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1．著作物等の「簡素で一元的な権利処理」の実現化に向けた検討

―経産省が文化庁と連携し、「簡素で一元的な権利処理」を可能とするためのシ

ステムのシステム要件に係る調査報告書を公表〔堺 有光子〕

2．「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン（検討のまとめ）」

が公表される〔髙橋 悠〕 

3．スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則及び平成 20 年文部科学省告示

第 10号の一部改正案に関するパブリック・コメントが実施〔城戸 賢仁〕 

――――――――――  Column  ―――――――――― 

埋蔵文化財と開発事業〔緒方 航〕 

――――――――――  判例紹介  ―――――――――― 

金魚電話ボックス事件控訴審判決（大阪高裁令和 3 年 1月 14日判決） 

―現代アート作品の著作物性の検討―〔瀧山 侑莉花〕 

MHM Culture & Arts Journal では、今月も、文化芸術活動に関連する様々なリーガル

ニュース、裁判例、コラム等を皆さまのもとにお届けします。文化芸術活動に関心や接

点を有する皆さまの気付きやアイデアの端緒・きっかけとなれば幸いに存じます。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ Lawyer’s Pick  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1．「著作物等の「簡素で一元的な権利処理」の実現化に向けた検討 

―経産省が文化庁と連携し、「簡素で一元的な権利処理」を可能と

するためのシステムのシステム要件に係る調査報告書を公表 

文化審議会は、2021年 8月以降、様々なコンテンツ利用に際し、複雑化する権利

処理の仕組みを整理し、権利者の探索等の費用及び手続負荷を減らし、コンテンツ利

用の円滑化を図ることで、取引コスト全般を低減し、権利者に対する対価還元の創出
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や正規品の流通拡大等を目指すことを目的として、「簡素で一元的な権利処理」が可

能となるような方策の検討を続けています。 

この検討においては、現状、様々な管理団体や権利者団体により管理されている

データの一元化を検討することの他に、特に、近時活発化する一般ユーザーによる創

作作品（「UGC（User Generated Contents）」）等のデジタルコンテンツの二次利用を

適切に実施可能とすることや権利者不明又は権利者と連絡を取ることができないこ

と等により利用許諾が得られないコンテンツの活用も検討課題として挙げられてい

ました。 

そして、2021 年 9月末～同年 10月中旬にかけて、「簡素で一元的な権利処理」の

在り方に関する意見募集が実施され、募集された意見結果（団体 37件、個人 61件の

回答がありました）等を踏まえ、同年 11 月には、素案（「中間まとめ」）が取りまと

められました。「中間まとめ」においては、海外で実際の導入や導入の検討が進んで

いる「拡大集中許諾制度」を日本においても導入することも視野に、当該制度を基に

「簡素で一元的な権利処理の実現」を可能とする仕組みの実現が提言されました。具

体的には、窓口組織や特定の管理事業者が許諾に相当する効果を与えることや、窓口

組織への申請や十分な使用料相当額の支払いをもって利用又は暫定利用を可能とす

ること、あるいは窓口組織が著作権等不明著作物に係る文化庁長官への裁定申請手続

を代行することなどが検討されています。また、現状様々に存在する管理団体等の権

利情報データベースに関しては、分野を横断する包括的な権利情報データベースの構

築が提言されました。 

今般、本年 7 月 6 日に、このような文化審議会における検討状況を踏まえ、経産

省が文化庁と連携し、各コンテンツ分野（曲・歌詞／脚本／漫画／映画／原盤等）の

各著作物等管理団体による管理状況を調査の上、「『令和 3年度コンテンツ海外展開促

進事業（著作物等の簡素で一元的な権利処理の実現化に関する調査事業）』に関する

報告書」を公表しました。この報告書では、具体的な事例を比較検討するなどしなが

ら将来的な一元化システムの運営体制方法が具体的に検討され、集中管理団体の非構

成員によるシステムへの登録を促進する方法案等も示されています。また、次年度以

降、実証事業を行うことも検討されており、並行して、各管理団体等の意向について

更に調査を進め、国からの説明等を含む各管理団体等との間の交渉期間を設定するこ

とも検討されています。 

クリエイターの権利が適切に取り扱われ、かつ、利用者にとって簡便かつ効率的な

仕組みの構築が目指されます。 

（堺 有光子） 
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2．「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン（検討

のまとめ）」が公表される 

 

本 CULTURE & ARTS BULLETINの Vol.8（MHM Culture & Arts Journal- Issue 1 -）

でお届けしたとおり、文化庁は、2022 年 5 月 23 日、「文化芸術分野の適正な契約関

係構築に向けたガイドライン（検討のまとめ）（案）」（以下「ガイドライン案」とい

います。）を公表し、パブリック・コメントを実施していましたが、同年 7月 13日の

文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議（第 6回）を経て、同月 27日、

当該パブリック・コメントの結果を踏まえた「文化芸術分野の適正な契約関係構築に

向けたガイドライン（検討のまとめ）」（以下「本ガイドライン」といいます。）が公

表されました1。 

公表された本ガイドラインは従前のガイドライン案から基本的には変更されてい

ませんが、①芸術家等が事務所等と契約するいわゆるマネジメント契約について本ガ

イドラインにおいて言及はないものの本ガイドラインは契約の書面化の推進や取引

の適正化の促進の観点などマネジメント契約との関係でも参考にできるものである

と記載されたこと、②契約の書面化に関して業務内容や報酬等の基本的な事項に関す

る記録は事前に行っておくべきであることが明示されたこと、③制作や実演の現場の

安全衛生に関する責任体制の確立のため芸術家等の安全衛生管理を行う者を置くこ

とが望ましいと記載されたこと、④肖像権及びパブリシティ権について「譲渡するこ

とができない」権利という表現が「人格権由来とされている権利」という表現に置き

換えられたこと、⑤契約書ひな型において、スタッフや実演家は人格権等を行使しな

いこととされていたのが削除され、代わりに人格権や人格権由来の権利の取扱いにつ

いて確認しておくことが求められる旨の注記が追記されたことなど、若干の変更が加

えられています。 

本ガイドラインの公表によって文化芸術分野における適正な契約関係が促進され、

我が国の文化芸術がより一層発展・成長することを願ってやみません。なお、本ガイ

ドラインについては、近日中に本 CULTURE & ARTS BULLETIN で詳しく解説する予

定です。 

（髙橋 悠） 

 

 

3．スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則及び平成 20年文

部科学省告示第 10号の一部改正案に関するパブリック・コメント

が実施 

 

2020年 12月 19日に施行された「スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独

 
1 本ガイドラインの内容については、https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunk

a_geijyutu_bunya/index.htmlをご参照ください。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00064987/20220614-051659.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064987/20220614-051659.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064987/20220614-051659.pdf
https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/14273.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunka_geijyutu_bunya/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunka_geijyutu_bunya/index.html
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立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律」により、スポーツく

じの対象競技にバスケットボールが加えられるとともに、単一の試合の結果を予想す

る単一試合投票及びリーグ戦の順位等を予想する順位予想投票が導入される等の改

正が行われました。 

そして、2022 年 7月 6日から同年 8月 5日にかけて、上記法改正により認められ

ることとなったスポーツくじの発売を開始するにあたって必要となる手続きを定め

るための、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則」及び「平成 20 年文部

科学省告示第 10 号（スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第 7 条第 1 項

の規定に基づく文部科学大臣が定める数）」の改正案について、パブリック・コメン

トが実施されました。 

一連の改正によるスポーツくじの拡大が、スポーツ振興やスポーツ界への支援のた

めの財源確保に貢献することが期待されています。なお、欧州や米国では、いわゆる

スポーツ・ベッティングの解禁・民間開放2・市場拡大が進んでおり、日本において

も、経済産業省に設置された「地域×スポーツクラブ産業研究会」の第 1次提言（2021

年 6月）3が、日本におけるスポーツ・ベッティングの活用可能性に言及しています。

日本におけるスポーツくじ・スポーツ・ベッティングに係る今後の議論にも要注目で

す。 

（城戸 賢仁） 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  Column  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

埋蔵文化財と開発事業 

 

ある日地面を掘り進めていたら偶然貴重な遺跡を発見して・・・と聞くと、夢

やロマンを感じる人が多いのではないでしょうか。このような出来事は実際にも

珍しいことではなく、最近では、高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発に際して、1872

年に日本で初めて鉄道が開業した際に海上に線路を敷くために築かれた高輪築

堤が発見されたということが、報道等でも知られているところです。 

このように土地に埋蔵されている文化財（遺跡）は、「埋蔵文化財」と呼ばれ、

文化財保護法によって一定の保護を受けています。例えば、埋蔵文化財の存在が

知られている土地は「周知の埋蔵文化財包蔵地」として定義され（文化財保護法

93 条 1 項）、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発工事を行う場

合には、事前の届出等を行う必要があります（同法 93条 1項、92条 1項）。また、

周知の埋蔵文化財包蔵地以外であっても、新たな埋蔵文化財を発見した際には届

出や通知の義務が課されています（同法 96条）。そして、埋蔵文化財の内容等が

 
2 現在、日本においてにスポーツくじを実施することができるのは、独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンターのみです（スポーツ振興投票の実施等に関する法律 3条）。 
3 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/chiiki_sports_club/pdf/20210625_1.pdf 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95239.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/chiiki_sports_club/pdf/20210625_1.pdf
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明らかになった場合には、埋蔵文化財の保存のため、その価値等に応じて国によ

る史跡指定（同法 109条）又は同法 182条 2項に基づく地方公共団体による史跡

指定の措置がとられ、その保護が図られることとなります。なお、現在、周知の

埋蔵文化財包蔵地は全国で約 47万か所以上存在しています。 

しかしながら埋蔵文化財は、地面に埋まっているという性質上、発掘調査を行

わない限り正確な位置や内容等が分からず、開発事業に際して思いがけず埋蔵文

化財包蔵地を発見してしまうこともあります。このような場合には、その埋蔵文

化財の保護と、工事の中断等予定されていた開発事業の遂行を巡って難しい調整

が生じ得ます。事実、上記の高輪築堤は、2021 年 9 月 17 日に史跡として指定さ

れてその一部が現状保存されることになっていますが、その歴史的な価値を踏ま

えて全部保存を求める声と、予定されていた開発計画の遂行とをどう調和させる

かという点で一定の議論がなされていたようです。 

このように一方では埋蔵文化財の歴史的・文化的な価値の保存と、開発事業の

遂行というのはその要請が衝突する場面が存在するというのは否めません。しか

しながら、いずれの立場においても埋蔵文化財の所在と内容を可能な限り事前に

把握して周知することが求められ、①現状保存すべき埋蔵文化財の考え方や②重

要な埋蔵文化財を現状保存するために必要な事項の検討は、埋蔵文化財行政の重

要な任務といえます。このような背景を元に、文化庁文化審議会文化財分科会は、

2022年 7月 22 日に「これからの埋蔵文化財の在り方について（第一次報告書）」 4

を公表し、これらの①及び②について一定の整理を行っています。例えば、①に

ついては、埋蔵文化財について一定の区分を行い、特に国が指定する史跡に相当

するとして文化審議会によるリスト化がなされたもののうち指定手続が未了で

あるものを「指定相当の埋蔵文化財」と呼んでいます。そして、指定相当の埋蔵

文化財にまつわる課題として、埋蔵文化財包蔵地の内容等についての十分な情報

がないため発掘調査は開発事業に伴って実施されることが多く、結果として開発

事業の延期や費用増を招いてるといった事項や、指定相当の埋蔵文化財の考え方

について必ずしも国や地方公共団体、開発事業者、地域住民等の間で整理・共有

されていないことなどの課題が指摘されています。また、②については、国にお

いて、上に述べたような指定相当の埋蔵文化財のリストを作成して公表し、その

保護について地方公共団体に専門的な指導・助言を行うことや、埋蔵文化財の事

前把握を進めるための高度な技術の導入・開発・普及を図るなどが提言されてい

ます。 

価値ある埋蔵文化財を適切に把握してその価値の保存をすることは、夢やロマ

ンを守るだけではなく、開発事業などを通じた現代の文明社会の豊かな発展のた

めにも重要なことであるといえそうです。 

（緒方 航） 

 

 
4 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/3rd_chosakai/pdf/93742701_01.pdf 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17526.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/3rd_chosakai/pdf/93742701_01.pdf
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  判例紹介  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

金魚電話ボックス事件控訴審判決（大阪高裁令和 3年 1月 14日判決） 

―現代アート作品の著作物性の検討― 

 

Ⅰ．はじめに 

 

近年、地方自治体や商業施設が催すアートイベント等において、いわゆる現代アート

作品と称されるものが展示されることも増えてきました。 

現代アートにおいては、文脈（コンテクスト）が作品の重要な要素であるとされます。

たとえば、Marcel Duchamp の“Fountain”（1917）が、単なる便器であるにも関わら

ずアート作品として承認されているのは、既製品である便器を美術館に飾ることにより、

当時の美術品概念を覆す視点を鑑賞者に提供したからであるといわれています。

Duchamp は、伝統的な美術品の制作ではなく、既製品を美術館に陳列するという行為

によって、新たな文脈を創造するアート作品を生み出すことに成功したのです。（なお、

“Fountain”のように、日用品を機能性から解放し、新しくタイトルを与えることで別

の見方を提示する方法論によるアート作品は、「レディ・メイド」とも呼ばれます。） 

しかし、このような文脈の創造を主眼とするアート作品については、思想（アイデア）

の独占を認めるべきでないという著作権法の趣旨から著作物性を否定し、作品の重要部

分に創作性を認めないと評価される場合があります。本稿では、この問題に関連して、

レディ・メイド要素を含むアート作品の著作権侵害の有無が争われた裁判例として、金

魚電話ボックス事件控訴審判決（大阪高裁令和 3年 1 月 14日判決）をご紹介したいと

思います。なお、この判決の論点は多岐にわたりますが、本稿では特に作品の著作物性

についての判断に焦点を当てて検討することとします。 

 

Ⅱ．事案の概要及び判決の要旨 

 

1．事案の概要 

 

本件は、現代美術家である X が、奈良県大和郡山市の A 商店街協同組合及び同市

の地域活性化を目指す団体の代表者を被告として、被告らが制作展示した電話ボック

ス様の水槽の内部に金魚を泳がせるというアート作品（以下「被告作品」という。）

が、X の作品（以下「原告作品」という。）の著作権を侵害するとして、被告作品の

制作差止め及び損害賠償等を求めた事案である。 

原告作品と被告作品とはともに、外見が我が国で一般的に見られる公衆電話ボック

ス様の水槽、その内部に設置された電話機様の造作と棚、水槽を満たす水、その中に

泳ぐ多数の金魚により構成されている。また、両作品は、電話機の機種・色、電話ボッ

クスの屋根の色、内部の棚の形状、水槽を満たす水の量に違いはあるものの、受話器



 

 
 

 

CULTURE & ARTS BULLETIN 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

7 
 
 

がハンガー部から外れて水中に浮いた状態で固定され、その受話部から気泡が発生し

ている点で共通している（実際の両作品については、本稿末尾の写真をご参照くださ

い。）。 

第一審判決（奈良地裁令和元年 7月 11日判決）は、原告作品の著作物性について、

（i）電話ボックス様の造作物の色・形状、内部に設置された電話機の種類・色・配置

等の具体的な表現には創作性が認められる一方で、（ii）電話ボックス様の造形物を水

槽に仕立てて内部に金魚を泳がせていること、（iii）電話機の受話器部分を利用して気

泡を出す仕組みであることはアイデアにすぎず創作性が認められないとした上で、原

告が同一性を主張する点はいずれも（ii）（iii）にかかるものであるとして、著作権侵

害を否定した。 

 

2．控訴審判決の要旨 

 

（1）著作物の要件について 

「創作性があるといえるためには、当該表現に高い独創性があることまでは必要

ないものの、創作者の何らかの個性が発揮されたものであることを要する。表現が

ありふれたものである場合、当該表現は、創作者の個性が発揮されたものとはいえ

ず、『創作的』な表現ということはできない。また、ある思想ないしアイデアの表現

方法がただ 1 つしか存在しない場合、あるいは、1 つでなくとも相当程度に限定さ

れている場合には、その思想ないしアイデアに基づく表現は、誰が表現しても同じ

か類似したものにならざるを得ないから、当該表現には創作性を認め難い。」 

「原告作品は、その外見が公衆電話ボックスに酷似したものであり、その点だけ

に着目すれば、ありふれた表現である。そこで、これに水を満たし、金魚を泳がせ

るなどしたことにより、原告作品に創作性が認められるかが問題となる。」 

 

（2）原告作品の著作物性について 

原告作品と本物の電話ボックスとは、①電話ボックスの多くの部分に水が満たさ

れていること、②電話ボックスの側面の 4 面とも、全面がアクリルガラスであるこ

と、③水中に 50 匹から 150 匹程度の赤色の金魚が泳いでいること、④電話機の受

話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され、その受話部から気泡

が発生していることの点で外観が異なっている。 

①について、「電話ボックスを水槽に見立てるという斬新なアイデアを形にして表

現したものといえるが、表現の選択の幅としては、入れる水の量をどの程度にする

かということしかない。また、公衆電話ボックスが水槽化していることが鑑賞者に

強烈な印象を与えるのであって、水の量が多いか少ないかに特に注意を向ける者が

多くいるとは考えられない。」ため、創作性は認められない。 

②について、「それほど目立つものではなく、公衆電話を利用する者もその存在を

ほとんど意識しない部位である。したがって、鑑賞者にとっても、注意をひかれる
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部位とはいい難」いため、創作性は認められない。 

③について、50匹から 150 匹程度の金魚の数は「水槽である電話ボックスの大き

さとの対比からすると、ありふれた数」であるため、創作性は認められない。 

他方、④については、「人が使用していない公衆電話機の受話器はハンガー部に掛

かっているものであり、それが水中に浮いた状態で固定されていること自体、非日

常的な情景を表現しているといえるし、受話器の受話部から気泡が発生することも

本来あり得ないことである。そして、受話器がハンガー部から外れ、水中に浮いた

状態で、受話部から気泡が発生していることから、電話を掛け、電話先との間で、

通話をしている状態がイメージされており、鑑賞者に強い印象を与える表現である。

したがって、この表現には、控訴人の個性が発揮されているというべきである。」 

以上によれば、①と③の点だけでは原告作品の創作性を認めることはできないも

のの、④の点を加えることによって、創作性を肯定することができ、原告作品は著

作物性を有する。 

 

Ⅲ．コメント 

 

本件では、原告作品の著作権侵害を検討する前提として、公衆電話ボックスという既

製品を含む原告作品、すなわちレディ・メイド要素を含む原告作品5の著作物性が判断

されています。 

 

1．著作権法上保護される表現について 

 

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術

又は音楽の範囲に属するもの」（著作権法 2 条 1 項 1 号）をいいます。本判決は、創

作性の判断について、まず、「創作性があるといえるためには、当該表現に高い独創

性があることまでは必要ないものの、創作者の何らかの個性が発揮されたものである

ことを要する。」と判示して、通説的な見解に立つことを明らかにしています。その

上で、「ある思想ないしアイデアの表現方法がただ 1 つしか存在しない場合、あるい

は、1つでなくとも相当程度に限定されている場合には、その思想ないしアイデアに

基づく表現は、誰が表現しても同じか類似したものにならざるを得ないから、当該表

現には創作性を認め難い。」として、マージャー理論と呼ばれる判断基準を提示しま

す。マージャー理論とは、特定のアイデアの表現方法が相当程度に限定される場合に

は、表現とアイデアとが混同している（つまり、著作権法上の保護によって表現の独

占を認めると、アイデアの独占も認めることになってしまう）として、当該表現の創

作性は否定されるべきであるとする考え方です。この理論は、著作権法が思想（アイ

 
5 Xは本件訴訟において、原告作品の特徴として「レディ・メイド（本来既製品の意味であるが、Marcel 

Duchamp が、大量生産された既製品から機能性を剥奪し「オブジェ」とした自らの作品群を指すため

に用いた語）の要素を含むものであり、公衆電話ボックスとしての「既製品」の機能性・実用性は喪失

し，新たな意味と価値が与えられている。」と主張しています。 
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デア）ではなく表現を保護する法律であることから導かれるものです。アイデアを誰

でも自由に利用可能な領域としてとどめておくことが情報の豊富化にも役立ち、文化

の発展という著作権法の趣旨にも合致するとの考えのもと、アイデアには著作権法に

よる保護が及ばないとするのです。ともあれ、本判決では、原告作品について、著作

権法上も保護される作成者の独占を認めるべき表現の切り出しを試みています。 

 

2．本判決の特徴 

 

上記の観点を踏まえて、本判決の著作物性に関する判断を具体的にみてみますと、

次の 2点について特徴的であることが指摘できます。 

第一は、裁判所が原告作品と既製品とを対比するに当たり、「異なる外観」に着目

して創作性を判断している点です。たしかに、レディ・メイド要素を含む既製品は大

量生産・消費を予定しており、通常これらに創作性は認められません。そして、既製

品に著作物性が認められない以上、既製品との共通性が認められる表現も、その既製

品を用いるというアイデアそれ自体にすぎず、具体的表現とは認め難いといえます。

裁判所は、既製品とは「異なる外観」を創作性判断の基礎とすることにより、アイデ

アであることが明らかな要素を判断の対象から除外したと考えられます。本判決はあ

くまでも事例判断ではありますが、このような判断手法は、レディ・メイド要素を含

む作品の著作物性判断に適した手法であると評価することができるでしょう。 

第二に、裁判所は、著作物性の判断に当たって、鑑賞者が「注意を向ける」表現か

否かを考慮していることが指摘できます。前記 2（2）の①ないし④の創作性につい

ての検討部分を読むと、「鑑賞者に強烈な印象を与える」とか、「注意を向ける者が多

くいる」といったように、作品に向ける鑑賞者の視点を強く意識していることが分か

ります。この点の当否については見解が分かれるところでしょうが、検討対象となる

アート作品が、従来の作品には見られない、鑑賞者の注意を引きやすい表現であれば、

「誰が表現しても同じ」ではないことが推認されるとする趣旨であろうと考えられま

す。そして、「誰が表現しても同じ」ではない表現であれば、アイデアの表現方法が

限定されているともいえず、マージャー理論を踏まえても、具体的表現として著作権

法上の保護を及ぼすべきと結論づけることができます。なお、加えて、裁判所は、受

話器部分の創作性判断において、「何らかの通話（意思の伝達）を想起させるという

表現は、暗喩ともいうべき」であると判示しており、鑑賞者が「注意を向ける」表現

か否かの判断の基礎として、作品のタイトルやコンセプトを考慮しているとも受け取

れる書き方をしている部分も非常に興味深いところです。 

 

3．結語 

 

上述したとおり、著作権法は、アイデアではなく表現物を保護する法律です。した

がって、思想やアイデアの表現方法が一つしか存在しない場合のように、表現方法の
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独占を認めることが、思想やアイデアの独占という結果につながる場合にまで、当該

表現を保護することは妥当ではありません。しかし、実際のアート作品、特に本件で

問題となったレディ・メイド要素を含むアート作品のように、作品の文脈やコンセプ

トによって作品価値が高められているものについて、アイデアの具体的表現と呼べる

創造性の要素を含むものであるか否かは慎重な判断が必要です。本判決は、その判断

のための重要な視点を提供している注目すべき裁判例であり、ここに紹介いたしまし

た。 

（瀧山 侑莉花） 

 

   

 

実際の原告作品（左）と被告作品（右）。ならまち通信社「金魚電話ボックス問題と

『メッセージ』」（最終更新日：2021 年 12 月 23 日、閲覧日：2022 年 8 月 13 日、

https://narapress.jp/message/#history）に掲載されている原告訴状より引用。 
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【編集後記】 

 MHM Culture & Arts Journal の第 3 号である本号では、コラム及び判例紹介を掲載しま

した。緒方弁護士による「埋蔵文化財と開発事業」では、埋蔵文化財の保存と開発事

業の遂行との調整という問題が紹介されています。読者の皆さまは、この答えのない

難問について、どうお考えになるでしょうか。瀧山弁護士による判例紹介では、近時

大きな話題を呼んだ金魚電話ボックス事件控訴審判決が紹介されています。アート・

ロー分野に積極的に取り組む新進気鋭の弁護士による力作をご一読ください。 

 森・濱田松本法律事務所文化芸術 PGでは、皆さまのご意見等をお待ちしております。

CULTURE & ARTS BULLETIN / MHM Culture & Arts Journalへの掲載内容へのご質問

のほか、誌面への感想、取り上げてもらいたいテーマ等のご要望も大歓迎です。今後

ともよろしくお願いいたします。 

（編集担当：小田 大輔、城戸 賢仁） 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/587.html
https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95239.html

