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もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

取取取取りりりり下下下下げにげにげにげに5700万万万万円円円円 再公募再公募再公募再公募にもほぼにもほぼにもほぼにもほぼ同額同額同額同額

デザイナーの佐野研二郎氏が制作し、使用の取りやめが決まった2020年東京

五輪・パラリンピックのエンブレムについて、大会組織委員会は、そのエンブレ

ムに関する国際商標調査や商標登録申請などの経費が、約5700万円だった

ことを明らかにした。空費した費用はすべて組織委員会が負担した。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

紙袋紙袋紙袋紙袋やややや名刺、一名刺、一名刺、一名刺、一転転転転使使使使いませんいませんいませんいません 舛添都知事舛添都知事舛添都知事舛添都知事

「お蔵入り」が決まったエンブレム入りの紙袋

エンブレム入りの手提げ紙袋や名刺を暫定的に活用すると言っていた東京都

の舛添要一知事は、定例会見で「使用を中止する」と述べた。大会組織委員

会と協議して決めたという。

遠藤五輪相「皆遠藤五輪相「皆遠藤五輪相「皆遠藤五輪相「皆さんにさんにさんにさんに心心心心からおわびからおわびからおわびからおわび」」」」

閣議のため首相官邸に入る遠藤利明五輪相＝9月4日午前8時10分、飯塚晋一撮影

2015年年年年9月月月月4日日日日(金金金金)

2015年年年年9月月月月4日日日日(金金金金)

2015年年年年9月月月月4日日日日(金金金金)

デザイナーの佐野研二郎氏が制作した2020年東京五輪・パラリンピックのエンブレムについて、大会組織委員

会は使用を中止して取り下げることを決めた。

新聞宅配申新聞宅配申新聞宅配申新聞宅配申しししし込込込込みみみみ デジタルデジタルデジタルデジタル申申申申しししし込込込込みみみみ

ヤヤヤヤ 0 - 4 広広広広 終了 De 6 - 5 巨巨巨巨 終了

中中中中 2 - 8 神神神神 終了 ロロロロ 0 - 6 西西西西 終了

オオオオ 0 - 7 日日日日 終了 ソソソソ 7 - 0 楽楽楽楽 終了

P R 注目情報注目情報注目情報注目情報

あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお家、今家、今家、今家、今いくらいくらいくらいくら？？？？

約60秒簡単入力⇒不動産無料査定で

概算価格をチェック！＜ノムコム＞

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞スポーツスポーツスポーツスポーツTwitter

朝日新聞高校野球朝日新聞高校野球朝日新聞高校野球朝日新聞高校野球Twitter

【【【【画画画画像有像有像有像有りりりり】我】我】我】我がががが子子子子のおバかわのおバかわのおバかわのおバかわ写写写写真真真真館！館！館！館！

子育ての日常の、クスッと笑える1コマ

高橋由美子高橋由美子高橋由美子高橋由美子さんのさんのさんのさんの旅旅旅旅のののの最大最大最大最大のののの目的目的目的目的とはとはとはとは？？？？

人生と一緒で、旅も行き当たりばったり

世界三大高級時計世界三大高級時計世界三大高級時計世界三大高級時計といえばといえばといえばといえば…３３３３つのつのつのつの

ファッション誌編集部が語るその魅力は

テリーテリーテリーテリー伊藤伊藤伊藤伊藤がががが日本一好日本一好日本一好日本一好きなきなきなきな温温温温泉宿泉宿泉宿泉宿はははは？？？？

温泉・お風呂・銭湯・入浴情報が満載！

週替週替週替週替わりでわりでわりでわりで求人情報求人情報求人情報求人情報をおをおをおをお届届届届けしますけしますけしますけします！！！！

朝日新聞とマイナビ転職の厳選情報一覧

エース木村、徹底マークに苦しむ 「最後まで戦いた

い」 t.asahi.com/icku

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞スポーツスポーツスポーツスポーツ

asahi_sports@

概要を見る

日本、足使う攻撃がカギ Ｕ１８野球Ｗ杯、米国と決

勝 t.asahi.com/ickr

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞スポーツスポーツスポーツスポーツ

asahi_sports@

概要を見る

日本ハム３連発ショー ４番中田が起点、自己最多

２９号 t.asahi.com/ickq

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞スポーツスポーツスポーツスポーツ

asahi_sports@

概要を見る

1時間

1時間

1時間

ツイートツイートツイートツイート フォローするフォローするフォローするフォローする

@asahi_sportsさん宛にツイートする
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トピックストピックストピックストピックス

ツイートツイートツイートツイート 215 1,413シェア

更新：2015年9月5日09時19分 ▼新新新新しいしいしいしい順順順順 ▲古い順

東京五輪東京五輪東京五輪東京五輪エンブレムエンブレムエンブレムエンブレム問題問題問題問題

タイムライン

7月

結果結果結果結果 プロプロプロプロ野球野球野球野球 9月5日 ＪＪＪＪリーグリーグリーグリーグ
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もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

遠藤利明五輪担当相は記者会見で、2020年東京五輪・パラリンピックのエン

ブレム撤回問題について「大会を楽しみにしていた皆さんに心配をかけ、担当

大臣として国民の皆さんに心からおわびを申し上げたい」と陳謝した。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

豪華豪華豪華豪華なななな五輪組織委、責任五輪組織委、責任五輪組織委、責任五輪組織委、責任あいまいあいまいあいまいあいまい 識者「名識者「名識者「名識者「名誉誉誉誉職多職多職多職多すぎすぎすぎすぎ」」」」

エンブレムの取り下げをめぐる発言

東京五輪・パラリンピックのエンブレムを取り下げた大会組織委員会。各界の

著名人が理事に顔を連ねる豪華な布陣だが、その責任の所在についてはあ

いまいな発言が相次ぐ。責任者は誰なのか。内部からも戸惑いの声が上が

る。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

五輪招致時五輪招致時五輪招致時五輪招致時のエンブレムはのエンブレムはのエンブレムはのエンブレムは「使「使「使「使えませんえませんえませんえません」」」」 ＩＯＣ規定ＩＯＣ規定ＩＯＣ規定ＩＯＣ規定でででで

大会組織委員会が公式ホームページに掲出した暫定エンブレム

東京五輪・パラリンピックのエンブレムが取り下げられた問題で、大会組織委

員会は招致段階で使った5色の桜をモチーフにしたエンブレムは、IOCの規定

で、五輪エンブレムとしては採用できないと説明した。

成田空港成田空港成田空港成田空港でででで五輪五輪五輪五輪エンブレムのエンブレムのエンブレムのエンブレムの看板撤去看板撤去看板撤去看板撤去 東京都東京都東京都東京都からからからから通知通知通知通知
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2015年年年年9月月月月3日日日日(木木木木)

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

アクセスランキングアクセスランキングアクセスランキングアクセスランキング もっと見る

ソーシャルランキングソーシャルランキングソーシャルランキングソーシャルランキング もっと見る

1

2

3

注目注目注目注目コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ ご案内

「大「大「大「大学学学学力」力」力」力」でででで気気気気になるになるになるになる大大大大学学学学 発発発発見！見！見！見！

朝日新聞資朝日新聞資朝日新聞資朝日新聞資産産産産活用活用活用活用セミナーセミナーセミナーセミナー２０１５２０１５２０１５２０１５

大切大切大切大切なななな資資資資産産産産をををを活用活用活用活用してしてしてして子子子子やややや孫世代孫世代孫世代孫世代をををを応応応応援援援援するするするする

日本、足使う攻撃がカギ Ｕ１８野球Ｗ杯、米国と決

勝 t.asahi.com/icks

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞・・・・高校野球高校野球高校野球高校野球ニュースニュースニュースニュース

asahi_koshien@

概要を見る

大量リード時の盗塁はいけないのか 編集委員コラ

ム t.asahi.com/icjv

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞・・・・高校野球高校野球高校野球高校野球ニュースニュースニュースニュース

asahi_koshien@

概要を見る

仙台育英・平沢が復活、３打点の活躍 Ｕ１８Ｗ杯

t.asahi.com/icix

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞・・・・高校野球高校野球高校野球高校野球ニュースニュースニュースニュース

asahi_koshien@

概要を見る

1時間

4時間

7時間

ツイートツイートツイートツイート フォローするフォローするフォローするフォローする

@asahi_koshienさん宛にツイートする

※Twit terのサービスが混み合っている時など、ツイー

トが表示されない場合もあります。

魔法の携帯トイレ、女子高生らが開発

「被災地に貢献」

レクサス販売店に８５歳の車突っ込む 展

示の車壊れる

アンネの義姉「重荷だった」 日記に書か

れなかった苦難

「不倫」か「枕営業」か、判決波紋 探偵業

界も衝撃

ホルモン点鼻、アスペルガー症候群に効果

東大など研究

警備員に大便投げた疑い 2538

泣きやまない乳児に運転手が 2333

学校に「アベ政治許さない」 2022

ショッピング・ショッピング・ショッピング・ショッピング・旅行旅行旅行旅行

傾傾傾傾けてもけてもけてもけても倒倒倒倒れないのはなぜれないのはなぜれないのはなぜれないのはなぜ？？？？

自慢したくなるワイングッズ

ブック・アサヒ・コムブック・アサヒ・コムブック・アサヒ・コムブック・アサヒ・コム

村上春樹作品村上春樹作品村上春樹作品村上春樹作品のののの英英英英訳訳訳訳者者者者がががが小小小小説説説説

翻訳家ジェイ・ルービンさん

【＆【＆【＆【＆M】】】】

「電動式消「電動式消「電動式消「電動式消しゴムしゴムしゴムしゴム」」」」

小さな文字も修正できる

【＆ｗ】【＆ｗ】【＆ｗ】【＆ｗ】

朝食朝食朝食朝食しっかりしっかりしっかりしっかり持持持持ちちちち物物物物スッキリスッキリスッキリスッキリ

東京の台所

Astand

いかにもなギョーカイいかにもなギョーカイいかにもなギョーカイいかにもなギョーカイ人人人人ぽさぽさぽさぽさ

佐野研二郎さんの不運

ハフポストハフポストハフポストハフポスト日本版日本版日本版日本版

コートにコートにコートにコートに舞舞舞舞うううう妖精妖精妖精妖精たちたちたちたち

熱戦続くバレーボールW杯

2015年9月

8月

7月

読読読読まれていますまれていますまれていますまれています 昨日昨日昨日昨日のトップのトップのトップのトップ５５５５

ツイッターツイッターツイッターツイッター フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック
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もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

第1ターミナル到着ロビーに掲示されている2020年東京五輪・パラリンピックのエンブレムをはがす作業

員ら＝9月2日午後6時、成田空港、遠藤啓生撮影

エンブレム撤回を受け、成田空港では第1、2ターミナルビルの計12枚の看板

を撤去した。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

舛添都知事「舛添都知事「舛添都知事「舛添都知事「エンブレムエンブレムエンブレムエンブレム紙袋紙袋紙袋紙袋・・・・名刺、使名刺、使名刺、使名刺、使えるものはえるものはえるものはえるものは使使使使うううう」」」」

東京五輪・パラリンピックのエンブレムが使用中止になった問題で、東京都の

舛添要一知事は２日、「もったいないので、使えるものは使う」と述べ、エンブレ

ム入りの紙袋や職員の名刺は廃棄せず、在庫がなくなるまで使う考えを明ら

かにした。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

「良「良「良「良いデザインだからいデザインだからいデザインだからいデザインだから変変変変えないえないえないえない」太田市」太田市」太田市」太田市はははは佐野作品登佐野作品登佐野作品登佐野作品登録録録録へへへへ

佐野氏がデザインを担当した新施設のロゴマーク＝群馬県太田市のホームページから

東京五輪のエンブレム使用を大会組織委員会が取りやめた事態を受け、群馬

県太田市の清水聖義市長と幹部職員が、来年秋に開設される市立美術館・図

書館のロゴについて協議した。五輪エンブレムと同じく佐野研二郎氏が手がけ

たデザインで、他人の作品に似ているといった意見がメールなどで市に寄せら

れていた。

エンブレムでドタバタエンブレムでドタバタエンブレムでドタバタエンブレムでドタバタ 都都都都庁庁庁庁職員「前職員「前職員「前職員「前をををを向向向向いていていていて…」」」」

羽田空港の国際線旅客ターミナルに掲示されている2020年東京五輪・パラリンピックのエンブレム。東京

都からの連絡があれば、はずされるという＝9月2日午前、関田航撮影

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

【入【入【入【入会会会会特典付特典付特典付特典付きききき】】】】 三井住友三井住友三井住友三井住友トラストカードトラストカードトラストカードトラストカード

【特集】子育【特集】子育【特集】子育【特集】子育てにおすすめのてにおすすめのてにおすすめのてにおすすめの物件物件物件物件13選選選選

会会会会社四季報編集長社四季報編集長社四季報編集長社四季報編集長がががが語語語語るるるる有望銘柄有望銘柄有望銘柄有望銘柄をををを探探探探すすすす術術術術

マーケティングのノウハウとマーケティングのノウハウとマーケティングのノウハウとマーケティングのノウハウと事例事例事例事例がががが満満満満載！載！載！載！

住住住住まいのカタログまいのカタログまいのカタログまいのカタログ40選／間取選／間取選／間取選／間取りりりり無料提案無料提案無料提案無料提案もももも

マンションブランドアンケートマンションブランドアンケートマンションブランドアンケートマンションブランドアンケート＜＜＜＜関関関関西版＞西版＞西版＞西版＞

９月３０日開催９月３０日開催９月３０日開催９月３０日開催 相相相相続続続続・・・・資資資資産産産産形成形成形成形成セミナーセミナーセミナーセミナー

池井池井池井池井戸戸戸戸潤潤潤潤とめぐるとめぐるとめぐるとめぐる 本質本質本質本質をををを問問問問うううう名名名名ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場

経験経験経験経験やスキルをやスキルをやスキルをやスキルを活活活活かしたいかしたいかしたいかしたい貴方貴方貴方貴方にににに

スター・ウォーズスター・ウォーズスター・ウォーズスター・ウォーズ あなたのフォース大募集中！

そのそのそのその経験経験経験経験、語、語、語、語学学学学力力力力をををを海外海外海外海外でででで活活活活かしませんかかしませんかかしませんかかしませんか？？？？

働働働働きながらきながらきながらきながら資格資格資格資格をををを取取取取ろうろうろうろう 通信制大学・大学院

第第第第20回建築家設計相談回建築家設計相談回建築家設計相談回建築家設計相談会会会会、、、、参参参参加募集中加募集中加募集中加募集中

キャンパスキャンパスキャンパスキャンパスアサヒ・コムアサヒ・コムアサヒ・コムアサヒ・コム 大学奨学金ガイド

「天空「天空「天空「天空のののの蜂」公開記念蜂」公開記念蜂」公開記念蜂」公開記念 堤幸堤幸堤幸堤幸彦彦彦彦×秦秦秦秦基博基博基博基博対対対対談談談談

和和和和のののの心心心心をををを体感！多彩体感！多彩体感！多彩体感！多彩なななな伝伝伝伝統芸能公演統芸能公演統芸能公演統芸能公演・イベント・イベント・イベント・イベント

【特典付【特典付【特典付【特典付きききき】新規口座開設】新規口座開設】新規口座開設】新規口座開設キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

【書籍】【書籍】【書籍】【書籍】ビジネスビジネスビジネスビジネス書書書書サマリーがサマリーがサマリーがサマリーが無料無料無料無料でででで手手手手にににに入入入入るるるる

９月１日９月１日９月１日９月１日はははは防災防災防災防災のののの日日日日 考考考考えようえようえようえよう日常日常日常日常のののの防災防災防災防災対対対対策策策策

動動動動画画画画

写写写写真真真真 フォトギャラリー 写真地球儀

PR 比比比比べておべておべておべてお得！得！得！得！

朝朝朝朝デジデジデジデジ就活就活就活就活ニュースニュースニュースニュース

転転転転職情報職情報職情報職情報 朝日求人朝日求人朝日求人朝日求人ウェブウェブウェブウェブ

ITでででで業務業務業務業務がはかどるがはかどるがはかどるがはかどる！差！差！差！差がつくヒントががつくヒントががつくヒントががつくヒントが満満満満載載載載

プロバイダー比較はこちら

引越し見積もりはこちら

お買い物はこちら

本の購入はこちら

旅行予約はこちら

2015年9月

8月

7月

柱状の竜巻か ゆっく

りと移動

城が動いた！ 弘前

城大改修

永遠

海の

小中学生ダンスコン

西日本大会 小学生

小中学生ダンスコン

西日本大会 中学生

小中

東日本大

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞デジタルのデジタルのデジタルのデジタルの関関関関連連連連サイトサイトサイトサイト
有料会員は追加料金なしでご利用可能。詳しく≫

ページトップへページトップへページトップへページトップへ戻戻戻戻るるるる

3/19ページ東京五輪エンブレム問題：朝日新聞デジタル

2015/09/06http://www.asahi.com/special/timeline/tokyo2020emblem/



もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

東京五輪・パラリンピックのエンブレムの突然の撤回から一夜明けた2日、スポ

ンサー企業や行政の担当者は看板などの撤去に向けた対応に追われた。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

選定「選定「選定「選定「しっかりしっかりしっかりしっかり対応対応対応対応をををを」」」」 菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官

菅義偉官房長官は午前の記者会見で、エンブレムの取り下げについて、「（大

会組織委員会の）判断は尊重したい。新たなエンブレム選定は、今回のような

ことが起こらないようにしっかり対応してほしい」と述べた。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

被害額「被害額「被害額「被害額「もうもうもうもう一回調一回調一回調一回調べるべるべるべる」」」」 民主民主民主民主・・・・安住氏安住氏安住氏安住氏

国民は（五輪・パラリンピックの）エンブレムがどうやって決まっていくか分から

ない。選考過程の中で、どういうことが行われていたのかもう少し透明化した

方がいい。

権権権権威威威威にににに頼頼頼頼ったったったった末末末末にににに、、、、またまたまたまた撤回撤回撤回撤回 五輪五輪五輪五輪エンブレムとエンブレムとエンブレムとエンブレムと新新新新国国国国立立立立

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水) twitter

実実実実はリオはリオはリオはリオ五輪五輪五輪五輪でもでもでもでも

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

2015年9月

8月

7月
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もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

2020年東京五輪・パラリンピック招致委員会が使用したエンブレム

五輪エンブレムと国立競技場。二つの白紙撤回には、共通点がある。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

やくみつるさんやくみつるさんやくみつるさんやくみつるさん「「「「64年五輪年五輪年五輪年五輪マークマークマークマーク使使使使えばえばえばえば」」」」 識者識者識者識者にににに聞聞聞聞くくくく

記者会見する武藤敏郎・大会組織委事務総長＝9月1日午後6時7分、東京都港区、岩下毅撮影

東京五輪のエンブレム取り下げについて、漫画家のやくみつるさん・元女子マ

ラソン選手で五輪メダリストの有森裕子さん・情報デザイン論が専門の東洋

大・藤本貴之准教授に聴いた。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

組織委、組織委、組織委、組織委、エンブレムエンブレムエンブレムエンブレム急急急急転転転転撤回撤回撤回撤回 「潔白」主張「潔白」主張「潔白」主張「潔白」主張でさらにでさらにでさらにでさらに疑義疑義疑義疑義

都庁の玄関で、東京五輪のポスターをはがす都職員＝9月1日午後8時38分、東京都新宿区、関田航撮

影

東京五輪・パラリンピックのエンブレム問題が急展開した。デザインを手がけ

た佐野研二郎氏について数々の疑念が浮上したことに、これまで、かばい続

けてきた大会組織委員会も持ちこたえられなかった。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

IOC副副副副会会会会長「組織委長「組織委長「組織委長「組織委のののの判判判判断断断断理解」理解」理解」理解」

IOCのジョン・コーツ副会長は朝日新聞の取材に対して「佐野氏が制作したエ

ンブレムの独自性に疑いはないが、批判もあり、組織委員会による判断を理

解する。新たな選考の成果に期待している」とのコメントを寄せた。

東山動植物園「調東山動植物園「調東山動植物園「調東山動植物園「調査査査査中」中」中」中」 佐野氏事務所制作佐野氏事務所制作佐野氏事務所制作佐野氏事務所制作のマークのマークのマークのマーク

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

PR情報情報情報情報
2015年9月

8月

7月

朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社からからからから

会社案内

CSR報告書

採用情報

記事や写真利用案内

新聞広告ガイド

デジタルデジタルデジタルデジタル事業事業事業事業からからからから

デジタルサービス一覧

携帯サービス

Astand(コンテンツ販売)

法人向け配信

写真の購入案内

記事データベース案内

朝日新聞Jpass

グループグループグループグループ企業企業企業企業

朝日新聞出版の本

朝日新聞出版(dot.)

朝日インタラクティブ
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もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

名古屋市の東山動植物園は、佐野研二郎氏の事務所が作ったシンボルマー

クの一部が、中米のコスタリカ国立博物館のロゴマークと酷似していると話題

になったことを受け、委託会社を通じて調査を進めている。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

ネットネットネットネット発発発発のののの追及緩追及緩追及緩追及緩まずまずまずまず 「「「「検検検検証」証」証」証」がががが続々続々続々続々

「類似」「盗用」が指摘された佐野氏の作品

東京五輪の象徴となるはずだったエンブレムが取り消された。公表から１カ

月、インターネット上では他の作品との「酷似」の指摘がやまず、「白紙撤回」

に追い込まれた。ネット社会での徹底的な疑惑追跡に、「自由な発想にブレー

キがかかる」との声もある。

2015年年年年9月月月月2日日日日(水水水水)

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火) twitter

メディアパスメディアパスメディアパスメディアパス

2015年9月

8月

7月
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もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

「耐「耐「耐「耐えられないえられないえられないえられない限界限界限界限界状状状状況」況」況」況」 佐野氏事務所佐野氏事務所佐野氏事務所佐野氏事務所のののの声声声声明全文明全文明全文明全文

デザイナーの佐野研二郎氏は１日夜、代表を務める事務所のホームページで

声明を発表した。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

佐野佐野佐野佐野研研研研二二二二郎郎郎郎氏氏氏氏がコメントがコメントがコメントがコメント発発発発表表表表

代表を務める事務所のホームページで発表したコメントで、エンブレムについ

て「疑いをかけられているような模倣や盗作は断じてないことを誓って申し上

げます」と疑惑を否定した。

エンブレムエンブレムエンブレムエンブレム取取取取りりりり下下下下げげげげ 組織委、新組織委、新組織委、新組織委、新たにたにたにたに公募公募公募公募へへへへ

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火) twitter

削除削除削除削除をををを実実実実施施施施

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火) twitter

決決決決まりまりまりまり次第次第次第次第おおおお知知知知らせらせらせらせ

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火)

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火)

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火)

【ボルボプレミ

アム・ディーゼ

ル】パワフルな

走りと驚きの低

燃費を両立

「おっ！わが

家、意外と高い

かも？」⇒60秒

カンタン入力【不

動産無料査定】

住まいのカタ

ログ最大10点無

料プレゼント＆

間取りプランを

無料作成！

原野商法の二

次被害急増！

「土地を高く買い

ます」には要注

意～政府ＩＴＶ

2015年9月

8月

7月

7/19ページ東京五輪エンブレム問題：朝日新聞デジタル

2015/09/06http://www.asahi.com/special/timeline/tokyo2020emblem/



もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

東京五輪のエンブレムをめぐる経緯

デザイナーの佐野研二郎氏が制作した2020年東京五輪・パラリンピックのエン

ブレムについて、大会組織委員会は使用を中止して取り下げることを決めた。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

佐野氏作品展、本人申佐野氏作品展、本人申佐野氏作品展、本人申佐野氏作品展、本人申しししし出出出出でででで延期延期延期延期にににに 新潟新潟新潟新潟県県県県立近代美術館立近代美術館立近代美術館立近代美術館

東京五輪のエンブレムの使用が取りやめになったデザイナーの佐野研二郎氏

をめぐり、新潟県立近代美術館（同県長岡市）で11～12月に予定されていた作

品展が延期になったことがわかった。

ベルギーベルギーベルギーベルギー側「側「側「側「盗盗盗盗作認作認作認作認めずめずめずめず納得納得納得納得できないできないできないできない」」」」

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火) twitter

応応応応募者殺到募者殺到募者殺到募者殺到

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火)

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火)

2015年9月

8月

7月
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もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

東京五輪のエンブレムについて、組織委員会が使用中止を発表したことを受

けて、エンブレムを「自らが制作したロゴの盗作」と主張してきたベルギーのデ

ザイナー、オリビエ・ドビ氏は「歓迎するが、突然の方針転換に驚いている。た

だ、委員会は使用中止の理由を盗作のためと認めておらず、納得できない」と

話した。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

エンブレムエンブレムエンブレムエンブレム取取取取りりりり下下下下げげげげ、組織委方針、組織委方針、組織委方針、組織委方針 佐野氏佐野氏佐野氏佐野氏デザインデザインデザインデザイン

佐野研二郎氏がデザインした五輪エンブレム

東京五輪組織委員会が、佐野研二郎氏がデザインした五輪・パラリンピックの

エンブレムの使用を取り下げる方針を決めたことが１日、分かった。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

佐野氏原案、展佐野氏原案、展佐野氏原案、展佐野氏原案、展覧会覧会覧会覧会のポスターとものポスターとものポスターとものポスターとも類似類似類似類似 ネットネットネットネット上上上上でででで指摘指摘指摘指摘

「ヤン・チヒョルト展」の図録の表紙

2020年東京五輪のエンブレムのコンペに佐野研二郎氏が応募した「原案」デ

ザインが、2年前に東京で開かれた展覧会のポスターに似ていると、ネット上で

指摘されている。

五輪五輪五輪五輪エンブレムのエンブレムのエンブレムのエンブレムの使用例、無使用例、無使用例、無使用例、無断転断転断転断転用用用用かかかか 他他他他サイトにサイトにサイトにサイトに類似類似類似類似

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火)

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火)

2015年年年年9月月月月1日日日日(火火火火)

2015年9月

8月

7月
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もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

五輪のエンブレムを制作した佐野研二郎氏が、街頭でのエンブレムの使用イ

メージとして提案した画像2点が、他人のサイトから無断で転用された可能性

があることが、大会組織委員会への取材でわかった。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

（今（今（今（今こそこそこそこそ亀亀亀亀倉雄策）６４年東京五輪、象倉雄策）６４年東京五輪、象倉雄策）６４年東京五輪、象倉雄策）６４年東京五輪、象徴徴徴徴するするするする思想思想思想思想

1964年東京五輪のエンブレム（ 
 � ）

2020年の東京五輪まで5年。ところが、新国立競技場の建設計画はいったん

白紙撤回となり、エンブレムに対しても「盗作」とする訴訟が起こされた。大会

の象徴となるべきデザインの展開がスタートからもたついている。

もっともっともっともっと詳詳詳詳しくしくしくしく

騒騒騒騒動動動動のののの行方行方行方行方はははは…組織委、異例組織委、異例組織委、異例組織委、異例のののの経経経経緯公表緯公表緯公表緯公表

東京五輪エンブレム 決定までの変遷

東京五輪の大会組織委員会が、エンブレムの選考過程を明らかにした。応募

された「原案」と組織委の依頼で修正が加えられた「修正案」を初めて示した異

例の内容だ。

2015年年年年8月月月月31日日日日(月月月月)

2015年年年年8月月月月29日日日日(土土土土)

2015年9月

8月

7月

いいとこ取りの最新Ｐ

Ｃ

宮崎駿の後継者に近

づいた

秋のカキを楽しむ 「北の国から」つきぬ

魅力

大きく進化する品川

の人工島
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