクル
ートする
女性の参加者を増やす
Impact Beyondをブランド付けして広く使用する

小計 33のプロジェクト
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協会 プロジェク
トの数 サマリーの詳細

アジア
ラグビー 5

中央アジア地域のラグビー普及育成責任者を任命する
南&東南アジア地域のラグビー普及育成責任者を任命する
レフリー育成オフィサーを任命する
アジアのプレーヤーが脳卒中や脊髄損傷の影響を受けやすいかど
うかを確認するために、アジア全域で傷害監査を実施する
アジア全域の脳震盪理解調査を実施する

台湾 2
クラブを通じて競技を普及させ、大学のカリキュラムに加える
More Get Intoラグビーフェスティバルやトーナメントへの参加者
数を増やす

フィリピン 2

ラグビーを教育省のPalarong Pambansa（全国学校トーナメント）
の公式スポーツに加える
放送ネットワークとパートナーシップを結び、国内のラグビーに対
する認知度を高め推進する

ウズベキ 
スタン 2

ウズベキスタン全土に地域ラグビー連盟の事務所を開く
さらに多くの国際ラグビートーナメントを開催する

ラオス 1 Pass It Backプログラムを実施する

小計 12のプロジェクト
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協会 プロジェク
トの数 サマリーの詳細

インド 
ネシア 3

青少年向けのフェスティバルの数を増やす
認知度を高める
国家レベルでラグビーボランティアの数を増やす

ブルネイ 3
学校でのラグビー授業を増やす
認知度を高める持続的なラグビー人気への道すじを立てる

キルギ 
スタン 2

GIRフェスティバルを組織する
協会のマネジメント体制を改善する

マカオ 3
参加者を増やす
認知度を高める
地域のプレーヤー参加を増やす

モンゴル 3
インフラストラクチャを整備する
プレーヤーの数を増やす
ラグビーを中等学校のPEカリキュラムとして復活させる

ネパール 1
女性とマイノリティーグループのラグビー競技への参加を促す
ラグビープレーヤーと観戦者の数を増やす
放送への露出を高めて認知度を高める

シリア 1 ラグビー普及育成プログラム

小計 18のプロジェクト

総計 63のプロジェクト
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スケジュール3： 
アジアのマップ - 5つのサブ地域
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