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このあとに続くページに記載しているのは、２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会を開催すると
いう東京の夢の青写真である。

前回の２０１６年大会招致のために行った様々な活動が、この計画づくりの出発点である。２０１６年大会の
招致以降、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）など各方面から貴重なご意見をいただいた。私たちの取組の方
向性は極めてシンプルである。

すなわち、２０１６年大会の招致計画の良い部分はそのまま残し、更なる改善をするというものである。

私たちは、ロンドンで開催された素晴らしい大会に触発されている。

近代的な国際都市における大会のあり方や、優れた財産を惜しみなく用いて、この先進的かつ象徴的な
都市が、いかに新たな基準を打ち立てながら競技と祭典を開催するのかを目の当たりにした。東京は、文
化、財政、組織力など極めて多くの強みを持つ都市であり、私たちはこれらを余すところなく活用したいと
いう思いを一層強くしている。

招致に向けたスローガン“Discover Tomorrow”‒ 未来（あした）をつかもう ‒ は東京のビジョンを明
快に表している。短い言葉であるが、その意味は深い。

“Discover”は、最高のオリンピック・パラリンピック競技大会を開催する原動力となる人々の交流と友
情の精神を表現している。オリンピックの持つ理念は開催都市と人々の生活を向上させる。他方、開催都市
の人々やその文化がオリンピック・ムーブメントを一層盛り上げ豊かにする。

“Tomorrow”とはまさに未来に他ならない。

東京はビジネス、ファッション、イノベーション、テクノロジーといった分野において世界で最も先進的な都
市であり、世界中の人々の生活や人生観に多大な影響を与えている。

２０２０年、私たちはこれらの類まれな財産のすべてを活用し、スポーツの発展に貢献したい。

２０２０年東京大会は、力強い創造性をもって世界の人々を刺激する大会となる。

私たちは大会が持つ力と、日本人ならではの価値観、世界的な潮流を生み出す都市のもつ興奮とを結び
つける。２０２０年東京大会は、次世代のために、オリンピック・パラリンピックに新たな価値をもたらし強化
する比類のない祭典となる。

そして、大会を通じて世界中のより多くの若者が夢と希望、そしてスポーツの恩恵を分かち合えるよう貢
献する。

In the following pages, you will find the blueprint for Tokyo’s dream to stage the Olympic and 
Paralympic Games in 2020.

The starting point for these plans was the work done for the previous bid, for the 2016 Games. Since 
then, we have received valuable feedback from the International Olympic Committee (IOC) and 
elsewhere.

And we have adopted a simple approach: to keep the best from the 2016 plan, and improve the rest. 

All of those involved in the Tokyo 2020 bid have also taken inspiration from the wonderful Games 
staged in London. 

We witnessed how a modern global city can embrace the Games and, using all the incredible 
assets of such a developed and iconic city, deliver sport and celebration that set new benchmarks. 
Our ambition – to use all of Tokyo’s strengths, including cultural, financial and organisational ones, 
to name just a few – has been reinforced. 

Our bid slogan – Discover Tomorrow – summarises our vision. It is short, but its meaning runs deep.

Discover captures the spirit of exchange and friendship that fuels the best Olympic and Paralympic 
Games. Games when the Olympic values enhance the life of the Host City and its people; and those 
people – and their own culture and customs – in turn enhance and enrich the Olympic Movement.

Tomorrow is quite simply the future.

Tokyo is the world’s most forward-looking city – in business and fashion as well as innovation and 
technology : a city that helps to shape how the entire world lives.

In 2020, we want to use all these unique assets to benefit sport.

Tokyo 2020 will bring together dynamic innovation and global inspiration.

It will unite the power of the Games with the unique values of the Japanese people and the 
excitement of a city that sets global trends. It will be a unique celebration that will help reinforce 
and renew the Olympic Values for the new generation.

And it will contribute to more young people, worldwide, sharing the dreams, hopes and benefits of 
sport.

J_intro_1225.indd   5-6 12.12.25   10:58:23 PM



国際オリンピック委員会会長
ジャック・ロゲ伯爵

拝啓

スポーツを通じて平和でよりよい世界の実現に貢献する、というオリンピズム
の普及とその体現に力を尽くされている貴殿をはじめ国際オリンピック委員会
（IOC）の皆様方に深い敬意を表します。

ロンドンオリンピックで目の当たりにしたアスリートたちが繰り出す筋肉の躍動
感は、まさに芸術です。スポーツには、人に夢や希望、感動を与え、人々を結
びつける無限の力があります。

私たちは、「東京マラソン」をワールドマラソンメジャーズの一つに育てあげ
ました。私自身も今回、初挑戦し、初完走してその感動を自ら味わいました。毎
年３万５千人あまりのランナーが集うこのマラソンに象徴されるように、私たちは
スポーツを熱烈に愛し、そしてスポーツの力を誰よりも信じています。

東日本大震災を経験した我が国は、国民が一つになれる夢を必要としていま
す。夢は力を生み、力は未来をつくります。東京でオリンピックを開催できるな
らば、復興した日本を全世界に示し、世界中から寄せられた友情や励ましへの何
よりもの返礼となり、ひいては、それが世界の勇気になると確信しています。

東京は、世界的に見ても輸送網や宿泊施設などの既存インフラが充実してお
り、多彩な食文化を楽しむことができ、夜でも一人で安心して出歩ける治安も誇っ
ています。日本人が育んできたもてなしの精神は、東京を訪れる方々に心地よ
い滞在を提供します。東京で大会を開催することとなれば、東京という都市の魅力を十分体感いただけるものと確信しております。

私は、東京が２０２０年のオリンピック・パラリンピック競技大会の開催地としての栄誉を受けることを立候補都市の知事として心より願っており、
それが叶った折には、大会を成功に導く万全の手立てを講じてまいります。

東京が提案するコンパクトな大会運営は、アスリートにとって最高の舞台となることを、自信を持って申し上げます。大会に必要な財源は、既に
確保しています。世界で最も先進的で安全な都市の一つである東京の中心で、卓越した大会運営とアスリートがしのぎを削ることで得られる興奮が
一体となったダイナミックなスポーツの祭典が開催できるという強い確信と、オリンピックの価値を提供し、オリンピック・ムーブメントを広めたいと
いう力強い決意こそが、私たちが東京で開催を目指す動機であります。

この立候補ファイルには、オリンピック・パラリンピック競技大会を東京で成功させたいという私たちの夢と決意が溢れんばかりに詰まっており、
こうしてお届けできることを、私は何よりも嬉しく思っています。

貴殿をはじめ、国際オリンピック委員会の皆様方のご支援を賜りたく、心からお願い申し上げます。

敬具

東京都知事
猪瀬　直樹

J_intro_1225.indd   7-8 12.12.25   10:58:24 PM



国際オリンピック委員会会長
ジャック・ロゲ伯爵

拝啓

日本におけるオリンピック・ムーブメントを代表して、ここに、２０２０年に開催さ
れるオリンピック・パラリンピック競技大会に向けた東京の立候補ファイルをお届
けできることを、大変嬉しく、かつ、心より誇りに思います。

いつの時代も我々日本国民は、人々を勇気づけ、国を、そして世界をひとつに
するスポーツの力を信じてきました。昨年の震災以降、東北の人々が復興に向け
て取り組むなかで、私たちは、その力を今まで以上に強く実感しています。

私たちは、世界中の人々から様々な支援をいただきました。彼らからのメッセー
ジは、私たち、とりわけ被災地の多くの子供たちに、明日に向けて新たな一歩を踏
み出す力と勇気を与えてくれました。私たちは、東京でオリンピックとパラリン
ピックを開催することを、世界の方々から受けている支援への感謝の気持ちを伝
えられる機会としたいのです。

また、私たちの祖国日本は、伝統文化を大切にしながら発展を続けており、
“Discover Tomorrow”という国際スローガンのもとに東京で開催する大会は、
日本独自の伝統と現代的文化を世界中の方々へとお伝えする絶好のチャンスで
あるとも考えています。

私は、卓越、尊敬、友情というオリンピズムの本質が文化として深く根付き、国
民がオリンピック・ムーブメントに共感するこの日本であればこそ、世界中の人々
に夢と希望を与えてくれる平和の祭典というオリンピックの価値を、次世代を担う世界の若者たちへと継承するとともに、オリンピックの将来像へのイ
ンスピレーションを世界へ発信することができる躍動的な競技大会になると確信しております。

私自身、ＩＯＣ委員として、オリンピック・ムーブメントや国際スポーツ界をも影響を受けるような急速な社会の変化を実感しており、この東京でなら世
界が求めているオリンピックとは何かを真剣に追求して、将来のモデルケースになりうる競技大会を実現することができると信じてやみません。

日本オリンピック委員会（JOC）は、100年以上にわたり、オリンピック・ムーブメントへの貢献を最大の目標として、今日まで活動してまいりました。
私たちは、オリンピック憲章に対する忠誠を誓い、人間の尊厳を大切に守り、スポーツの普遍性を尊重し、オリンピックの価値を高めるための努力を惜
しむことなく、そして平和な社会が実現するために全力を注ぐことを約束します。

敬具

公益財団法人日本オリンピック委員会会長
竹田　恆和
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第1巻導入

未来を切りひらき、世界を魅了する

東京は、世界中の人々が未来を探しに来る都市である。継続的で革
新的な文化とダイナミックな若い世代を原動力として、東京は世界的
な潮流を作り出す都市としての名声を獲得し、その実績を残してきて
いる。近代的な生活と伝統的価値への敬意が入り混じる独特の文化
は、近年の多くの世界的な芸術家、企業家、発明家を魅了し、インスピ
レーションを与えてきた。

東京が２０２０年オリンピック・パラリンピック大会の開催都市となる
栄誉を得ることができれば、世界に名高い革新性と伝統的価値が結集
され、世界有数の活気あふれる都市の中心で感動的な祝祭が催され
ることになる。３，５００万人もの人口を抱え、ビジネスや金融、文化やエ
ンターテイメント、コミュニケーションやメディアの世界的な要である
真の国際都市において、スポーツとオリンピズムはその舞台の主役と
なるであろう。

急速な変化を続ける世界において、東京が持つ革新的な文化は、ス
ポーツやオリンピズムの影響力の維持・強化に長期的な貢献をもたら
すことになる。日本人の時代を超えた価値観は、卓越・友情・尊敬とい
うオリンピックの価値と共通するものであり、それを世界中の若い世
代の間で育成するという点で東京大会を特徴づけ、また下支えするで
あろう。

２０２０年東京大会は、卓越性と熱気にあふれたものになる。オリン
ピック・パラリンピック競技に対する幅広い知識を持つ観客は情熱的
な応援を送り、選手や関係者、オリンピック・ファミリーは忘れることの
ない満足度の高い経験を得ることになる。全ての会場、全ての競技に
おいて、ファンは友好的な歓声を送り、真のオリンピズム精神を持つ
アスリートたちを応援するであろう。

２０２０年東京大会のあらゆる場面において、その中心となるのは選
手である。選手村を会場配置計画の中心に置くことに始まり、大会計
画のあらゆる面で選手のニーズを最優先で考慮して実現させている。
選手やサポーターは、「おもてなし」に代表される日本特有の文化に触
れることになる。この独特な伝統文化により、全ての訪問者はかつて
ないほどの歓迎を受けるに違いない。東京はまた、世界トップクラスの
ショッピングや食文化など、豊かな文化的魅力も持っている。

日本は主要なスポーツイベントの開催地として数十年にわたる実績
を持つ。また高度に発達したインフラは世界有数の安全性と効率性を
誇り、２０２０年東京大会の成功を支えることになる。東京では全てが
うまく機能するのである。また、同様に重要な事項として記すべきは、
大会に関する予算が保証されていることである。更に、東京都は大会
の準備金として４５億米ドルをすでに確保している。

２０２０年東京大会のコンセプトは、長期的な都市戦略を後押しし、
一層加速させるため、東京都や国との綿密な協議を重ねて作られた。
都民や国民は、再生する東京ベイエリアを中心に新しく整備される緑
の空間やスポーツ・教育施設などによる大きな恩恵を受けることにな
る。

１９６４年大会が日本国内及び世界中に力強い感銘を与えてから約
５０年が経過した。世界の最先端をいくこの都市は、オリンピックに更
なる価値をもたらし強化する新たな基盤を世界規模で作り出すことに
なる。２０２０年東京大会は、急速に変化する新しい世界に生きる若い
世代をスポーツやオリンピックに結び付け、次世代への長期にわたる
資産を創造することになる。
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