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Design and National Identity in the Olympic Games of Tokyo 1964, Beijing 2008 and Athens 2004 
五輪東京大会 1964・北京大会 2008・アテネ大会 2004 におけるデザインとナショナルアイデンティティ 

Jilly Traganou, PhD, Parsons The New School for Design 

                                                    (New York, USA) 
五輪大会は国民が個別のアイデンティティ価値を自覚する「国家建設」の過程であるが、同時に世界のその他の国々

に対して自身の地位に関する新たなメッセージを提供する機会ともなる。この論文は、東京 1964 大会と北京 2008

大会におけるグラフィックデザインについて描くことから始める。これらは、1964 年の東京、および 2008 年の北

京で新たな近代的アイデンティティにおける国家的計画への投資をビジュアルに示すための手段であり、そのため

に国際ルールへの服従につりあわせるための手段である。第 2 部では、グローバリゼーションの枠組みの中でナシ

ョナルな文化を促進するための手段として五輪デザインが果たすより広い役割について、アテネ 2004 大会の例を

簡単に引用してアプローチする。 

 
東京 1964 大会は、国内的・国際的両方の物語において、日本の平和と脱軍事化の環境における戦後（2 度目の）

近代化の過程を布告するイベントとして表現された。五輪を通じて、日本政府は、15 年にわたって排除されていた

国際コミュニティに受け入れられようとした。そこで彼らは過去のナショナリストと軍部の情熱から復活し、経済

大国として現れた。東京 1964 大会は、技術と理性、消費社会への信奉を示した。そしてこの大会のグラフィック

デザイン計画は、この時代の象徴として見られた。 

 
北京 2008 大会は、中国が資本主義的発展モデルに収斂するような新たな近代化の過程に苦しんでいる時期に行な

われた。五輪は、中国の経済改革 30 周年とともに、海外敵視として認識されるものによる過去の屈辱と失敗を乗

り越えようという熱意にも焦点が当てられようとしていた。Susan Brownell が指摘するように、五輪は「経済の近

代化、中国ナショナリズム、有益な統合に向けての共産党の正当性と、象徴的にリンクしている」。デザインは、か

つての中国の過去の栄光と強靭さを示すための手段として用いられ、それはグローバリゼーションとポスト改革路

線の枠組みの中におけるナショナリズムと市場化の新たな融合を表現する道具となった。 

 
アテネ 2004 大会は、五輪の「帰郷」として歓迎され、たとえ五輪がいかなる主要な政治的変革に組みしないとし

ても、ギリシアは五輪を、自らの経済的地位が変化したことを誇示するための国際コミュニティに対する大きな声

明の機会として利用した。五輪が、アッティカの地理を劇的に変容させた、大きなインフラの再開発となったこと

に加えて、五輪はアッティカ東部のかつての田園地域を住宅地へと変えようとする土地利用と現実的土地利用変化

を意図していた。 

 
東京 1964 大会のデザインは、日本の戦後近代性の象徴として認識され、それは日本の戦後直後期との歴史的決別

を宣言していた。それとは対照的に、北京五輪のデザインは、中国の歴史的回帰を表現するための手段として認識

され、過去の強力な世界的地位を再獲得するための象徴であった。2 つの国家が、国際化／グローバル化の要請に

よって過去の歴史に光を当てるため、これほど劇的に異なるアプローチを行なっていることが分かるだろう。これ

から私は、日本の五輪デザインが日本帝国主義の紛争期からの歴史的決別を宣言していたことと、中国の五輪デザ

インが歴史的一貫性をもって中国の過去を確立しようとしたことが、明らかに対比的であることを主張する。1964
年以来の日本の五輪デザインは、象徴的な意味でも形式的な意味でも、戦前の風潮の継続と再宣言であったのに対

して、中国の五輪デザインが宣言するような歴史的過去への復古は、パラレルな歴史的決別なしには達成できなか

ったように思われる。 後には、アテネ 2004 大会のデザイン戦略の事例が、国際化の時代とはまた異なった、グ
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ローバル化の時代にいる現代における国民［nation］というものに接近する機会を、我々に与えてくれるだろう。 

 
東京五輪1964大会のグラフィックデザイン 

東京 1964 大会のグラフィックデザイン企業の多くは、デザイン批評家の勝見勝によって指示された。彼は、原弘、

亀倉雄策、河野鷹思、田中一光を含む数名の重要なデザイナーから成るチームの代表を務めていた。このチームは

五輪を、日本においてデザイン言語を確立するための機会として捉えていた。それは、Otto Neurath の isotype 概

念、つまり文字で書かれた言語を用いずに機能するような、容易に解釈できるアイコンを用いて情報を表現する象

徴的方法に沿ったものであった。勝見が述べたように、このグループの主な任務は、以下のようなものであった。

それは、公式マークをデザインし、現在の調和的整合性を保つこと、五輪の輪の 5 つの色を利用して、異なるデザ

インアプリケーションを作ること、雛形となる色を決めること（河野鷹思によって監督された）、様々なゲームと設

備のシンボルをデザインすること、そして活版印刷に対する統一されたアプローチを保障すること（原弘によって

監督された）、である。これは、五輪において「トータルデザイン」アプローチが用いられた 初のケースであった。

それは、「デザインガイドシート」によって容易になっていた。それは、ランダムにグラフィックアプリケーション

を行なうというより、デザイナーたちが従うべき一連の原理を与えるものである。このチームの仕事の真の成功は、

本当に集合的な努力であったことであった。勝見が述べたように、「デザインは『スターシステム』によって行なわ

れるのではなく、チームワークによるものだった」。 

 
1959 年以来、日本のグラフィックデザイナーたちは、「デザイナーが五輪に対してできることとは何か」を発見す

ることに必死だった。「デザイナー社会意識」と名づけられたその年の円卓会議において、亀倉雄策はコミュニケー

ションデザイン、特に日本の公共空間における外国人来訪者環境に関するデザインや、日本語による、彼らに対す

る理解の不足の重要性を指摘した。「我々は、ビジュアル的にコミュニケーションを取る方法を創造し、鉄道を統一

せねばならない。鉄道では、シンボルを見たときに、自分がどこに行こうとしているのかが分かるようにすべきだ。

都市の名前も、100 や 108 といった数字のシステムに置き換える必要があるかもしれない」。日本人が、1949 年の

国連ジェノバ会議で多くの欧州の国々から紹介された国際列車標識の理念に馴染めないが、五輪はそういった方向

に進むための機会であった。普遍的に理解されるビジュアル言語を模索し、クーベルタン男爵がしばしば普遍主義

への渇望を体現したように、象形文字（日本語で絵詞、象形文字をデザインするのに主に用いられる言葉）が初め

て五輪大会に向けてデザインされたことは、こうした文脈に沿っていたのである。勝見は、東京 1964 大会のグラ

フィックデザインに向けた彼の仕事の中で、象形文字が も偉大な達成だったと考え、またその結果が「共通の文

化遺産として国際社会に」贈呈することができた。1961 年に開かれた JAAC（日本広告芸術家クラブ）の展示「商

業的作品から公共サービスや福祉へ」と、商業的デザインという語に対する広範な批判以来、ビジュアルデザイン

やビジュアルコミュニケーションといった語への好意的態度が目立つようになった。日本における象形文字デザイ

ンの主要な貢献のうちの 1 つは、かつては永遠に続く有効性に対する一時的なものとして理解されていたシンボル

デザイン（特に、銀行などの大企業のロゴデザイン）の認識の変化である。 

 
1964 年の象形文字デザインは、国際的な批評家やデザイナーたちから賞賛された。英国の批評家 Stanley Mason

がスイスの雑誌Graphis に書いたところによると、「国際的道路標識のようなシンボルは、容易に理解され、権力者

にも市民にも受け入れられ、そして実用的でなければならない。それは、1964 年の五輪東京大会で達成された。ほ

とんどの旅行者が日本語を理解できなかった。その他の言語は広く使われていなかった。五輪委員会はこの問題を

深刻に取り扱い、勝見勝によって率いられた新しいデザイナーたちが、大会シンボルとその他の標識をデザインし

た。これらのシンボルが次の大会でも使われ、完璧な普遍的ビジュアル言語にまで高められることを望んでいる」。
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たとえこれらの初期の象形文字を開発する過程が、デザイナーの Otl Aicher が積極的に関与してミュンヘン 1972
大会まで続いたとしても、東京 1964 大会のデザインはすぐ後に破棄され、それ以来新たな大会ごとに新しい象形

文字が作られた。それらの新たな象形文字は、国際的デザインの理念というよりも、ローカルな図像学的言語に関

連しているのが普通だった。 

 
1960 年代の日本人デザイナーチームの主要な関心は、日本のビジュアル言語の脱伝統化にあった。それは、近代運

動の抽象的で非アイコン的原理に賛同することで達成されるものであり、戦後日本にとって、新たな企業アイデン

ティティの表現に もふさわしいものとして認識された。デザイナーの大智浩が述べたように、1950 年代まで、国

際的サークルによって評価されていた日本の芸術的作品は、「富士山、芸者、エンジュ、菊」であり、「日本の芸術

の歪められた像が海外に広まっていった」。1960 年代のデザイナーたちにとって、西側諸国に対する従属を強める

ような異国風もしくは女性的な日本のメタファーというよりも、記号、幾何学、抽象的パターンを発信することで、

国の新たな地位が立ち現われることになった。これは特に、3 つの五輪ポスターの中において明らかであった。こ

れらのポスターは、日本のアイデンティティについてはっきり言及しておらず、それはかつての受動的で女性的な

日本の表現とは異なるものであった。これらすべてのポスターは、亀倉雄策によってデザインされたものであった。

亀倉は、日本のデザイン界で卓越した人物で、Bauhaus の影響下で 1931 年に設立された建築と応用芸術の機関で

ある新建築工芸学院で学び、日本広告芸術家クラブ（日本宣伝美術界）のような戦後組織の創設者であり、影響力

のあるメンバーであった。 

 

 
東京 1964 大会の第 2 号ポスター、「短距離走のスタート」は、国立競技場で完全に飛び出さんとしている写真作品

であり、日本人アマチュアアスリートと同時に立川空軍基地の米軍のアスリートを用いている。Maggie Kinser-Saiki

は以下のように述べる。「背景を人工的に暗くする手法は 1964 年の選択肢であった。写真を用いた 初の五輪ポス

ターは、たいした苦労もなく創られた。夕暮れになってスタジアムは自然に暗くなり、スポーツ写真を撮ったこと

のない商業カメラマンがテレフォトレンズを向けている擬似スタートラインに向かって、それぞれバラバラのイベ

ントに参加していた 6 人のランナーたちは、ぶらぶら時間を潰していた。彼は 1000 分の 1 秒に 80 回の露光を用い

た。たった 1 枚のみが、五輪ポスターとしての力を持っていた」。デザイン歴史家の前村は、以下のように指摘し

第 4 号ポスター 

参考 

第 2 号ポスター 第 3 号ポスター 
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た。亀倉が用いたのはひょっとしたら映画の技術であり、あたかも映画の一場面であるかのように、6 人のアスリ

ートが五輪のシンボルに向かって走るイメージを心に持っていたのかもしれない。 

 
亀倉はまた、残りの 2 枚のポスターの作成のため、2 人の写真家と一緒に仕事をした。第 3 号ポスター「バタフラ

イスイマー」は、東京メトロポリタン屋内プールにて、早稲田大学の水泳選手である岩本光司を用いて写真が撮ら

れ、第 4 号ポスター「五輪トーチランナー」は、順天堂大学の学生である田中を用いた。両方のポスターにおいて、

技術的達成の表現は卓越したものであった。亀倉は 2 つ目［第 3 号ポスター］に対して、以下のように述べた。「水

泳写真のために、われわれは泳者が全力のスピードで泳いでこられるように、カメラスタンドを水の中に立てた。

写真撮影の間、写真監督は 10 人ものスタッフを用いた。 初に、我々は自由形の写真をとろうとしたが、シャッ

タースピードが速すぎたために、水が氷のように、泳者は死体のように固まった。そこれわれわれはバタフライの

ストロークにおける調和性に挑戦しようとした」。第 4 号ポスターは、1964 大会の公式ポスターとなったが、以前

のものとは構成的に異なっていた。亀倉はこのように述べる。「東京大会の公式ポスターにおいて、私はスポーツの

厳しさと祭典の興奮を同時に示そうとした。トーチとランナーの特徴を同時にはっきり示すために我々が望んだ光

のコンディションがやってくる夕暮れ時までに、数分間しかなかった。しかし、3 日後、我々はついに望むような

写真を撮ることができた。文字とマークは、宗教的雰囲気を出すために、クロスした形に並べ替えられた」。 

 
この写真ポスターの中から日本らしさという概念を判読するのは難しかったとはいえ、これは五輪マークを用いた

初のポスターではなかった。そうならないように宣言し努力したものの、忠誠心やナショナリズムの概念は、東

京五輪デザインの中にないわけではなかった。これが、国内からの差異化の要請や、日本人デザイナーたちが周辺

国のメンバーとして満たすべきと感じていたローカルなプライドや役割の表現であるかどうかは、未解決のポイン

トであった。確かに、その国の歴史の要素を探すことは、多くの国々において共通であった。その要素とは、明ら

かに歴史的に無関係な正統的近代主義を乗り越えて、異なるバージョンの近代性に集約される。同時に、日本の伝

統が近代デザインの原理と形式的に類似性を持っているという信条が、近代主義の歴史のキーであった。そしてそ

れは、Bruno Taut や Frank Lloyd Wright といった重要な人物が、20 世紀初頭に日本に旅行して以来のものである。

1964 年大会の成功は、国際敵コミュニティにおける同等なメンバーとして受け入れられるために、ナショナルな特

殊性を通じて国際的近代主義の原理を普及させる必要があることを確かめさせた。 

 
五輪エンブレム 

五輪エンブレムのデザインをかけた招待コンペは、1960 年にアナウンスされた。そ

して、この 6 人のデザイナーたちがそこに参加するよう要請された。それは、稲垣

行一郎、亀倉雄策、河野鷹思、永井一正、杉浦康平、田中一光である。40 人のデザ

イナーが作品を提出した後、6 月 10 日に、亀倉の提出したものが選ばれた。 

 
マークコンペに対するエントリーは、必ずしも規格化されたものではなかった。む

しろ、我々は、それらが様々なスタイルのものだと気づく。それは、近代的なもの

から、例えば田中一光と河野鷹思のもののような歴史的なものまで様々で、歴史的

なものは第 1 に日本の家紋を強く思わせるもの、第 2 に富士山のアイコンや日本の

扇子を連想させるものだった。優勝した亀倉のデザインは、おそらくもっとも近代

的なデザインで、オリジナルな色の五輪、金色のサンセリフ体で印刷された

「Tokyo1964」のフレーズ、そしてもっとも良く目立つ赤い大きな輪によって、大

参考 

第 1 号ポスター 
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胆に対称的に垂直的に構成されているものであった。そのエンブレムは、必ずしも常に赤いわけではなかった。白

黒テレビで用いるために、灰色の中から太陽が現れ、黒の中から五輪の 5 つの輪と文字が現れるように特徴付けら

れた。エンブレムは様々に応用され、第 1 号ポスターから、大会の賞状、チケット、メダルなどに応用された。 

 
亀倉雄策は、印刷工の原弘に相談しながらエンブレムをデザインした。実際、亀倉は近代主義と国際主義の熱狂的

な擁護者であった。亀倉は、アメリカ製品が彼のデザインと近代性のコンセプトに対して与えたインパクトについ

て、アメリカによる占領期を通じてそれに親しんで以降特に、よくコメントをしていた。「アメリカ兵によって、多

くの長方形の箱が駅のプラットフォームに捨てられていた。それらは戦闘用には無駄な空箱で、青い抽象的なデザ

インが施されていた。…私はそれを拾い、家に持って帰った。棚に載せてそれを飾ると、私は近代化と文化の新鮮

な空気が部屋に充満したかのように感じた。私は心の底からこう思った。これこそが近代化、これこそがデザイン、

これこそが生活の楽しみというものなのだと。私は 1958 年にニューヨークで行われた国際デザイン会議にゲスト

スピーカーとして招待され、そこでこの体験についてスピーチした。 

 
しかし、近代性を獲得し、この時代の日本の高度な技術的達成を調和させようとした彼の関心以上に、亀倉同様、

勝見もまた日本のグラフィックの伝統に固有の価値に関して、情熱的であった。亀倉は、東京で開催された 1960

年代の世界デザイン会議以来、「形」に関する彼の理念を共有する国際デザインサークルの中で有名になった。「形」

は、1960 年 5 月 12 日に行われた会議でのスピーチのタイトルである。そのスピーチの中で亀倉は、以下のように

述べた。「伝統はデザイナーたちにとって重荷であるが、我々は決して我々の伝統を無視できない。我々に必要なこ

とは、我々の伝統を解体し、再構築することである」。亀倉は特に紋のデザインに関心を持っていた。亀倉は紋を「三

角形とディバイダーによるもの」と見ていた。言い換えると、彼は紋の中に近代主義の理念と強く調和する質を発

見したのである。亀倉にとって、紋のデザインは戦後日本で再評価されるべきものであった。紋は中世期において

一族の軍事的シンボルとして生まれ、江戸期において場所と立場の象徴であり続けた。「日本の商業デザイナーたち

にとって、日本の家紋の美しさに対して新鮮なまなざしを向ける必要がある。それは少なくとも、日本風のトレー

ドマークをデザインしようとする努力につながっている。これは、新しく区別されたシンボル、今であれば日本の

産業を創造するための道となるだろう」。たとえ彼らが歴史的に製造活動や商品活動に関与したことがないとしても。

大きなデザイン雑誌の中における勝見と亀倉の議論の中で、両者は、紋のデザインの発展は、個々のデザイナーた

ちによるものというよりも共同作業による成果であると述べ、また商人にとってのコイン、農家にとっての稲穂の

ように容易に識別できるパターンにも言及している。勝見は常に家紋の重要性を強調しており、彼は家紋を、単純

性と一貫性という点から、「世界中のビジュアル言語デザインの中でもっとも完璧なものの 1 つ」と考えていた。

亀倉は、非日本企業に対するものも含め、いくつかのデザインプロジェクトの中で紋デザインのアイデアに取り組

み続けていた。亀倉が日本の紋デザインに関する研究から引き出した大きな理念は、Herberd Bayer が亀倉のモノ

グラフの序文で指摘した、「中心的イメージ」構成であった。「彼［亀倉］はほとんど『動的対称性』やその他の非

対称的配列の方法によるデザイン構成に戻ることがなかった。彼はひとつの中心的イメージのビジュアルな効果を

知っていた。つまりそれは、通行人がたとえ遠くにいるとしても彼の注意と興味をひきつけるのだ。文字は常に第

2 に重要なものであったが、それは常に中心に置かれ、鮮明さを持ち、イメージのサポートをするものであった」。

「形」の理念と紋のデザインは、東京 1964 大会のエンブレムの強健な対称的構成に利用された。 

 
しかし、五輪エンブレムの一部としである赤い輪は、実際のところ何を意味しているのか？一部の人にとっては、

これは文字通り太陽のアイコンである。しかしその他の人にとっては、これは直接日本の国旗、つまり日の丸を意

味する。建築批評家の川添登によると、「このポスターは、計画的精神よりも健康な身体が重要とされるスポーツイ
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ベントにぴったりのマークであった。その本質的デザインは、日本を象徴化しているが、すべての国境を乗り越え、

国際的に広くアピールしている」。亀倉は明白性の問題を強調し、赤い輪の意味合いについては、デザイナーとして

の彼自身の意図よりも、それを見る人の解釈に任せている。彼は、赤い輪は日本の国旗として認知されないだろう

と主張している。それは、エンブレムが垂直の構成となっているからであり、輪とそれを取り囲む白いスペースの

比率が、典型的な水平の旗と異なるからである。他のところでは、亀倉は以下のように記している。たとえ彼がイ

ンスピレーションとして日本の国旗を利用していたとしても、彼にとってアスリートに対する興奮を象徴化してい

る赤色に、彼は引き込まれたのだと。しかし、大会組織委員会は、この「日の出の動的なシンプルさの新たな応用」、

つまり戦時の日本の役割と結びついたほかの戦闘的特徴を再応用していることに対する満足感を表明した。 

 
しかし、形式的な近代人を志向した日本の国旗を暗喩している点を除けば、ロゴの機能を論じるための限られた方

法は、構成の側面である。自然な方法としては、日本の国旗に対する直接的・間接的言及は、重要な政治的示唆を

持っている。1964 年五輪が戦後日本の平和と脱軍事を象徴するという事実にもかかわらず、五輪委員会のメンバー

の多くは反対の、過去の時代との一貫性を感じていた。近年、多くの近代歴史家たちは、日本の戦前と戦後を断絶

することの不自然さを指摘している。同様に、五輪研究者たちも、戦前と戦後のディスコースの類似性と、幻の 1940

年東京大会と 1964 年大会の関連性を探求している。Otomo Rio は、東京五輪は日本の観客たちに対して「統合さ

れた国民国家としてのイメージの再構成」をさせたが、軍事的領域が取り除かれることなく 1930 年代のディスコ

ースが続けられたと述べている。五輪に関する歴史研究家である Christian Tagsold は、1964 年大会の開会式に関

する研究の中で、以下のように結論付けている。日の丸や国歌といった古典的な日本のナショナリズムの象徴は、

たとえ第二次大戦によって汚されたとしても、復活し、再構成され、国内的にも国際的にも受容されるものとなっ

たと。John Hall は、国家元首としての天皇の地位が決して明白ではない時期における、開会式における天皇の挨拶

について、「ひょっとすると、新しい国民主権と天皇の地位が外の世界に対してもっともはっきり示されたのは、

1964 年五輪の開会式であったかもしれない」と述べている。同様に、1964 年大会の公式花は、大日本帝国の花で

もあった菊が選ばれた。また、Sandra Collins によると、「たとえこれらの国際スポーツイベントが平和に貢献する

としても、日本の軍事的な過去と現在から逃れることはできない」。日本の自衛隊は、五輪旗をスタジアムへと運び、

天皇がロイヤルボックスを去る際にジェット機で空に五輪マークを描くことで、存在を示した。 

 
こうした過程を自然化する際に、デザインが果たした貢献は論破できない。しかし、これは驚くべきことではない。

五輪デザイナーの亀村と原は、近代デザイン、特にロシアの構成主義に影響されており、戦時日本におけるナショ

ナリストの表現に積極的な役割を果たしていた。原は、論争的なプロパガンダ雑誌『日本と前衛』のアートディレ

クターであり、亀倉はそこで指導的役割を果たしていた。これらの雑誌は民間資本によって資金提供を受けていた

が、例えばモンタージュ写真などの超近代的言語や技術によって日本の軍事力や植民地力を海外に知らせることで、

戦前日本のナショナリスト的目的に貢献していた。また原は東京 1940 年大会の海外告知用広告ポスターのデザイ

ンもしており、そこでは近代的表現というよりも、kigen のポスターが目立つような富士山の抽象的シンボルが用

いられていた。 

 
この 20 年間のデザイナーたちの派閥は、デザインのイデオロギー的役割と、デザインの形式主義的解釈の限界に

対して、重要な疑問を提示した。保守的意味合いに対して革新的言語を用いることは可能なのか？デザイナーたち

は政治的責任を欠いているのか？しかし、デザイナーたちの意図を超えて、これらのプロジェクトの機能を理解す

るために決定的に重要になったことは、彼らが取り掛かっている範囲内での全体的文脈である。五輪が国民文化と

して認められている時代における五輪のビジュアル文化には、どのようなタイプの意味合いが込められているの
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か？ 

 
1960 年代の日本における政治的理念が変化したとしても、国旗の優位性を見ても明らかなように、国家［state］

の考えは依然として国民［nation］のそれと調和しているが、動いているアスリートのイメージは、個人の努力は

集団的善のためのサービスであるという過去の考え方と似たようなものとして伝わっている。しかし、Otomo が示

唆したように、「戦後、国家権力が目立たないものとなるにつれて、圧力を加えてくる現況を想像することが難しく

なった」。戦前の五輪によって構成された文化は、ハイテク製品や消費的商品の広告と融合するようになり、大衆の

注意を物的結果へと移させることによって、イデオロギーを隠す能力を身につけたように思える。 

 
北京2008五輪大会用のグラフィックデザイン 

44 年後、中国は五輪大会を開催する 3 番目の国家となったが、それは IOC にとって普遍化され

た議題として「自然」なものとしての選択であった。北京五輪のデザインにおいて発信されたロ

ーカルとインターナショナルは、いかなる関係を持つのか？2008 北京五輪のエンブレムのデザイ

ンは、国際コンペの後に選択されたが、そのうち 89％のエントリーが中華人民共和国から寄せら

れたものであった。国際的なデザイナーと IOC メンバーによって構成された国際委員会は、 終

の 14 エントリーを選んだ。そしてそこで、現代中国を代表する多様な集団から成る人々が参加

し、 終的に中国企業であるAICI によるデザインが選ばれた。優勝したエントリーは古代中国の印をイメージした

もので、そこには 2 つの意味合いを持つデザインが記されていた。それはつまり、一方でアスリートの姿を象徴的

レベルで表現したものであり、もう一方は、「北京」の 2 つ目の語であり、「都市」を意味する中国語「jing」［「京」］

が文字レベルで表現されている。この形はまた、文化を意味する「wen」も想起させるが、それはデザイナーたち

の意図ではなかった。 

 
AICI のCEO であるZhang Wu が説明したように、この形は曲がった身体を持つ人間からなるもので、この曲がっ

た身体は古代中国において英雄を意味したスタイルである。改良の過程において、この姿は「踊っている」人に似

た動きの意味を付加された。このエンブレムのもう 1 つの重要な側面は、中国文化に特徴的なものとして筆を用い

たという決断である。また特にそこで用いられたZhuan 体は、中国とその言語を統一した期間として知られる秦‐

漢王朝時代（BC221 年～AD220 年）に進化したものである。改良段階の間、委員会メンバーは、「京」の文字の文

字‐絵画的な二重の姿に注目し、それは言葉として不完全なものだと考えた。Zhuan 印を刻む多くのプロの彫刻家

たちは Jiaguwen（占い用の骨）中国文字を調査し、「京」は文字としての資格を持たず、むしろ象形文字であった

と結論付けた。その象形文字は、秦時代以前のタイプの印に用いられ、Xiaoxing と呼ばれた動物がそこに刻まれて

いた。 

 
「Beijing2008」のロゴ文字に関して、委員会は、コンピューター文字や筆記体で書かれた筆文字から、300 人の子

どもの手書き文字まで、様々な選択肢を考えた。そしてこれらはすべて、ふさわしくないものとされた。結局、AICI
のデザイナーは、北京五輪委員会によって「中国文化の偉大さを素晴らしく示している」と評価されたHan 書記体

を用いることを提案した。 

 
ロゴデザイン同様、トーチのデザインもまた、厳しい改良とチームワークの末に行われた国際コンペの結果であっ

た。コンペは多国籍企業の Lenovo が優勝した。Lenovo はコンピューター企業であり、中国、日本、アメリカにあ

る。トーチデザインは、主に 3 次元よりも 2 次元を考慮したものであり、それは伝統的な中国の絵巻物の形を想起

参考 
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させるものであった。それはAD1 世紀の中国によって開発された紙を強調しており、その表面の構成に焦点化して

いた。その主要な2つの特徴は、色使い―真紅と鮮やかな銀―と、めでたい雲を浮き出させた柄であった。「Leiwen」、

もしくはその後の変形型である「xiangyun」と名づけられたこの柄は、中国の青銅器時代に由来するものである。

Leiwen は、中国式の渦巻き型に変形された雲をかたどっており、その渦巻きは精神性のシンボルとして知られる。 

 
文化的アイデンティティ及び過去の国家の栄光を記録するものとして中国の歴史的モチーフを用いることは、毛沢

東中国時代以後の復活のためのテーマであった。図像学の素として歴史を用いることは、北京大会のデザインと東

京大会のデザインを区別するものである。東京大会のデザインは、「紋」と「形」の形式というよりも理念を発達さ

せることを通じて、歴史との象徴的関係よりも構文的関係を考慮したものであった。近代中国における歴史的なパ

ンドラの箱を開けることは、アイコン的根拠の色合いを豊かにすることであった。そのアイコンの根拠は中国独自

のものであるばかりか、かつての中国のアジアにおける優位を思い起こさせるものであった。現代中国におけるナ

ショナリスト気質は、こうしたアプローチの背景になった。Ko Sunbing がこれについて語ったように、「ナショナ

リズムは、共産党の正統性を強化し、国民に目的と意味合いの感覚を与える手段となった」。同時に、かつての中国

統一期に対する強調も目立ち、それは再発する分離主義者運動に対して他民族・多言語・多文化国家としての中国

の統一にとってコンスタントに必要となる。 

 
現代デザインの理念を通して再び脚光を浴びている古代中国の図像学はまた、東半球でかつて支配的役割を演じて

いたという強みを与えることで、中国における現代の国家―企業文化を表現するのに理想的な手段となっている。

この示唆的枠組みはまた、しばしばステレオタイプな図像学へと転落してしまうような差異の記録を通じて、「他者」

を消費しようとするグローバルなオーディエンスの要求に完璧に応じている。 

 
中国の歴史的背景を強調することが日常生活における物理的・心象地理的領域を破壊する過程を伴うことは、皮肉

である。もしも日本のケースにおいて、日本が変化と革新を宣言しているにも関わらず戦前のナショナリスティッ

クな過去との暗黙の一貫性を有していることを、五輪デザインに関するより深い研究が明らかにしているならば、

グラフィックデザインに見られるような中国の歴史性の強調は、一貫性を喧伝しているのではなく、変化の時代を

喧伝している。たとえ、この変化が遠い歴史的過去について主張しようとしているとしても、もっとも近い過去と

の決別をもたらすことをやめはしない。それは、伝統的生活パターンの崩壊と同様、共産主義体制によって近年ま

で支えられていた文化的・美的形式を捨てたことからも明らかである。Haugen が分析するように、「中国古代の歴

史は、現代の中国国民の偉大さの可能性を示す伝統的期間として表現されている」。遠い過去は「偉大さへの約束を

抱えている時代」として認識されているのに対して、 近の過去は「苦難の時代」として認識されている。そのた

め、逆説的にも、過去の栄光が主張されるためには、歴史的断絶が成し遂げられなければならないのだ。 

 
日本のビジュアル文化を脱伝統化する、近代的で偶像破壊的なビジュアル言語を発しようとする日本のデザイナー

たちとは対照的に、ポスト革命期中国における中国五輪企業は、古代中国文化を象徴的に参照することをためらわ

ない。そこにおいては、その上にある彼らの貨幣を、グローバルな市場における民族的差異を示すような価値のあ

るものとして利用しようとし、世界の大国としての中国の再興を、比喩的方法で宣言している。彼らが、復活した

国民の新たな建設的理念をビジュアルに記録しているのと同様、これらの新たに作られたグラフィック言語もまた、

破壊的ないし保守的と考えられるかもしれない過程を覆い隠していた。つまり、彼らのイデオロギー的役割は、こ

れらの矛盾を正確に中性化することだったのだ。 
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アテネ2004五輪大会用のマスコットデザイン 

アテネ 2004 大会は、古代・先史時代の過去とギリシアの関係を断ち切りはしなかった。近代ギリシア人が育てて

きた先史時代から現代まで続く歴史的一貫性の考えを疑うことなく、大会はむしろこれらの資源を視覚的に再利用

しようとした。それは、国民のアイデンティティを再ブランド化し、現代のデザインの共通語の基準と一致させる

ために、現代的デザインとパフォーマンス言語を用いた。 

 
次に、私はある簡単な例に言及したい。それは現代においてよく見られるブランディング戦略を示すもので、消費

者を、形成し［form］、情報を与え［inform］、変容させる［transform］ために、アテネ 2004 大会でも北京 2008

大会でも用いられたものである。このデザインは、我々が北京のケースで見てきたものと似ており、企業デザイン

のグローバルな基準に固執し、同時にある程度制限された個別主義を提示している。たとえ、外的なレベルにおい

てそのデザイン言語はぱっとせず、退屈ですらあるように見えるとしても、ビジュアルなレベルを超えた、変わっ

たコミュニケーションのレベルを用いることで、利用者や観察者、ときに製品の消費者に伝えるための情報の副次

的レベルを通じて、興奮が立ち現れてくる。 

 
2 体のマスコットであるPhevos とAthena の人形は、不慣れなオーディエンスにとって、特にギリシア風の顔つき

ではなかったようだ。彼らのPhevos（光の神を暗示する）とAthena（智恵の神であり、アテネの守護者）という

名前同様、彼らの衣服にプリントされたアテネ 2004 のエンブレムは、第一にギリシア性の層である。しかし、彼

らが望んでいる様式のギリシアとは何なのか？ギリシア人デザイナーたちによると、それはBC8 世紀の鐘楼に基礎

を持ち、ギリシア人形であり、23 センチの高さを持ち、粘土で作られ、鳥のような顔と可動式の脚を持つという形

である。 

 
ニューヨークタイムスは、そのマスコットを「空想上の、鮮やかな色をした一対の風刺漫画的人造人間」と特徴付

けたが、ギリシア擁護者にとって彼らはかわいらしく、人間本意で、鮮やかな色合いを持つために容易に認識でき、

その教育的性格によって歓迎されるべきものであった。しかし、より多くのギリシア人オーディエンスは、デザイ

ナーたちの説明にもかかわらず、この 2 つの人形をギリシアのものとして受け入れるのに時間がかかった。2001
年に一般に公開された後、それらは 2 体のへんてこで人型のモンスターとして特徴づけられた。そしてそれは単に

子どもっぽいのみならず幼稚で、人形というよりも恐竜か遺伝子操作されたキュウリに似ているとされた。そのマ

スコットに関して、歴史的論争が起こった。ある人々は、それらを古代ギリシアの遺産に対する冒涜でそれを傷つ

けるものであり、ギリシアの人々を攻撃するものであり、その名前に対する不信義であり、BC5 世紀から 4 世紀の

黄金時代のものと比べて高く評価されるわけではない、BC8 世紀の芸術作品であり、古風なシンボルとして不適切

だと考えている。ある批評家たちはまた、2 体のマスコットは中国産であるために非ギリシア的なアイデンティテ

ィを持ち、ギリシア的なものというよりもシンプソンズに似ていると不満を述べる。ギリシア人オーディエンスの

初期の懐疑的態度にもかかわらず、マスコットは 終的に 500 万ユーロの利益を挙げた。 

 
アテネ 2004 大会のデザインと北京 2008 大会のデザインの両方における成功は、3 つの過程に基礎を置いていると

私は主張したい。第一に、それらは形を作った［form］。それは、ギリシア性や中国性といった偏狭な表現を超えた

近代のビジュアル言語を受容したのだ。それは言い換えるなら、彼らが利用した言語はグローバルなデザイン言語

なのだ。第二にそれらは、情報を与えた［inform］。それは、初期の造詣段階で与えられた審美的圧力を豊かにする

ような一定水準の副次的情報を提供することによる。そして第三に、変化した［transform］。それは、それを見る

人にとって、彼らが単なる消費者から、情報を与えられた客体へと変化し、そのために内的変化を引き起こすよう
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な感覚を与えることによる。この過程において、消費される製品の物理的領域が、情報が行き渡り、そのためメデ

ィアの逃げ口となり、製品が想像力による作品に干渉する力を露呈するような、中間的領域と結合された。利用者

を「形成」し、利用者に「情報を与える」ような物的・非物的製品に対するメタレベルでの関与は、グローバル化

された世界における今日、国民［nation］が表現される方法における重要な差異である。グローバル化時代におけ

る五輪大会のデザインは、単に開催国の権威を高めるための表現（ちょうど東京 1964 大会のように）や、よく知

られ認知されているものに頼ってその文化を表現するもの（ステレオタイプや固有性キャンペーンが行われるよう

に）ではない。五輪デザインを通じて国民［nation］に関与することは、今日の我々の身のまわりにある多くの「次

世代」製品と同様に、消費物を変化させる可能性を持つことを約束し、多くの機会のうちの一部としての消費行動

を表現している。ナショナルな内容を求める人々や、グローバルなデザイン言語における流暢さを期待する人々を

不満に思わせることなく、五輪製品は、多義的な能力を持って、開催国に対して様々なレベルで貢献するよう駆り

立てられた多様なオーディエンスの期待を満足させている。 

（翻訳：本学社会学研究科博士後期課程・笹生心太） 

 
参考 

前村文博、2004、「日の丸とモダン―’64 東京大会シンボルマークとポスターをめぐって」、清水諭［編］『オリンピ

ック・スタディーズ―複数の経験・複数の政治』せりか書房、pp.132-153。 
「JOC オリンピックメモリアル」 http://www.joc.or.jp/memorial/20080508.html. 

「The Official Website of Beijing 2008 Olympic Games」 http://en.beijing2008.cn/en_index.shtml 


