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■Another pint of plagiarism poured on Olympic logo designer over beer-bag designs：

Designer Kenjiro Sano is at the center of a plagiarism brouhaha again.

First his emblem for the 2020 Tokyo Olympics caused a stir after it was discovered to be strikingly 

similar to the logo of the Belgian Theater de Liege created in 2011.

And now Sano has asked Suntory Beer Ltd. to pull eight of 30 tote bags he designed that have been 

available as prizes as part of a promotional campaign.

"People on the Internet and elsewhere have pointed out that there may be concerns regarding 

copyright," Sano's design office said.

The beer manufacturer announced Aug. 13 that it will suspend shipment of the eight tote bags 

being questioned following a request from Sano the previous day for them to be withdrawn. The 

remaining 22 designs will be available until the campaign ends Aug. 31.

Customers can win a tote bag by sending Suntory Beer the stickers that come with All-Free, a 

brand of nonalcoholic beer. However, people online have pointed out that the selection included a 

number of designs that have been used elsewhere.

"We are currently in a situation where we are causing concern among many people. In response to 

the current situation, we have asked Suntory Beer to take down some of the designs. We have 

begun investigating and examining the issue together with specialists," Sano's design office said in 

a statement on its website on Aug. 13.

Sano attracted national attention following the unveiling of the 2020 Summer Olympics logo on 

July 24. The designer categorically denied accusations of plagiarizing the logo of the Belgian 

theater.

◇

サントリービールは１３日、飲料の販促キャンペーンの景品となっている佐野研二郎氏デザイ

ンのトートバッグ３０種類のうち、８種類の発送を中止すると発表した。佐野氏は２０２０年東京五

輪のエンブレムをデザインした。同氏の事務所はサントリーの景品について「ネット上などにお

いて著作権に関する問題があるのではないかというご指摘が出ている」と説明している。

キャンペーンは、ノンアルコールのビール風飲料「オールフリー」に付いているシールを集めて

応募すると、もれなく佐野氏デザインのバッグ３０種類から一つをもらえるという内容だ。バッグに

描かれている図柄が、発表済みのデザインに似ているとネット上で指摘されている。サントリー

は、１２日に佐野氏から８種類のバッグを取り下げたいとの連絡を受け、発送の中止を決めた。

キャンペーンは今月末までで、残り２２種類の発送は続けるという。

佐野氏の事務所はホームページで「多数の方々にご心配をおかけしてしまっている。このよう

な状況を受けまして、取り下げをお願い致しました。現在、専門家を交えて、事実関係等の調査・

検討を開始しております」とコメントしている。

佐野氏が手掛けた東京五輪のエンブレムは、ベルギーのリエージュ劇場のロゴマークに似て

いるとの指摘が出ている。佐野氏は「盗用」との指摘を全面的に否定している。

◇

英文記事は、前日までの朝日新聞記事をベースに編集した海外読者向けの「Asia & Japan 

Watch（AJW）」の記事です。完全な対訳とは限りません。
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