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―――――――――  Lawyer’s Pick  ――――――――― 

1．MetaBirkins（メタバーキン）についてエルメスの商標権侵害等を認める評決（米

国）とバーバリーのチェック柄（指定商品：バーチャル商品等）に対して商標

を拒絶判する判断（EU）〔堺 有光子〕 

【メタバース】【商標】 

2．ホテルに設置されたアート作品の改変をめぐり、三井不動産がアーティストと

トラブル〔瀧山 侑莉花〕

【アート・美術】【著作権】 

3．ルイ・ヴィトンの広告に対して、ジョアン・ミッチェル財団が即時撤回を求め

る停止命令書を送付〔兼松 勇樹〕 

【アート・美術】【著作権】 

――――――――――  Column  ―――――――――― 

スタートアップ支援と博覧会

－大阪・関西万博の取り組み－ 〔本井 豊〕 

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．MetaBirkins（メタバーキン）についてエルメスの商標権侵害等を

認める評決（米国）とバーバリーのチェック柄（指定商品：バーチャ

ル商品等）に対して商標を拒絶判する判断（EU）

エルメスが、2022 年 1 月 14 日、エルメスのバーキンに類似したバッグをデジタ

ル上で制作し、NFTマーケットプレイスの OpenSea 上で「MetaBirkins（メタバーキ

森・濱田松本法律事務所 文化芸術プラクティスグループ 
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ン）」として販売したアーティストのロスチャイルド氏に対し、商標権侵害・商標の

希釈化等を訴えて提起した米国の訴訟（ニューヨーク連邦裁判所）において、2023

年 2 月 14 日に、陪審員は、エルメス側の主張を認め、ロスチャイルド氏に対して、

13 万 3,000 ドルの損害賠償を命じました。本訴訟では、エルメスがハンドバッグに

関して保有している商標権が、NFT 化されたデジタル画像にまで及ぶか（消費者が

MetaBirkins をエルメスの商品と混同するおそれがあるか）が争点となっていました。

陪審員による評決では、ロスチャイルド氏は、商標権侵害・商標の希釈化等全ての請

求に対して責任を負うと認められたとされています。なお、米国法との関係にはなり

ますが、本訴訟では、ロスチャイルド氏側の証人として申請されていた「キャンベル

のスープ缶」の制作者であるアンディ・ウォーホールの伝記の著者が不採用とされた

ことも注目されています。また、ロスチャイルド氏は本決定に対して、既に陪審員の

評決に基づくものではなく判決を求める申立てを行っており、控訴に進む前に改めて

審理が行われる可能性があります。 

時を同じくして、EUでは、ベージュをベースに、黒、赤、白の 3色で構成される

バーバリーのチェック柄に関し、指定商品・指定役務を「NFTトークンを含むバーチャ

ルの鞄や衣服、商品等」及び「オンライン上で衣服やアクセサリー等を提供する行為」

等とする登録に対する異議申立てについて判断がされました。EUIPO は、2023 年 2

月 8日、EU商標規則 7条（1）bに基づき、バーバリーのチェック柄はデザインとし

ての識別力を持たず（バーバリーは期限内に識別力を持つことに関する証拠資料を提

出できなかったとして、）、EU商標登録を拒絶しました。その際、EUIPOは、バーチャ

ルで使用される商標は、現実世界で販売されている商品（衣服、アクセサリー等）に

類似したデジタル商品の表面に配置されることになるから、識別力の評価は現実世界

での評価と異なるものであってはならないとし、「バーチャル商品の重要な特徴」と

して、「現実世界の商品の核となる概念を模倣する」ということがあると挙げ、「現実

世界の商品に対する消費者の認識は、当該製品に係るバーチャル商品にも適用するこ

とができる」と示し、商標出願時にバーチャル商品等が指定商品等として指定されて

いる場合に、当該商標の持つ識別性を評価する際にも、現実の商品と同一の基準が適

用されるとしています。なお、本拒絶決定に対してバーバリーが控訴をする場合の期

限は 4月初旬であり、注目されます。 

上記の①エルメスのMetaBirkinsに関する商標侵害訴訟と②バーバリーのチェック

柄の商標登録拒絶決定は、①では現実世界の商品で認められている商標がバーチャル

商品にまで及ぶかということを議論している一方で、②では既にバーチャル商品の商

標区分が EUにおいて設けられた後に、当該区分での商標登録がどのような場合に認

められるかという議論がされ、また、主に識別力が争われている点で、異なる場面の

議論です。ただ、今後、日本においても、バーチャル商品等を指定商品とする区分が

新たに設けられる可能性もあり、その場合には②の判断が参考になるでしょう。また、

その間に、仮に、指定商品にバーチャル商品を含めていなかった場合であっても既存

の商標に基づいて行う商標権侵害の主張が認められるかという観点からは、①の判断
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が参考になります。現在、衣服等を取り扱う企業により、バーチャル商品等を指定商

品とする補正等も行われてきていますが、未だ明確な予測を立てることが困難なこの

領域において、引き続き、参考となる海外事例といえそうです。 

（堺 有光子） 

 

2． ホテルに設置されたアート作品の改変をめぐり、三井不動産がアー

ティストとトラブル 

アーティストである吉田 朗氏（以下「吉田氏」といいます。）が制作し、三井不動

産株式会社（以下「三井不動産」といいます。）が所有するホテル「sequence 

MIYASHITAPARK」の最上階にあるバー（以下「本店舗」といいます。）に設置され

たアート作品「渋谷猫張り子」（以下「本アート作品」といいます。）について、吉田

氏に無断で改変が行われたとして、吉田氏が三井不動産に対して抗議をしていること

が報じられています。 

吉田氏のマネジメントを手がけるユカリアートの発表によれば、本アート作品は、

2019年 8月に本店舗の運営会社の依頼で制作され、2020年 4月から本店舗に設置さ

れていたところ、その後、本店舗の事業譲渡を受けた株式会社マザーエンタテイメン

ト（以下「マザーエンターテイメント」といいます。）によって、改変がなされたと

のことです。吉田氏は、当該改変は著作者である吉田氏に無断で行われたものである

として、本アート作品の所有者であり、マザーエンターテイメントに対して改変を了

承したとされる三井不動産に対して抗議し、本アート作品の返還等の措置を要求して

います。 

アート作品の著作者は、著作権法 20条により、著作者人格権の一つとして、自己

の著作物とその題号につき、その意に反して変更、切除その他の改変を受けないとい

う権利（同一性保持権）を有します。同条は、著作者の意に反して改変したこと自体

が著作者の人格を傷つけるという認識の下に立法されており、客観的には著作者の名

誉・声望を害する事実がなくても、意に反する改変であれば原則として同一性保持権

侵害になるとされています。また、上記のとおり、同一性保持権は、名声・声望に関

する権利であるため、一般的人格権と同様に、原則として「事前」の放棄を認めるべ

きではなく、例えば事前に著作者が改変自体に同意していても、その後の著作者の名

誉・声望を害するような極端な改変に対しては事後的に同一性保持権侵害を主張でき

るとされています。 

本アート作品の改変は作品全体及び制作者並びに作品名が表示された銘板のある

台座部分をラッピングシートで覆い隠す態様で行われており、仮に当該改変が著作者

である吉田氏の承諾なく行われた場合には、同一性保持権を害するものであったとい

えます。本アート作品が制作された当時、吉田氏、本店舗の運営会社及び三井不動産

との間で、本アート作品に関してどのような取り決めが行われたのか、また、本件改

変行為へ三井不動産がどのように関与したのかは具体的には明らかになっていませ

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17693.html
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んが、本事案は、アート作品に何らかを手を加えるような場合には特に慎重に対応を

する必要があることを示唆しているのではないでしょうか。アート作品の展示・利用

にあたっては、当該品に含まれるアーティストの意図やこだわりを尊重することが重

要であり、万が一改変が必要な場合にはアーティストと十分に協議をしたうえで、同

人の承諾を取ることが求められます。 

（瀧山 侑莉花） 

 

3．ルイ・ヴィトンの広告に対して、ジョアン・ミッチェル財団が即時

撤回を求める停止命令書を送付 

2023 年 2 月 21 日、抽象画家であるジョアン・ミッチェルの作品及び遺産を管理

するジョアン・ミッチェル財団（以下「JMF」といいます。）が、同財団のホームペー

ジにおいて、ルイ・ヴィトンが、ジョアン・ミッチェルの作品を違法に複製し、これ

を自社のハンドバッグの広告に無断で使用したとして、ルイ・ヴィトンに対して広告

の即時撤回を求める停止命令書を送付したことを公表しました1。 

JMFによると、2022年末頃に、ルイ・ヴィトンは、JMF に対して、今後の広告キャ

ンペーンでジョアン・ミッチェルの作品の使用許可の要請をしていました。しかし、

JMF は、ジョアン・ミッチェルの作品の画像は教育目的にのみ使用するという JMF

の長年の方針に従って、ルイ・ヴィトンからの要請を拒否していました。JMFによる

と、同財団は、商業的なキャンペーンや他の商品やサービスの宣伝のために、ジョア

ン・ミッチェルの作品を使用することを許可したことは一度もなく、その後もルイ・

ヴィトンは JMFに対して使用許可を何度も要請したものの、これらは JMFによって

拒否されていました。 

しかし、ルイ・ヴィトンは、ジョアン・ミッチェルの作品の画像を無許可で利用し

て上記広告キャンペーンを開始したことから、JMFから停止命令書が送付されること

になりました。ルイ・ヴィトンは、当該広告キャンペーンの掲載をウェブサイトや

SNS から停止したものの、現在までに、コメントは公表されていません。 

広告においてアーティストの作品を利用する際にも、アーティストから当該作品の

使用許可を得ることは大前提とはなりますが、その他にも、当事務所の MHM Culture 

& Arts Journal - Issue 8 -（2023年 1月号（Vol.16））の 1.でもご紹介したとおり、当

該作品やアーティストの意向を最大限尊重した利用を行うとともに、関係者間におい

て誤解のないような充実したコミュニケーションを意識することが、その後の作品の

利用に亘っても極めて重要であるといえます。 

（兼松 勇樹） 

 

 

 
1 https://www.joanmitchellfoundation.org/journal/statement-on-unauthorized-use-of-mitchell-artworks 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95339.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/cultureartsbulletin/17.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/cultureartsbulletin/17.html
https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17531.html
https://www.joanmitchellfoundation.org/journal/statement-on-unauthorized-use-of-mitchell-artworks
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  Column  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

スタートアップ支援と博覧会 

－大阪・関西万博の取り組み－ 

 

2025 年、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマの下、大阪・関西万博

が開催されます。 

直近、日本で行われた万博は、2005 年、「自然の叡智」をテーマに開催された愛・

地球博です。当時中学 2 年生であった筆者も、両親に連れられて会場に赴きました

が、森林を思わせる広大な敷地に点在する各国のパビリオンに胸を躍らせ、伸びる

アイスを操って子供たちを喜ばせるトルコ人に驚いたことをよく覚えています。父

も祖父に、1970 年に開催された大阪万博に連れられ、月の石を見たと語ってくれま

したから、万博に縁のある家系なのかもしれません。 

2022 年 11 月、関西スタートアップインキュベーションプログラム「起動」とい

うプロジェクトがリリースされました。これは、公益財団法人大阪産業局が主催す

るスタートアップの創出に向けたプロジェクトであり、カーボンニュートラル、ラ

イフサイエンス・ヘルスケア、Web3.0 といった今後の成長が期待される分野におけ

る、起業して 5 年以内のスタートアップ等が対象とされています。そして、採択さ

れたスタートアップには、最大 1,000 万円の活動資金支援のほか、専門家によるハ

ンズオン支援が提供されます。 

もとより、京阪神地域は、2020 年、「世界に伍するスタートアップ・エコシステ

ム拠点形成戦略」におけるグローバル拠点都市に選定されており、自治体、大学・

研究機関、民間を巻き込んだ様々な取り組みの中で、スタートアップにとってより

魅力的なビジネス環境の整備が進められています。「起動」もこの取り組みの一環

と評価できるでしょう。 

そして、「起動」の主催者である公益財団法人大阪産業は、大阪・関西万博の大

阪パビリオン内に設置される中小企業・スタートアップ出展ゾーンの企画担当をし

ており、「起動」プロジェクトに採択されたスタートアップは、万博におけるプロ

モーションのサポートも受けられるとのことです。技術やアイデアをアピールする

機会を模索するスタートアップにとって、万博でのプロモーションは願ってもない

好機と言えるでしょう。この意味で、今回の大阪・関西万博は、スタートアップを

「起動」させる役割も担っています。 

国際博覧会条約第 1 条第 1 項によれば、「博覧会」とは、「公衆の教育を主たる目

的とする催しであって、文明の必要とするものに応ずるために人類が利用すること

のできる手段又は人類の活動の一もしくは二以上の部門において達成された進歩

もしくはそれらの部門における将来の展望を示すものをいう」とされています。昨

今の「文明の必要とするもの」の変化が極めて急速・急激であることは論を俟たな
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いところであり、筆者も、ようやく家や学校に PC が設置された 20 年前、携帯端末

をかざして簡易迅速に決済が完了する未来など、まるで予想だにしていませんでし

た。その意味で、この数十年間は、「文明の必要とするもの」が次々に発掘され、

様々な企業努力の下に、需要に応じた供給が試みられてきた期間であると言えるで

しょう。そして、これらの応需の背景に、少数の大企業のみならず、革新的なアイ

デアと機動的なアクションに強みを持つ数多のスタートアップの活躍があること

は言うまでもありません。こう考えてみると、「文明の必要とするもの」を創り上

げようと、果敢にトライ＆エラーを繰り返すスタートアップの活躍が、万博を通じ

て広く公衆に届けられ、そのことをきっかけに更なる成長を遂げるというシナリオ

は、むしろ「博覧会」に予定された役割にまさにフィットしているようにも思われ

ます。 

2005 年に開催された、愛・地球博では、世界的な知名度を持った日本を代表する

大企業によるパビリオンが印象的でした。大阪・関西万博でも、そのような名門パ

ビリオンが耳目を集めることが予想されますが、今回の万博では、上記のとおり、

スタートアップのプロモーションにも力が入れられています。このように、大阪・

関西万博は、スタートアップによる産業革新を「起動」させるメルクマールとなる

ことが期待されており、関西にルーツを持つ一個人としても、今後の状況に注目し

ていきたいと思います。 

（本井 豊） 

 

   【編集後記】 

 今号のトピックには、期せずして、芸術作品の利用に関するトラブルが並びました。

芸術作品を利用する側においては、法的に許容される利用行為なのかという観点のみ

ならず、レピュテーショナル・リスクの観点も踏まえ、真摯にアーティストと協議し

可能な限りその意向等を尊重することが重要であるということを物語っています。 

 2023 年 3 月 27 日から、文化庁長官をはじめとする文化庁の一部職員が、京都市の新

庁舎での業務を開始しました。GW明けの 5 月 15 日からは、残る職員も新庁舎での業

務を開始する予定となっています。また、本号のコラムで取り上げられているとおり、

2025 年には、大阪・関西万博が開催されます。今後数年は、関西圏における Culture & 

Arts が熱く、関西の地で Culture & Arts 関連の動きがよりいっそう活発化するでしょ

う。MHM Culture & Arts プラクティスグループも、この動きに呼応して、案件対応や

情報発信を行ってまいります。 

 森・濱田松本法律事務所 文化芸術プラクティスグループでは、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。 

（編集担当：小田 大輔、城戸 賢仁） 
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