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マスゾエでなくてホントに
良かったなぁ！ 



 
2016～2020 



これは舛添効果と云うべきか・・ 



日本のプレゼンは良かった！ 

• クリエイティブチーム 
 
• 総合演出＋演舞振付  MIKIKO 
• クリエーティブ ディレクター  菅野薫 
• クリエーティブ スーパーバイザー＋音楽監督  椎名林檎 
• クリエーティブ スーパーバイザー  佐々木宏 
 

• 制作チーム 
 

• チーフ映像ディレクター 児玉裕一 
• チーフアートディレクター 浜辺明弘 
• チーフクリエーティブ 制作プロデューサー 藍耕平 
• クリエーティブ 制作プロデューサー 映像プロデューサー 稲垣護 
• チーフテクニカルディレクター メディアアーティスト 真鍋大度 



主役は椎名林檎 



緻密な演出－１ 
オメガはオリンピックの中でも最上位のスポンサーであるワールドワイドパートナー。
因みに、オメガが2020年のオフィシャルタイムキーパーとなったのは2009年。 

アベが時間を気にして・・・ 
OMEGA/オメガ コンステレーション C
ライン/ジェラルド・ジェンタケース 
1968年式 



オメガはオリンピックのTOP 
ワールド・ワイド・パートナー 





国の首相の登場など例が無い 



緻密な演出－２ 

背景にあるのは・・・・ Ｅ6-こまち 新幹線の新型車両 



緻密な演出－３ 
半世紀前のオマージュ再現 



アニメキャラの総出演 



よく見るとゴエモンまで見える 





緻密な演出－４ 
通行人の視線は集中している 



仕掛け人は森喜朗 
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長 



主役は「日本」でなく「東京」の筈 



この８分間はいくらかかったのか？ 

オリンピック組織委員会が発表した費
用は１２億円！ 
 

リオ五輪での演出は４年後の祭典を待つ東京をＰ
Ｒ。ドラえもんやキャプテン翼など日本が誇るアニ
メのキャラクターや最新の映像技術を駆使し、約５
０人の日本人ダンサーが出演した。組織委による
と、長距離移動を要するブラジルまでの機材輸送
費や人件費で予算が膨らんだという。 



招致合戦の疑惑 



日本は６４年ぶりに招致成功 



歓びようも一入だったのだが・・・ 















巨額の招致費用は事実のようだ 



エンブレムのパクリ騒ぎ 





佐野研二郎はムサビの教授 



提訴の元は 

• リエージュ劇場は1918
年にベルギー国王がリ
エージュ市に設立した
国立のギムナジウムが
起源であり、現在も当
時のベルギー国王が創
立した劇場として知ら
れる 

• 劇場およびロゴのデザ
イナーはオリビエ・ドビ
氏 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1918%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1918%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%9B%BD%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%9B%BD%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%A0%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0




日本側は市松模様のエンブレムに 



リオはやり直しせずに押し通した 



どうやらパクリの常習犯だった？ 





新国立競技場 



整地はほぼ完了 
2015-2-1～2016-8-1 



誰が施行者なのか？？ 



デザインを請け負ったのは 

• ザハ・ハディッド: Zaha Hadid、
1950年10月31日 - 2016年3月31
日は、イラク・バグダード出身、イ
ギリス在住の女性建築家。 

• 現代建築における脱構築主義を
代表する建築家の一人で、デザ
インが奇抜すぎてコンテストに優
勝しても建築されなかったことも
多く、アンビルト（実現しない建
築）の女王の異名を持っていた
が近年では、建築技術の進歩に
より建築可能物件が増えてきて
いる。 

• BIM（ビルディング・インフォメー
ション・モデリング）を駆使し、従
来にない曲線的なデザインを実
現してきた 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1950%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1950%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%B0%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E6%A7%8B%E7%AF%89%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E5%BB%BA%E7%AF%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%80%E8%A1%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B2%E6%AD%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/BIM


この人のデザインは奇抜！ 



実際やるとバカ高いことが判明 



結局あまりの高額公費で廃案 

• 彼女のデザイン案は、2012年11月に国際コンペ
にて選ばれた。その後、設計責任を負わないデ
ザイン監修者（監修料13億円）として施主の日本
スポーツ振興センター（JSC）と契約し、設計自体
は日本の設計者が担当していった。 

• 2015年7月17日（10月に着工予定だった）、安倍
晋三首相は建設計画の白紙撤回を決断。 

• 彼女のデザインを推したコンペ審査委員長の安
藤忠雄は前日の会見で、建設費まで視野に入
れる義務はなかったし、2,520億円（7月7日の最
終試算額）に驚いたと述べていた 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%AB%B6%E6%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%AB%B6%E6%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%AD%E8%A8%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/2015%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2015%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%97%A4%E5%BF%A0%E9%9B%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%97%A4%E5%BF%A0%E9%9B%84






• A者 - 大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設
計事務所 共同企業体 

 

• B者 - 伊東・日本・竹中・清水・大林 共同企業
体 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%88%90%E5%BB%BA%E8%A8%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%93%E8%A8%AD%E8%A8%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%88%E7%A0%94%E5%90%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E8%B1%8A%E9%9B%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E4%B8%AD%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%BA%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%BB%BA%E8%A8%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9E%97%E7%B5%84






最終案となったＡ案 



起工；着工予定 2016年（平成28年）12月1日 

会場：完了予定 2019年（平成31年）11月30日 

所有者：日本スポーツ振興センター 

建設費：約1490億円を予定 

設計者：大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設 

      計事務所共同企業体 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2019%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2019%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC


費用の出所は・・・ 

• 新整備計画2015年12月22日時点。最大1581
億円を予定するうち、半額の791億円を国が
負担し、残り1/4（395）ずつを、都とJSC（スポー
ツ振興くじ「toto」の収益）で折半する見込み
[134][127]。2016年5月2日、財源に関する法律
が参議院本会議で可決・成立した 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%81%8F%E3%81%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%81%8F%E3%81%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A0%B4#cite_note-139
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A0%B4#cite_note-scheme-132




肝心要の聖火台が無い！？？ 

• 国際オリンピック委員会
（IOC）は聖火台について、
「すべての観客から見え、
外からも見えるようにす
べき」などとルールを定
めている。聖火台の設置
場所はIOCの承認が必要
で、東京オリンピック・パ
ラリンピック大会組織委
員会によると、夏季大会
で聖火台がメーン競技場
の外に設置された例はな
いという。 
 

http://www.jiji.com/jc/c?k=2016030300969
http://www.jiji.com/jc/c?k=2016030300969






東京の聖火台は釜石に貸与中 



組織委員会 



今後の角逐？ 



小池は笑っていない・・・ 



誰が任命したのか？ 

• 森 喜朗（もり よしろう、1937
年（昭和12年）7月14日 ‐ ）
は、日本の政治家。東京オ
リンピック・パラリンピック競
技大会組織委員会会長。 
衆議院議員、文部大臣（第
105代）、通商産業大臣（第
56代）、建設大臣（第62代）、
内閣総理大臣（第85・86代）、
自由民主党政務調査会長、
自由民主党幹事長、自由
民主党総務会長、自由民
主党総裁（第19代）などを
歴任した。/ 



膨大な天下りの塊？ 

• 武藤 敏郎（むとう としろう、
1943年〈昭和18年〉7月2
日 ）は、日本の大蔵官僚、
経済学者、実業家。株式会
社大和総研理事長、言論
NPOアドバイザーリポート、
学校法人開成学園理事長、
元東京大学先端科学技術
研究センター客員教授。 
大蔵・財務事務次官、日本
銀行副総裁などを歴任した。
2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会組織
委員会事務総長および理
事。/ 



法外な家賃はホントに必要なのか 



膨れ上がる予算の行方は・・・ 



オリンピック道路（２号線） 



オリンピックに間に合わないからという日程の決め方 



「待った」をかけた小池の勇気！ 



小池はトンデモナイ不発弾を掘り起こした？ 





こんな大嘘が罷り通っていた！ 





清水建設(水産仲卸売場棟) 大成建設
(水産卸売場棟) 鹿島建設(青果棟) 



元凶は石原・・・本人は忘却 



金銭感覚麻痺状態だぁ！！！！ 


