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2020年東京大会のエンブレム問題と社会学的記述
―デザインの「作り方」と「使い方」に注目して―

Tokyo 2020 Emblem Problem and Sociological Description:
Focus on the Way of Creating and Using Designs

加 島 　 卓
KASHIMA Takashi

The purpose of this paper is to describe the emblem problem of the Tokyo 2020 Games sociologically. 
Previous research has analyzed Internet communication, but this paper explains the emblem problem 
from a historical context. First, the relationship between designers and the Olympics （the way of creat-
ing）, then the relationship between advertising agencies and the Olympics （the way of using）, and then 
the relationship between the designers and advertising agencies over the Olympics. After that, I will 
consider the two issues of “Plagiarism of design” and “Selection process of the emblem” and reveal what 
happened in the emblem problem of the 2020 Tokyo Games.

1．はじめに
エンブレム問題とは2020年東京オリンピック・パラリンピック（以下、東京大会）の
エンブレムがインターネットで大きな話題となり、発表から約1ヵ月で取り下げられるま
での一連の騒動である（1）。この騒動で論点となったのは「パクリかどうか？」というエン
ブレムデザインの独自性と、「出来レースかどうか？」というエンブレムの選考過程であ
る。組織委員会と原作者の佐野研二郎はこの二つの論点を認めなかったが、国民の理解を
得られなくなったと判断して取り下げることにした。本稿はこうしたエンブレム問題を分
析的に記述したうえで、メディアのワーク研究との関連づけを行うものである（2）。

2．先行研究と問題意識
エンブレム問題の先行研究としては、ネット炎上の研究がある。田中辰雄と山口真一に
よると、ネット炎上とは「ある人の発言や行為に対し非常に攻撃的で一方的なコメントが
殺到すること」であり、「そこでは対話による議論は成立せず、あえて議論を試みてもた
だ傷つくだけに終わる」ものだという。そのため、「炎上が頻発すると人々は発言を控え」、
「ネット上で情報発信を続けるのは炎上にめげない一部の強者だけとなり、ネット世論に
は極端な意見が増えてくる」という［田中・山口 2016: i］。そこで田中と山口は「五輪エ
ンブレム炎上事件のTwitter書き込み数推移」（検索結果の集計）と「ネット上で佐野氏
のパクリとされた例一覧」（画像）をデータとして示し、エンブレム問題を「炎上事件と
してはもっとも大規模化した事例」と評している。そして「ここでの問題はやはり議論が
成立していないこと」だと指摘し、「ネット上で正面から議論があれば論争として実りが
あっただろう」とも述べている［田中・山口 2016: 66］。
しかしこの研究はネット炎上における議論の不成立を確認するばかりで、エンブレム問
題に対応したり、加担していた人びとがいかなる状態にあったのかを明らかにはしていな
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い。そこで本稿は、専門家の意見が出されてもネット炎上は収束しなかった点に注目した
い。福井健策によると、「五輪エンブレム騒動では、「著作権侵害とは考えにくい」という
専門家の意見と、ネットを中心に圧倒的だった（ように思える）「パクリ批判」との間に
ズレが感じられた」という。また福井は専門家の見解と市民の反応が「ずれて当たり前」
と考えており、「違法のラインの下には広大な「人々の自由な論評」、つまり「市場」に委
ねられた領域がある」という［福井 2016］。つまり、著作権侵害をめぐる議論に見解の一
致を求めるのは難しく、常に論争的な状態が一つの秩序になっているというわけである。
これらを踏まえると、2つの立場を想定することができる。1つはネット炎上に議論の
不成立を見る立場であり、人びとの意見がまとまらないのは問題だと考える。もう1つは
ネット炎上も議論の一形態とみなす立場であり、意見がまとまらない状態も人びとによっ
て作り出されていると考える。両者の違いはネット炎上にいかなる状態を見るのかという
点にあり、後者は社会学的記述の対象にもなる［前田・水川・岡田 2007: 91］。
このように考えると、「パクリかどうか？」や「出来レースかどうか？」への判定とは
別に、エンブレム問題をめぐるやりとり自体を問うことができる。そこで本稿は2つの論
点が生じた文脈をまずは特定し、そのうえで2つの論点と文脈の関係を検討しながら、エ
ンブレム問題が実はいかなるやりとりだったのかを明らかにしたい。こうした作業を通じ
て、本稿はエンブレム問題をそれに参加してきた人びとの実践として再記述するものであ
る。

3．研究の方法
文脈を特定するうえで、本稿はエンブレムの「作り方」と「使い方」の区別に注意した
い。「作り方」とはデザイナーがエンブレムをいかに制作すればよいのかという議論であ
り（デザイン論）、「使い方」とは組織委員会から業務委託された広告代理店がエンブレム
をいかに商業利用すればよいのかという議論である（マーケティング論）。こうした区別
はエンブレムがデザイン関係者によって作られるものであると同時に、広告関係者によっ
て使われるものでもあるという点に注意するために行う。そのうえで本稿はデザイン関係
者による「作り方」の歴史と、広告関係者による「使い方」の歴史を確認し、さらに「作
り方」と「使い方」がエンブレムをめぐっていかなる関係にあったのかを述べる。デザイ
ナーとオリンピックの関係、広告代理店とオリンピックの関係、そしてデザイナーと広告
代理店とオリンピックの三者関係を文脈として特定できれば、「パクリかどうか？」や「出
来レースかどうか？」といった論点との関係も検討できると考えたのである（3）。

4．「作り方」の歴史
まず確認しておきたいのは、デザイン関係者にとってオリンピックのマーク（4）と博覧会
のマークは同じように捉えられていたことである。そのため、1964年東京大会のマーク
選考の方法が1970年日本万国博覧会（以下、大阪万博）のマーク選考にも活かされ、ま
た1970年大阪万博のマーク選考での反省が1972年札幌冬季大会のマーク選考に活かされ
ている。この関係を踏まえたうえで、「作り方」の歴史を述べていきたい。
1940年に予定されていた東京大会マークは公募を実施し、12,113点のなかから廣本大治
案を選んでいる。ただし当時の組織委員会は大会を表す何かしらのマークがあれば十分だ
と考えていたようで、どのようなマークが必要なのかまでは考えていなかった。そのため、
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上に三つ、下に二つの円さえ描かれていれば、オリンピックシンボルの上に国旗が重ねら
れても問題にはならなかった。また「競技場」を表していた廣本の原案は審査委員の廣川
松五郎によって三本線を加筆され、その修正案が最終的に採用されている（図1）（5）。
1964年の東京大会ではデザイン関係者の指名コンペティション（以下、指名コンペ）
を実施し、6名のなかから亀倉雄策案を選んでいる。デザイン史はこの亀倉案が締め切り
2時間前に急いで作られたことを伝説として語るが（6）、当時の史料を確認すると（7）、実は
亀倉は別の案も提出しており、しかもその案は1940年東京大会マークとかなり似た仕上
がりになっている（図2）。また亀倉はこのマークで「太陽」を表したようだが、赤くて
大きなこの円形は多くの人びとには「日の丸」として見られていたことも知られている。
1970年大阪万博でもデザイン関係者の指名コンペを実施し、15名＋2団体のなかから西
島伊三雄案を選んでいる。ところが審査委員が選んだ西島案は常任理事会で却下され、も
う一度指名コンペを行って大高猛案を選んでいる。西島案が却下されたのは「抽象的で大
衆性がない」、「博覧会といえば子供から百姓から何から、非常に大衆的なもので、ある特
別のインテリだけに理解されるようなものであっては、ぼくはだめだと思うんだ」という
理由からであり（博覧会協会の会長にはマークが家紋のように見えていた）（8）、大高案が
選ばれたのはマークの5つの円を「桜」として見ることができたからである（図3）。また
この大高案に対しては、「桜の花の万国博マーク米国に似た図案」という記事で『朝日新聞』
（1966年9月22日朝刊）がデザインの類似を指摘している。大阪万博はその成功がしばし
ば語られるが、マーク選考はトラブル続きだったのである。
1972年札幌冬季大会のマーク選考はより慎重に指名コンペを実施し、8名のなかから永
井一正案を選んでいる。永井によるとこのマークは1964年東京大会マークを上下に二分
割し、その中央に雪の結晶を表した図案を挿入したものである。ところがその図案は科学
的に正しくないという批判が出て、永井と組織委員会は対応に追われることになった。
「作り方」の歴史から指摘できるのは、次の三つである。一つ目は、マーク選考をめぐ
るトラブルは少なくないことである。公募で選んだ案を修正したり、決定案を却下したり、
再募集した案がさらに問題視されることもあった。オリンピックや博覧会にはマークが必
要だと考えられていたが、どのようなマークが適切なのかは仕上がってから議論されたの
である。二つ目は、マークの見方を収斂させるのは難しかったことである。太陽を表した
東京大会マークは、日の丸として見られた。西洋と東洋が調和した状態を表現した大阪万
博マーク（西島案）は、家紋として見られた。デザインの専門家が「作り方」を説明した
ところで、市民やクライアントが専門家と同じように見るとは限らないのである。三つ目

図1、図2　東京大会　図3　大阪万博と札幌冬季大会　図4　長野冬季大会
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は、デザインに対するパクリ探しは1960年代からあったことである。大阪万博マーク（大
高案）に対するデザインの類似が指摘された年には、郵政省の切手図案や東京ユニバーシ
アードの公募ポスターにも「盗用」の指摘があった（9）。このようにマークの「作り方」を
めぐるやりとりは、エンブレム問題以前から既に論争的だったのである。

5．「使い方」の歴史
まず確認しておきたいのは、IOC（国際オリンピック委員会）は1980年までオリンピッ
クの商業利用を認めなかったことである。そのため財政難となり、開催後に負債が残った
都市もある（1976年モントリオール大会）。そして1970年代末には開催を申し出る都市が
なくなり、起死回生の策として1980年代以降のIOCは広告代理店と連携するようになっ
た。これらを踏まえ、「使い方」の歴史を述べていきたい。
「使い方」の歴史は、マークの乱用に遡られる。これが問題となり始めたのは1932年ロ
サンゼルス大会からであり、日本では1936年ベルリン大会の時に五輪模様をあしらった
雑貨が「流行品」として売られ（10）、回収騒動になっている。また1964年東京大会ではマー
クの無断利用が社会問題となり（11）、JOC（日本オリンピック委員会）はその対応に追わ
れた。そして1972年札幌冬季大会ではマーク乱用防止を目的に有償利用を部分的に認め、
1972年ミュンヘン大会ではマークの管理をマックス・プランク研究所に委ねている。
IOCの方針が変わったのは、1980年代からである。まず「マーク」を「エンブレム」と
呼び変え、その商業利用を認めて資金集めをすることにした。そこで活用されたのが広告
代理店であり、スポンサーを集めるなかでエンブレムはその「使い方」、つまりマーケティ
ング的な価値が重視されるようになったのである（1984年ロサンゼルス大会以降）。
1998年長野冬季大会も、こうしたエンブレムの「使い方」の延長線上にある。JOCは
自主財源確保のため、1989年に日本体育協会から独立している。またJOCは長野冬季大
会の資金を集めるため、電通や三菱商事と連携してJOM（ジャパン・オリンピック・マー
ケティング）を1993年に設立している。このようにマーケティングの体制を先に整えて
から選考したのが、長野冬季大会のエンブレムである。
エンブレム選考では広告代理店2社＋デザイン・コンサルタント2社で指名コンペを実
施し、ランドーアソシエイツ案（篠塚正典案）を選んでいる。「スノーフラワー」と呼ば
れるこのエンブレムは、構成要素の1つひとつを「選手」として見ることができ、またそ
の集合を「雪の結晶」「高山植物」「中心への集約と世界への拡散」と説明するなど、大会
コンセプトとの整合性を強く意識している（図4）（12）。また広告関係者のマーケティング
プログラムにより、エンブレムは商標登録から不正利用の監視まで徹底的に管理されてい
た。このように先に「使い方」を設定し、それに合わせた「作り方」を考えさせたのが、
1998年長野冬季大会のエンブレムなのである。
「使い方」の歴史から指摘できるのは、次の三つである。一つ目は、マークとエンブレ
ムは異なり、エンブレムの目的は資金を集めることにある。二つ目は、ロサンゼルス大会
の成功を踏まえてオリンピック・マーケティングの体制が整えられたことである。IOCは
広告代理店（ISL）と契約し、エンブレムなどの商業利用権を4年単位で販売するスポン
サープログラム（TOP）を1988年のソウル大会とカルガリー冬季大会から導入している。
三つ目は、スポンサーの複合体となったオリンピックには商業利用に適したデザインが求
められたことである。スポンサーがエンブレムに求めるのはデザインの造形性というよ
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り、マーケティングにおける使い勝手のよさである。エンブレムの「使い方」をめぐるや
りとりは、こうして組織力と柔軟性のある広告関係者によって進められてきたのである。

6．文脈の特定
ここで重要なのは「作り方」の試行錯誤が先にあって、後に「使い方」が考えられるよ
うになったという順番である。マーク選考ではトラブルが繰り返され、またマークの見方
を収斂されるのは難しく、さらにマークに対するパクリ探しは1960年代からあったこと
が「作り方」の歴史で明らかになった。また財政難からマークをエンブレムと呼び変え、
オリンピック・マーケティングの体制を整え、商業利用に適したデザインを求めるように
なったことが「使い方」の歴史で明らかになった。つまりデザイン関係者が「作り方」で
説得していた頃はトラブルが目立ったが、広告関係者によって「使い方」が先に設定され
るようになってからは「作り方」をめぐるトラブルが予め回避されるようになった。
本稿では、こうした展開を「作り方」から「使い方」への移行と考えたい。実際のとこ
ろ、1964年の東京大会から1972年のミュンヘン大会まではマークの「作り方」を重視し
た選考を実施しており、デザイン関係者は今でもそれらを黄金時代のように語る。ところ
が1976年のモントリオール大会あたりから、マークの「作り方」に関する報道や評価が
見られなくなる。そして1980年代になると、広告関係者はエンブレムの「使い方」を積
極的に評価するようになり、他方でオリンピックの商業主義批判が登場してくる。
このような「作り方」から「使い方」への移行は、造形的な価値を重視するデザイン関
係者がマーケティング的な価値を重視する広告関係者に不満を抱くきっかけにもなった点
が重要である。後に確認するが、日本のデザイン関係者はかつてのように1998年長野冬
季大会に関わることができず、亀倉雄策による1964年東京大会マークを本来あるべき理
想として何度も語るようになった。そしてこのような展開こそ、デザイン関係者が2020
年東京大会のエンブレム選考に関わっていくうえでの文脈になっていたと考えられる。

7．「パクリかどうか？」という論点
それでは上述した文脈は、エンブレム問題といかなる関係にあるのか。まず「パクリか
どうか？」という論点は、2020年東京大会のエンブレムとベルギー・リエージュ劇場の
ロゴが似て見えるとインターネットで話題となったことに端を発する（図5、6）。そこで
原作者の佐野研二郎は記者会見（2015年8月5日）を開き、エンブレムは「T」と「円」
で構成され、リエージュ劇場のロゴは「T」と「L」で構成されるため、「デザインの考え
方」が「全く違う」と説明することになった。ここで注意したいのは「どのように見れば
よいのか」が問題となっている時に、「いかに制作したのか」が説明されたことである。
つまり佐野はエンブレムの「作り方」を説明することが論点への対応になると考えていた
のである。
ところが「作り方」の説明では疑惑は晴れなかった。ここで注目したいのは、クライア
ントである組織委員会の広告関係者がエンブレムの「使い方」にも言及していたことであ
る。たとえば7月24日や8月5日の記者会見では、動画を上映しながら9分割が可能なエ
ンブレムの「展開力」を紹介している（図7）。ただしこうした展開力はエンブレムを独
占的に利用できる大会関係者の「使い方」に対応したものであるため、多くの人には関心
を持たれず、展開力が報道されたり、専門家によって評価されることは殆どなかった。
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この点を踏まえると、「パクリかどうか？」を疑われたエンブレムは動画への展開力も
含めた「使い方」で説得するのではなく、静止画の「作り方」のみで説得を試みていたと
考えられる。その結果、似て見える部分だけがネット炎上のトピックとなり、またそのト
ピックを続けるためにさらなるパクリ探しが展開されたと考えられる（エンブレムの「作
り方」の説明→トートバッグ問題の指摘→トートバッグ問題の謝罪→さらなる疑惑の指
摘→エンブレムの原案の提示→原案に類似した画像の指摘）。これについて、佐野は「私
の他の作品についても、あたかも全てが何かの模倣だと報じられ、話題となりさらには
作ったことのないデザインにまで、佐野研二郎の盗作作品となって世に紹介されてしまう
程の騒動に発展してしまいました」と述べている（13）。こうしたことから、「パクリかどう
か？」という論点は佐野が「作り方」で説得を試みたため、さらに別のデザインの「作り
方」が疑われるという、「作り方」をめぐるやりとりになっていたといえそうである。
このように考えるのは、2012年ロンドン大会のエンブレム（図8）がネット炎上した時
の対応と異なるからである。このエンブレムは見た目が従来と大きく異なり賛否両論だっ
たが、日本国内では殆ど報道されず、専門家による言及もなかった。興味深いのは、この
エンブレムにどんな批判が出ても、組織委員会は「これは単なるロゴではない、ブランド
である」、「このエンブレムは柔軟性に富み、開催までの五年間で進化していく」という
マーケティング方針をとり続けたことである（14）。つまりロンドン大会のエンブレムは、
ネット炎上に対して「作り方」ではなく「使い方」で説得を続けたのである。
これに対して、東京大会のエンブレムは「作り方」で説得を試み、結果的には取り下げ
に至っている。ここで問題となるのは、東京大会はなぜ最初から「使い方」ではなく「作
り方」で説得したのかという点である。実はこの点が、次に述べる「出来レースかどう
か？」という論点と深く関わっている。

8．「出来レースかどうか？」という論点
組織委員会の説明（8月28日）によると、東京大会は「ロンドンやリオのようなデザイ
ン会社でありますとか、広告代理店への発注によるエンブレム開発ではなく、国内外のス
キルのあるデザイナーの皆さんが、個人の資格で参加」できる「個人参加のコンペティショ
ン」にしたという。また組織委員会で審査委員でもあった高崎卓馬は、エンブレム選考が
「現在の日本のデザインの水準を引きあげるきっかけになる」と話していた（15）。
マークの「作り方」からエンブレムの「使い方」への移行は、既に指摘した通りである。
ところが上の組織委員会の説明は、なぜかデザイン関係者に配慮をしているように見え
る。同日に組織委員会が示したスライドには、東京大会マーク、札幌冬季大会マーク、東

図5　佐野研二郎案　図6　リエージュ劇場　図7　エンブレムの展開例を示した動画の一場面　 
図8　ロンドン大会　図9　組織委員会の記者会見で示されたスライドの一つ
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京大会エンブレムの3つが並んでいるが、実は長野冬季大会エンブレムが抜けている（図
9）。
これらを踏まえると、「作り方」を考えるデザイン関係者と「使い方」を考える広告関
係者がエンブレム選考をめぐっていかなる関係にあったのかが重要だと思われる。なお当
時の報道では、広告関係者による「出来レース」疑惑が話題になっていた（16）。審査委員
の高崎は電通からの出向者であり、佐野が謝罪したトートバッグ問題の担当者とも報じら
れたため、「出来レースかどうか？」はエンブレムの「使い方」を考える広告関係者の問
題だと思われていたのである（佐野案ありきで高崎が選考を進めたのではないかと疑われ
た）。
ところが「作り方」と「使い方」の関係に注意してエンブレム問題の調査報告書（12月）
を読むと（17）、実はデザイン関係者も深く関与していたことがわかる。その関与で重要な
役割を果たしたのは、審査委員代表で札幌冬季大会マークのデザイナーだった永井一正で
ある。永井の関与は次の通りである。①マークの「作り方」に詳しい永井は、エンブレム
の「使い方」に詳しい組織委員会マーケティング局の槙英俊を指導する立場にあった。②
その指導の一環として永井は6名、高崎は2名のデザイナーを選び、公募への参加要請文
書を送付した。③佐野を参加要請対象者に選んだのは、高崎ではなく永井である。④永井
は審査の進め方にも意見し、先の8名を自動的に二次審査に進めようとした。⑤槙は永井
の問題に気づいていたが、審査を円滑に進めるため永井の意向を無視できない状態にあっ
た。
この報告書は選考における不正行為と不適切な行為を認めたが、佐野研二郎ありきの

「出来レース」とは言えないと結論しており、当時は不正行為（18）に関わった槙と高崎、す
なわち組織委員会の広告関係者に注目が集まった。しかし参加要請対象者に佐野を入れた
のは永井であり、永井はこの他にも実に様々な要望を出していた。これらを踏まえると、
「出来レースかどうか？」という論点の根本には永井の意向があり、その調整役として槙
や高崎がいたように思われる。つまり「出来レースかどうか？」という論点は広告関係者
の問題というより、デザイン関係者の意向を忖度した結果の問題だったと考えられる（8
名への特別待遇を避けようとした結果、槙と高崎は一次審査で投票調整行動をするに至っ
た）。
それでは、なぜこのようなことになったのか。「作り方」と「使い方」の関係に注目し
てきた本稿としては、長野冬季大会が重要だったと考える。この点について、永井は「東
京から札幌にいたる流れまでは、…（中略）…、見事にデザインシステムが稼働していたと
思います。残念ながら長野オリンピックになりますと、…（中略）…、個別に優れたものは
ありましたが、全体として統一がとれませんでした。これは大変な損失なので、2020年
の東京オリンピックでは、デザインの統一がとれたシステム化を図る必要がある」と述べ
ている（19）。またこの点についてはデザイン批評家の柏木博も同様で、「視覚的な印象がバ
ラバラだった」と長野冬季大会を反省し、「次の東京五輪を見据えたデザインでも総合的
なチーム作り」が必要だと述べている（20）。これらを踏まえると、デザインの造形的な統
一感に欠けていた長野冬季大会の二の舞はどうしても避けたいという危機感があり、これ
がデザイン関係者によるエンブレム選考への強い関与を生み出していたと考えられる。
こうしたことから、マーケティング的な価値を重視する「現在のエンブレムの使い方」
と造形的な価値を今でも大切にする「かつてのようなマークの作り方」を組み合わせたと



‒ 21 ‒

ころに、エンブレム問題の躓きがあったと思われる。組織委員会の広告関係者はかつての
「マーク」をよく知るデザイン関係者にも協力を求めたため、マーケティング的な価値を
重んじる「エンブレム」の選考においてもデザイン関係者に配慮する必要が生まれ、その
調整役を担った広告関係者の動きだけが注目された結果、一連の展開は「出来レース」と
いう憶測を避けられなくなった。本稿としては、こうした広告関係者によるデザイン関係
者への配慮こそ、「パクリかどうか？」という論点に対して「作り方」で説得を試みると
いう状態を可能にしていたと考える。そしてこのような「作り方」と「使い方」の関係が
あったからこそ、「パクリかどうか？」という論点への対応は長引き、「出来レースかどう
か？」という論点も払拭できなかったのだと思われる。

9．メディアのワーク研究として
本稿はここまでに「作り方」から「使い方」への移行を指摘し、その文脈を踏まえてエ
ンブレム問題をそれに参加している人びとの実践として再記述してきた。その結果、「パ
クリかどうか？」という論点については「使い方」で説得する選択肢もありえたことを明
らかにし（ネット炎上研究との違い）、「出来レースかどうか？」という論点についてはデ
ザイン関係者の強い意向なくして広告関係者の問題行動もなかったということを明らかに
した（報道との違い）。本稿は「パクリかどうか？」や「出来レースかどうか？」を判定
するのとは別に、エンブレム問題をめぐるやりとり自体を検討してきたのである。
それでは最後に本稿はメディアのワーク研究といかに関連づけられるのか。是永による
と、「メディアはその制作現場において、デザインなど独自の専門性が追求される一方で、
それが実際に受容される現場では、日常的な規範を参照した理解がなされています。前者
を制作のワーク、後者を読解のワークとすれば、近年顕著になっているメディアの批判な
ども、両者のワークにおける一つのせめぎ合いとみなせる可能性があります」という（21）。
これに従うと、本稿のいくつかの部分を「両者のワーク」と見なすことができる。たと
えば、「太陽」として制作された東京大会マークは人びとに「日の丸」として見られた。
また西洋と東洋が合流した状態を表した大阪万博マーク（西島案）は、クライアントに「家
紋」として見られた。雪の結晶を表した札幌冬季大会マークには、科学的に正しくないと
いう批判が寄せられた。このようにマークのデザインは、それを何として見るのかという
実践が深く関わっている。「見ること」と「概念を用いる」ことは結びついており、どの
概念を参照するのかで、同じデザインを違うように見ることもできる。したがって、マー
クはデザインの専門的な説明とは別に、常識的な知識を参照した複数の見方がいかに収斂
するのかが実践上の焦点になっていると考えられる（専門的な説明を知らなくても、五つ
の円の集合を「桜」として見ることができたのが大阪万博マークの大高案である）。
またエスノメソドロジー研究を参照すれば、炎上に対応することや、炎上に加担するこ
とは、まずもって炎上に関わる人たちにとっての問題だと考えられる。エスノメソドロ
ジー研究では「自殺」という言葉を正確に定義するのとは別に、「自殺」という概念を使
える人は「自殺」とその他の死（病死など）を区別するための基準を予め知っていると考
え、私たちが「ある死を自殺であると分類するさいの手続きを記述すること自体が、社会
学にとって興味深い課題」と提案している［前田・水川・岡田 2007: 38‒44］。
これを踏まえると、「パクリ」という言葉の定義（著作権侵害の成立要件）を正確に知
らなくても、私たちが「パクリ」という言葉を使えてしまうのはいかにしてなのかと考え
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られる。たとえば、私たちは「パクリ」を「パロディ」や「オマージュ」といった他の表
現と区別して理解している。見た目が類似した表現を「パロディ」や「オマージュ」と記
述するのか、それとも「パクリ」と記述するのかは、まったく違うことをしていることに
なる。「パロディ」や「オマージュ」の場合、その表現にいかなる考えが込められている
のか、その「意図」が問われる。「パクリ」の場合、なぜそんなことをしたのか、その「理
由」が問われる。またこうした「理由」が問われる場面では、その説明の仕方に「驚愕」
したり、注意をしなかった人が「非難」されることもある。さらにいえば、「理由」を問
うことを避けるために、あえて「パクリ」という記述を避ける場合もある。「パクリ」と
いう記述を用いる人も避ける人も、その記述が他の記述と区別して用いられることは予め
知っている。だからこそ、どのように記述するのかは実践上の焦点となる。このようにし
て、「パクリは他の概念といかに区別されているのか？」が問題になるというわけであ
る（22）。
本稿では省略したが、［加島 2017］では佐野研二郎による制作過程の説明を取り上げ、
専門家による説明がどれだけ常識的知識を参照したものであるのかを詳細に分析してい
る。「パクリ」を疑われたエンブレムは、佐野にとって1964年東京大会マークの「オマー
ジュ」になっている。また「パクリ」を疑われたエンブレムは「T」と「円形」から構成
され、「T」と「L」を組み合わせたリエージュ劇場のロゴとは「作り方」が異なるという。
このようにデザインにはそれをどのように説明するのかという実践が深く関わっており、
専門的知識を持っているとは限らないクライアントに対して、常識的知識を参照しながら
いかにもっともらしく説明するのかが実践上の焦点になっていると考えられる。
これらを踏まえると、メディアのワーク研究との関連づけは二つ考えられる。一つは送
り手と受け手、すなわち制作のワークと読解のワークの二者関係に注目することである。
もう一つは送り手と受け手のあいだに仲介者を置き、制作のワークと仲介のワークと読解
のワークの三者関係に注目することである。本稿が「作り方」と「使い方」の関係に注目
したのは、仲介者の役割に関心を持っていたからである。マークやエンブレムはデザイ
ナーによって作られるものであると同時に、クライアントによって使われるものであり、
さらに受け手によって見られるものである。このように考えると、クライアントがどのよ
うに見ているのかと受け手がいかに見るのかは区別することができ（女性表象をめぐる炎
上問題など）、また仲介者である編集者やプロデューサーに注目したメディア産業のワー
クプレイス研究も想定可能である（参与観察やインタビュー）。
ただし、どのようにデータを取得するのかは悩ましい。エンブレム問題では関係者への
接触ができない状態にあった。そもそも社会学者が実際にデザインしている場面に立ち会
うのは難しく、実験的環境を用意しないのであれば、手がかりとなるのはプレゼンテー
ションの場面であろう。プレゼンテーションは「作り方」の専門家であるデザイナーが、
「使い方」に関心を持った人びとにデザインを説明する場面だからである（23）。したがって、
こうした場面で実際に何がどのように行われているのかを分析できれば（プレゼンテー
ションの相互行為分析）、メディアのワーク研究はより充実するのではないかと考えてい
る。

付記

本研究は科学研究費助成事業（基盤研究B、18H00639）の成果の一部である．
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註

（ 1） 2015年7月24日に発表され、2015年9月1日に取り下げられた。
（ 2） 本稿は［加島2017］とワーク研究の接点を探るものであるため、内容が重複する点があることを予

め確認しておく。また分量の都合上、個別データや図版の出典も［加島 2017］を参照のこと。ワー
ク研究とはある場面における実践の具体的な記述を通じて、その場面に参加している人びとの活動が
いかに組織化されているのかを明らかにする研究である［前田・水川・岡田 2007: 91］。

（ 3） 関連する資料を収集し、二つの二者関係を一つの三者関係に再記述している［加島 2018］。
（ 4） この時点では「マーク」であり、後に「エンブレム」（商業利用が前提）と呼ばれる。
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hi/other_sports/olympics_2012/6722763.stm
（15） 高崎卓馬「東京2020五輪エンブレムを考える」『ブレーン』宣伝会議、2015年10月号
（16） 「「エンブレム」審査を「佐野研」出来レースにした電通のワル」『週刊新潮』2015年9月17日
（17） 「資料6-2　旧エンブレム選考過程に関する調査報告書」東京オリンピック・パラリンピック競技大会

組織委員会、2015年12月18日
（18） 槙と高崎は8名の参加要請対象者を二次審査に進めるため、一次審査で投票調整行動をした。
（19） 永井一正「1964年東京オリンピックと現在」東京デザイン2020オープンセッションVol. 1、2013年

10月31日
（20） 「東京五輪デザイン1964年と2020年」『読売新聞』2013年10月18日朝刊
（21） 是永論「はたらく経験へのアプローチ―メディアをめぐるワーク：制作から受容まで―」、

http://kantohsociologicalsociety.jp/congress/67/points_themeA.html
（22） この段落は［前田 2015］を参照して記述している。
（23） こうした場面へのアクセスも限られていると思うが、エンブレム問題では佐野研二郎が記者会見で制

作過程を説明したので分析することができた。
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