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Dear colleagues,

Happy New Year!
We are sending you Vol.19 of Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP, our first email
newsletter of 2022. Please look forward to receiving more issues of this newsletter over this year
to learn more about the attractions of Tokyo and our policies.
This year, the Tokyo Metropolitan Government will be promoting initiatives under the keyword
of “light” to carve a new future. While our efforts may not approach the speed of light, we will
push ahead at high speed throughout this year.
Today’s contents:
(1) Tokyo 2020 Games Legacy
①TOKYO 2020: Memories Leading to the Future
②TOKYO Sports Legacy Vision
③Hydrogen fuel-cell bus press tour “Sense the today and future of Tokyo as a city with
leading environmental policies” (held Dec. 16)
④PR video on sightseeing spots along the Tokyo 2020 Paralympic Marathon Course
“EXCITEMENT TOKYO CAMPAIGN”
(2) Introduction of initiatives to realize Global Financial City: Tokyo
①Tokyo-London Green Finance Seminar 2021 (held Dec. 10)
②CNN article “The Global Financial City of the Future” from the Sustainable Recovery:
Defining the Future of Tokyo series
(3) Introduction of Global Financial City: Tokyo in TOKYO UPDATES

(1)Tokyo 2020 Games Legacy
Continuing on with our previous issue’s feature, we wish to introduce our initiatives concerning the
Tokyo 2020 Games legacy.
① TOKYO 2020: Memories Leading to the Future
We looked back at what we gained from the Tokyo 2020 Games and in order to share our thoughts on
How to connect this to the future, we compiled the legacy of the Games in this “TOKYO 2020: Memories
Leading to the Future.” It introduces our key initiatives and outcomes, such as realizing a safe and
secure Games and our path to a sustainable society. We hope you will find it informative.

② TOKYO Sports Legacy Vision

The Tokyo Metropolitan Government has published “TOKYO Sports Legacy Vision,” which presents how the
accomplishments of the Tokyo 2020 Games, delivered in the summer of 2021, will be leveraged in the
promotion and establishment of sports in the city. The TMG will take every opportunity to have the
accomplishments of the Games lead to the realization of Tokyo as a sports field.
Again many thanks for your warm support toward the Tokyo Games, and we look forward to further dialogue
with you on a wide range of subjects.

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/eng/taikaijyunbi/torikumi/sports_legacy/index.html

③ Hydrogen fuel-cell bus press tour “Sense the today and future of Tokyo as a city with
leading environmental policies” (held Dec. 16)
Hydrogen energy was used in various situations during the Tokyo 2020 Games, such as the use of hydrogen
to fuel the Games’ torches and flame cauldron. On December 16, the Tokyo Metropolitan Government held
a press tour in which members of the press rode in a fuel cell bus (hydrogen bus) for a tour around the
Olympic and Paralympic Village district, which is advancing pioneering efforts to introduce hydrogen to power
the town and other initiatives as a model of an advanced environmental city.

Arab News Japan is carrying an article written by a tour participant. Please enjoy.
“Hydrogen will fuel more than 300 of Tokyo’s public buses by 2030” (external link)

Please also take a look at this article in TOKYO UPDATES concerning initiatives such as biomass power
generation using sludge, which are taken to reduce greenhouse gas emissions at the Morigasaki Water
Reclamation Center, one of the sites visited during the tour.
“Contributing to CO2 Reductions by Turning Sewage Sludge Into Green Energy”

④ PR video on sightseeing spots along the Tokyo 2020 Paralympic Marathon Course
“EXCITEMENT TOKYO CAMPAIGN”
On December 12th, the Tokyo Metropolitan Government held an event using digital technology for a virtual
reality reproduction of the Tokyo 2020 Paralympic Marathon Course. Participants, including those from
countries overseas, ran on running machines or cycled on bike trainers to have their avatars race through the
virtual route.
The EXCITEMENT TOKYO website is showing a Tokyo tourism PR video using this Tokyo 2020 Paralympic
marathon course as a legacy of the Tokyo 2020 Games. Please enjoy.

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/excitementtokyo-campaign/english.html

(2) Introduction of initiatives to realize Global Financial City: Tokyo
In November last year, the Tokyo Metropolitan Government formulated the “Global Financial City: Tokyo”
Vision 2.0 to appropriately respond to the huge changes in the global financial environment and establish
Tokyo’s presence as an international financial center. In this issue, we wish to introduce the initiatives taken
by Tokyo to approach this goal.

① Tokyo-London Green Finance Seminar 2021 (held Dec. 10)
The Tokyo-London Green Finance Seminar was held on December 10 under the joint organization of
the Tokyo Metropolitan Government and the British Embassy in Japan. This was the fourth time for this
seminar to be held. Following the opening remarks by British Ambassador Julia Longbottom, there was
a keynote speech by Lord Mayor Vincent Keaveny of the City of London, and talks and a roundtable
discussion by those involved in green finance in Japan and abroad.
You can view the proceedings of this seminar at the following link.
https://www.youtube.com/watch?v=D7xQ0crCGlg

② CNN article “The Global Financial City of the Future” from the Sustainable Recovery:
Defining the Future of Tokyo series
The financial measures Tokyo is taking to achieve “Global Financial City: Tokyo” are introduced in the
following CNN article.
CNN article: “The Global Financial City of the Future” from the Sustainable Recovery: Defining the Future
of Tokyo (external link)

(3) Introduction of Global Financial City: Tokyo in TOKYO UPDATES
Expectations for Tokyo as a Global Financial City, and the Future of ESG Investment
We introduce an article in which Fujino Hideto, Representative Director, Chairman, President & CEO, and
Chief Investment Officer (CIO) of Rheos Capital Works Inc., a leader in Japanese equity investment, speaks
about the keys to Tokyo’s growth as a leading global financial city.
If you haven’t already, be sure to register here for the Tokyo UPDATES email newsletter.

Please check out the social media accounts managed by TMG.
（The TMG International PR Team）Twitter，Facebook，YouTube，Instagram
（TOKYO UPDATES）Twitter，Facebook，Instagram
You can view previous issues of Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP here.
International Affairs Division
Office of the Governor for Policy Planning, Tokyo Metropolitan Government
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/
This mail is sent to colleagues who have exchanged contact details with us in the past.
If you do not wish to receive this newsletter, please inform us by email.
If you would like to have it sent to another email address, or would like to add another email address,
please also inform us by email.
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UP をお読みいただいている皆様

新年あけましておめでとうございます！
2022 年最初の email newsletter, Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP 第 19 号をお
送りします。今年も引き続き、当メルマガで東京の魅力や都の先進的な施策をご紹介いたしま
すので、楽しみにしていてください。
東京都は、今年、「光」をキーワードに、新たな未来を切り拓く取組を推進します。「光」
の如く、ハイスピードで突き進んで、この１年間を駆け抜けて参ります。

Today’s contents:
（1） 東京 2020 大会のレガシー
①「未来へつなぐ TOKYO 2020 の記憶」
②「TOKYO スポーツレガシービジョン」
③環境先進都市東京の今と未来を実感！燃料電池バスで巡るプレスツアー（12/16）を実
施
④東京 2020 パラリンピックマラソンコース観光 PR 動画「EXCITEMENT TOKYO
CAMPAIGN」
（2） 「国際金融都市・東京」の実現に向けた取組の紹介
① 「東京‐ロンドン グリーンファイナンスセミナー2021」 (12/10)を開催
② CNN 掲載記事「 “The Global Financial City of the Future” from the Sustainable
Recovery: Defining the Future of Tokyo series」
（3） TOKYO UPDATES より「国際金融都市・東京」に関する記事紹介
（1）東京 2020 大会のレガシー
前号の特集に引き続き、東京 2020 大会のレガシーに関する取組等をご紹介いたします。
① 「未来へつなぐ TOKYO

2020 の記憶」

東京都は、東京 2020 大会が私たちに何をもたらしたのかを振り返り、そしてそれを未来へと
つないでいく思いを皆様と共有するため、大会のレガシーを「未来へつなぐ TOKYO2020 の記憶」
としてまとめました。「安全・安心な大会の実現」や「サステナブル社会への道筋」等につい
て、主な取組と成果を紹介していますので、ぜひご一読ください。
② 「TOKYO スポーツレガシービジョン」
東京都は、大会の成果が実感せれる今、それを今後スポーツの振興に活かし、都市の中で根付
かせていくか、その姿を示すため「TOKYO スポーツレガシービジョン」をとりまとめました。
東京都は、気を逃さず、大会で得た成果をスポーツフィールド東京の実現につなげていきま
す。
東京での大会開催への温かいサポートに改めて感謝いたします。引き続き様々な分野で対話を

重ねていくことを楽しみにしています。
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/eng/taikaijyunbi/torikumi/sports_legacy/inde
x.html
③ 環境先進都市東京の今と未来を実感！燃料電池バスで巡るプレスツアー（12/16）を実施
東京 2020 大会では、聖火台・聖火リレートーチに燃料として初めて水素を使用するなど、水
素エネルギーを様々な場面で利用しました。
東京都は、去る 12 月 16 日に、水素をまちのエネルギーとして先進的に導入するなど、環境先
進都市モデルの取組を推進する選手村地区等を燃料電池バス（水素バス）で巡るプレスツアーを
実施しました。
当日のツアーに参加いただいた方の記事が、アラブニュースジャパンに紹介されましたので、
ご一読ください。
ARAB NEWS JAPAN 記事：「Hydrogen will fuel more than 300 of Tokyo’s public buses by
2030」（外部サイト）
また、当日のツアーの見学先の一つである「森ヶ崎再生センター」についても、汚泥を活用し
たバイオマス発電をはじめとした温室効果ガス削減の取組について取り上げた記事を TOKYO
UPDATES に掲載していますのであわせてご覧ください。
Contributing to CO2 Reductions by Turning Sewage Sludge Into Green Energy
④ 東京 2020 パラリンピックマラソンコース観光 PR 動画「EXCITEMENT TOKYO CAMPAIGN」
東京都は、デジタル技術を活用して東京 2020 パラリンピックマラソンコースを VR 空間で再現
したレース（ライド・ラン）を 12 月 12 日に開催しました。これは参加者のランニングマシンで
の走りや、バイクトレーナーを漕ぐ動きをアバターに投影させ、VR 空間内で競争するレースで、
多くの国々からも参加いただきました。
「EXCITEMENT TOKYO」サイトでは、東京 2020 大会のレガシーとして、この東京 2020 パラリン
ピックマラソンコースを活用した東京の観光 PR 動画を掲載しています。あわせてお楽しみくだ
さい。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/excitementtokyocampaign/english.html

(2) 「国際金融都市・東京」の実現に向けた取組の紹介
東京都は、昨年 11 月に国際金融を取り巻く大きな環境変化に的確に対応し、国際金融都市として
の東京の地位を確立していくため、「『国際金融都市・東京』構想 2.0」を策定しました。今月号で
は、金融都市に向けた都の取組をご紹介いたします。
① 「東京‐ロンドン グリーンファイナンスセミナー2021」 (12/10)を開催
東京都と駐日英国大使館の共催により、12 月 10 日に「東京-ロンドングリーンファイナンス
セミナー2021」を開催しました。今回で 4 回目を迎える本セミナーでは、駐日英国大使ジュリア・
ロングボトム氏による開会挨拶で始まり、シティ・オブ・ロンドン ロード・メイヤーのヴィンセ
ント・キーヴェニー氏による基調講演や、国内外のグリーンファイナンス関係者による対談・ラウ
ンドテーブルを実施しました。
「東京‐ロンドン グリーンファイナンスセミナー2021」の様子は以下のリンクから視聴できま

す。
https://www.youtube.com/watch?v=D7xQ0crCGlg
② CNN 掲載記事「“The Global Financial City of the Future” from the Sustainable
Recovery: Defining the Future of Tokyo series」
ニュースサイト CNN に、国際金融都市・東京の実現に向けた東京都の金融施策等が紹介されま
した。ぜひご覧ください。
CNN 掲載記事“The Global Financial City of the Future” from the Sustainable Recovery:
Defining the Future of Tokyo (外部サイト)

（3）TOKYO

UPDATES より「国際金融都市・東京」に関する記事紹介

世界をリードする金融都市としての東京の成長の秘訣について、日本の株式投資を牽引するレオ
ス・キャピタル・ワークスの代表取締役会長兼社長・CIO の藤野英人氏が語った記事を紹介します。
Expectations for Tokyo as a Global Financial City, and the Future of ESG Investment
また、TOKYO

UPDATES のメールマガジンの登録もお待ちしています。こちらから登録お願いしま

す。

東京都の各種 SNS もぜひご覧ください。
（海外広報担当）Twitter，Facebook，YouTube，Instagram
（TOKYO UPDATES）Twitter，Facebook，Instagram

Tokyo Metropolitan Government WHAT’S UP のバックナンバーはこちらでご覧ください。
東京都政策企画局外務部
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/
このメールは、連絡先を交換させていただいた方々へお送りしております。
今後、メールの送付を希望されない方はお手数ですが、返信メールにてご連絡ください。
送付先の追加をご希望の場合も、返信をお願いいたします。

