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―――――――――  Lawyer’s Pick  ――――――――― 

1．音楽教室でのレッスンにおける「生徒」の演奏に関する最高裁判決―音楽著作

物の利用主体について〔堺 有光子〕

2．「ジャンポール・ゴルチエ」が伊ウフィツィ美術館とトラブル 名画「ヴィーナ

スの誕生」を無許可で使用〔髙橋 悠〕

3．宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議が、宗教法人法 78 条に基づ

く報告徴収・質問権を行使する際の一般的な基準を取りまとめ〔城戸 賢仁〕 

――――――――――  Column  ―――――――――― 

“文化芸術の中にある法を訪ねて （3）” 

「ひまわり」の受難について〔奥田 隆文〕 

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．音楽教室でのレッスンにおける「生徒」の演奏に関する最高裁判決

―音楽著作物の利用主体について 

令和 2年 2月 28日に第一審である東京地裁判決1、令和 3年 3月 18日に知財高裁

判決2が出されていた事案に関し、最高裁が、音楽教室でのレッスンにおける「生徒」

の演奏について3、いかなる判断を示すかが注目されていました。本レターの読者の

皆様におかれましては、既にご認識のものと思われますが、一連の判決は、著作権等

管理事業者である JASRAC が、音楽教室・歌唱教室等からの使用料徴収を開始する

1 東京地判令和 2年 2月 28日判時 2519号 95頁 
2 知財高判令和 3年 3月 18日判時 2519号 73頁 
3 「教師」による演奏については音楽教室側の上告受理が認められず、第二審判決の結論がそのまま確

定しています。 

森・濱田松本法律事務所 文化芸術 PG 
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として、文化庁長官に対し、使用料規程「音楽教室における演奏等」の届出を行った

ところ、音楽教室を運営する法人及び個人が、自身の音楽教室における楽曲の使用は、

著作権法 22条の「演奏」に該当しないなどとして、JASRAC による請求権が存在し

ないことの確認を求めたことが発端となっています。 

第一審においては、音楽教室で利用される音楽著作物の利用主体に関し、「総合的

かつ規範的に判断されるべき」であるとして、クラブキャッツアイ事件最高裁判決4並

びに「複製」主体が問題とされたロクラク II事件最高裁判決5及び同補足意見が明示

的に参照され、「諸要素を考慮し、当該演奏の実現にとって枢要な行為がその管理・

支配下において行われているか否かによって判断するのが相当」という一般論の下、

①利用される著作物の選定方法、②著作物の利用方法・態様、③著作物の利用への関

与の内容・程度、④著作物の利用に必要な施設・設備の提供、⑤著作物の利用による

利益の帰属等6の諸要素を検討した結果として、「教師」又は「生徒」を基本的に区別

することなく、「原告らの経営する音楽教室における音楽著作物の利用主体は原告ら

である」と判示されていました。本件の第一審判決が示された時点では、既に、ライ

ブハウスでの楽曲演奏に関し、ライブハウス運営者について、「店舗における演奏を

管理・支配し、演奏の実現における枢要な行為を行い、それによって利益を得ている

と認められる」という理由で、演奏主体に該当すると判断した知財高裁判決7が出さ

れていました。当該判決も、上記ロクラク II事件最高裁判決が定立した規範について、

「複製」を「演奏」と置き換えて新たな規範を定立したものであるとも解されており、

この流れを汲んで、本件の第一審判決がロクラク II事件最高裁判決を明示的に参照し

て、演奏権に関する判断を示したのは、自然な流れとも思われました。ただし、支分

権としての性質が全く異なる「複製権」と「演奏権」について、また、サービス利用

者との間で契約関係にあるサービス提供者に関する判断と演奏者との間で契約関係

があるわけでも人的関係性が必ずしも強いわけでもない演奏の場の提供者に関する

判断とが機械的に同一の規範の下で行われたとすれば、疑問が残るとの議論も盛んに

行われていました。 

これに対し、第二審の知財高裁判決では、ロクラク II事件最高裁判決のみを明示的

に参照し、「音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては、演奏の対象、方法、

演奏への関与の内容、程度等の諸要素を考慮し、誰が当該音楽著作物の演奏をしてい

るかを判断するのが相当である。」と示され、「枢要な行為がその管理・支配下におい

て行われているか否か」という第一審の示した一般論により判断することは否定され

ました。その上で、「教師」の演奏行為については、音楽教室事業者の「教師」に対

 
4 最判昭和 63年 3月 15日民集 42巻 3号 199頁 
5 最判平成 23年 1月 20日民集 65巻 1号 399頁 
6 ただし、⑤については、①ないし④の考慮事項が列挙されているのとは別に、ロクラク II 事件最高裁

判決補足意見が別途言及され、「著作物の利用による利益の帰属については、…利用主体の判断において

必ずしも必須の考慮要素ではないものの、本件における著作物の利用主体性の判断においてこの点を考

慮に入れることは妨げられないと解すべきである」とされています。 
7 知財高判平成 28年 10月 19日判決裁判所ウェブサイト 
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する法的義務を伴った指示や監督下における演奏であること等から、音楽教室事業者

が演奏主体であるとした一方、「生徒」の演奏については、「専ら自らの演奏技術等の

向上のために任意かつ自主的にする演奏」であり、「楽曲の選定、楽器、設備等の提

供、設置は、個別の取決めに基づく副次的な準備行為、環境整備に過ぎない」等とし

て、生徒自身が演奏主体であると判示しました8。 

そして、今般の最高裁判決（令和 4年 10月 24日）では、音楽教室におけるレッ

スンでの「生徒」の演奏に関し、「演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に

当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考

慮するのが相当である」との規範に基づいて判断が示され、従前の判例の参照等はさ

れていません。本最高裁判決によれば、「生徒」の演奏は、教師から演奏技術等の教

授を受けて習得・向上を図ることが目的であり、生徒に対する教師による課題曲の選

定や教師の指示・指導は生徒の目的を助力するものにすぎず、生徒は任意かつ自主的

に演奏するものであるとして、「生徒」の演奏に関し、音楽著作物の利用主体は「生

徒」であると示されています。また、生徒の支払う受講料については、なお書きにお

いて、「演奏技術等の教授を受ける対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価と

いうことはできない」とされています。 

本事案の第一審でも明示的に引用されていたクラブキャッツアイ事件最高裁判決

以降、著作物の利用主体を判断する際に、著作物の利用による利益の帰属が考慮要件

又は考慮要素となるのかについて、度々議論がされてきました。この点、本事案では、

第二審においてロクラク II事件最高裁判決が参照されているものの、第一審とは異な

り、明示された規範の考慮要素として著作物の利用による利益の帰属に言及されるこ

とはなく、最高裁判決においても、「生徒」の演奏に関連して音楽教室の得る利益に

ついては、なお書きにて「演奏技術等の教授を受ける対価」であると言及されている

にとどまります。利益の帰属に関する判断を含め、本最高裁判決が示した規範の射程

が、音楽教室に係る事例判断に留まるのか、「演奏権」全般に関する規範を定立した

ものといえるのかについては、今後の判断を注視する必要があります。 

（堺 有光子） 

 

2．「ジャンポール・ゴルチエ」が伊ウフィツィ美術館とトラブル 名

画「ヴィーナスの誕生」を無許可で使用 

フランスのファッションブランドであるジャンポール・ゴルチエがフィレンツェ

のウフィツィ美術館が所蔵する画家サンドロ・ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」

のイメージをその商品に無許可で利用したとして、同美術館が訴訟を提起したことが、

 
8 なお、最高裁においては、「生徒」の演奏に関する利用主体性のみが判断されることとなりましたが、

本事案では、第一審以来、演奏権の消尽等その他複数の論点に関する判断も示されており、今後の参考

になるものです。 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17693.html
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報じられています。 

報道によれば、同美術館は、ジャンポール・ゴルチエが 2022年 4月に発表した「ル・

ミュゼ」コレクションの中で、このルネサンス期の巨匠の名画を無許可で利用してい

ることを知り、同月、正式に商品の販売の中止か使用料の支払いについて協議を行う

ことを求めたものの、返答がなかったため、訴訟を提起するに至ったとのことです。 

日本の著作権法と同様、イタリア法においても、著作権は著作者の生存中及び死後

70 年しか存続しないものとされており、同絵画は既にパブリックドメインに属しま

す。そのため、同美術館の請求は著作権に基づくものではありません。 

イタリアの文化遺産の利用を規律する文化財景観法典（Codice dei Beni Culturali、

Code of Cultural Heritage）107条及び 108条によれば、イタリアの公的機関が保有

する美術品を使用しようとする者は、当該公的機関から使用に係る許可を得て、また、

その使用の態様と使用から得る経済的利益に応じて定まる使用料を支払わなければ

ならないとされており、今般の美術館の主張はかかる規定に基づくものであるとのこ

とです。 

我が国を含む多くの国は本制度に類する法制度を有していませんが、本制度は、美

術館に対してその所蔵する美術品の商業利用を監督する権限を与えている、とも評価

できるものであり、文化財保護とその経済的利用のバランスに関する我が国の今後の

法政策にも一つの示唆を与えるものです。 

なお、ヨーロッパにおいては、イタリア法における上記制度の存在について認識が

されており、事業者がこの制度を無視することは必ずしも一般的ではないようです。

本制度の規律はイタリア国外での美術品のイメージの利用には及ばないようですが、

オンラインでの商品販売に対してどのように適用されるかは論点となるように思わ

れ、日本の事業者においても意図せず本事案と同様の権利侵害を行うことがないよう

留意する必要がありそうです。 

（髙橋 悠） 

 

3．宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議が、宗教法人法

78条に基づく報告徴収・質問権を行使する際の一般的な基準を取り

まとめ 

文部科学省に設置されている宗教法人審議会9の委員1019 名で構成される「宗教法

人制度の運用等に関する調査研究協力者会議」11が、2022 年 11 月 8 日、「宗教法人

法第 78 条の 2 に基づく報告徴収・質問権の行使について」12（以下「本文書」とい

います。）を公表しました。 

1995 年の宗教法人法改正で創設された、宗教法人に対する報告徴収・質問権（宗

 
9 法 71条以下に基づき設置されている審議会で、法に基づく所轄官庁の一定の権限行使に際し留意すべ

き事項に関し、文部科学大臣に意見を述べる権限を有しています（同条 3項）。 
10 委員には、宗教家及び宗教に関する学識経験者が任命されます（法 72条）。 
11https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shukyohojin_seido/index.html 
12https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shukyohojin_seido/pdf/93789601_02.pdf 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/14273.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shukyohojin_seido/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shukyohojin_seido/pdf/93789601_02.pdf
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教法人法（以下「法」といいます。）78 条の 2）は、宗教法人に対する収益事業13の

停止命令（法 79 条）、認証14の取消し（法 80条）又は解散命令（法 81条）に係る事

由に該当する「疑い」がある場合に、所轄官庁15が当該権限を適正に行使するための

判断の基礎となる客観的な資料を把握するために規定されているものです1617。本文

書内では、解散命令に係る事由に該当する「疑い」のうち、宗教法人が「法令に違反

して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」（法 81条 1

項 1号）・「第 2 条に規定する宗教団体の目的18を著しく逸脱した行為をしたこと」（同

項 2号前段）に該当する「疑い」があると判断するための一般的な基準（以下「本基

準」といいます。）が取りまとめられています。 

本基準では、「疑い」があると判断する根拠について、風評や一方当事者の言い分

のみで「疑い」があると判断するのではなく、公的機関の判断19等の客観的な資料・

根拠がある場合に「疑い」があると判断することが妥当とされています。 

また、本基準では、「著しく公共の福祉を害する…行為」（法 81条 1項 1号）をし

たことの「疑い」について、偶発性の法令違反行為や、一回性の法令違反行為により

直ちに「疑い」があるとすることは相当ではなく、法令違反行為が相当数繰り返され

ており又は法令違反行為による被害が重大である等、法令違反行為による広範な被害

や重大な影響が生じている「疑い」があると認められることが必要とされています20。 

さらに、本基準では、宗教目的を「著しく逸脱した行為」（法 81条 1項 2号前段）

をしたことの「疑い」について、①行為の結果・影響の内容・程度、②行為を行った

動機・理由、③同様の行為の反復性・継続性の程度等を総合的に判断し、宗教目的を

「著しく逸脱」した行為であるとの「疑い」があると認められることが必要とされて

います。 

文部科学省は、2022年 11 月 22日、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権を行使

した21旨を発表しており、当該行使に係る判断に際しては本基準が用いられたと考え

られます。今後なされるであろう解散命令（法 81 条）の行使に係る判断も含め、今

 
13 宗教法人は、その目的に反しない限り、収益事業以外の事業を行うことが可能です（法 6 条 2 項）。

宗教法人による収益事業については、「宗教法人が不動産を宿泊施設として活用する際の法的留意点」

（CULTURE & ARTS BULLETIN 2021 年 11月号（vol.1～4統合版））（特に「Ⅲ．宗教法人法上の留意

点」）もご参照ください。 
14 宗教法人の設立に係る認証（法 14条）・宗教法人の合併に係る認証（法 39条）を意味します。 
15 宗教法人の所轄官庁は、都道府県知事又は文部科学大臣です（法 5条）。 
16 報告徴収・質問権の行使に際しては、あらかじめ宗教法人審議会の意見を聞き、宗教法人の特性及び

慣習を尊重し、信教の自由を妨げることのないように留意する必要があるとされており（法 78 条の 2

第 3項）、また、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています（同条 6 項）。 
17 報告徴求に対して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をしたときは、1万円以下の過料に処されます（法 88条 10号）。 
18 宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを意味します（法 2条柱書）。 
19 例えば、裁判所のした判決が想定されていると考えられます。 
20 なお、「宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議（令和 4 年度第 1 回）議事要旨」

（ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shukyohojin_seido/r4_01/pdf/93792501

_01.pdf）では、「そもそも、宗教法人法第 81 条第 1 項第 1 号の法令違反にいう法令が刑法等の刑罰法

規に限られるという根拠はなく、個人の行為が法人と密接に関連しているかが重要」との意見が記載さ

れており、本基準は、法 81 条 1 項 1 号の「法令」は刑罰法規に限られないことを前提にしていると思

われます。 
21 報告徴収・質問権に係る制度が 1995 年の宗教法人法改正で創設されて以来、初めての行使となりま

す。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050785/20211227-055508.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shukyohojin_seido/r4_01/pdf/93792501_01.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shukyohojin_seido/r4_01/pdf/93792501_01.pdf
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後の動向が注目されます。  

（城戸 賢仁） 

 

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

“文化芸術の中にある法を訪ねて (3)” 

「ひまわり」の受難について 

 

芸術の秋となりました。コロナ禍で不自由を余儀なくされてきた美術館での芸術

鑑賞も、このところ規制が少し緩やかになり、美術ファンとしては嬉しい限りです。

その一方で、この秋はファンを震撼させる衝撃的なニュースが立て続けに世界を駆

け巡りました。まず、ロンドンのナショナルギャラリーに展示してあるゴッホの代

表作「ひまわり」に向かってトマトスープが投げかけられました。その様子は投稿

された動画によって世界中に拡散し、愕然とさせられました。この衝撃も冷めやら

ぬうちに、今度はドイツのポツダムにあるバルベリーニ美術館で、フランス印象派

を代表する画家モネの「積みわら」が標的となり、マッシュポテトが浴びせられる

という事件が発生しました。さらには、オランダのハーグにあるマウリッツハイス

美術館で、日本でも人気の高いフェルメールの「真珠の首飾りの少女」がトマトスー

プで攻撃を受けました。 

これらは全てこの秋に発生した事件ですが、少し前の今年 5 月には、パリのルー

ブル美術館で、世界の至宝ともいうべきレオナルド・ダ・ビンチの「モナリザ」が

白いクリームを投げかけられていますし、7 月にはイタリアのフィレンツェにある

ウフィッツィ美術館で、ボッティツェリの「春」に犯人が自分の手を接着剤で着け

ようとした事件も発生しています。報道では、いずれも急進的な気候変動対策を求

める環境活動家と称する者の犯行ということで、これらはエコテロリズムとも呼ば

れているようです。思わぬところから芸術も受難の時代に突入してしまいました。

その短絡的な思考と暴挙には唖然とさせられますが、このような蛮行が良識ある世

界の人々の幅広い共感を得ることは到底期待できようはずもなく、むしろ眉をひそ

めて、真摯な環境保護活動に対する逆風すら生じさせかねないことは明らかです。

幸いなことに上記の絵画はいずれもガラスで保護されており、人類の遺産とも言う

べき絵画自体に直接の損傷は生じなかったということだけが唯一の救いでした。 

さて、この夏の日本経済新聞（2022 年 8 月 28 日の日曜版）に「美術品は誰のも

の？」という見出しの特集記事が掲載されました。この記事では、不動産業で財を

成し、現代の英国で最大のプライベートコレクターと言われるルイス家が、わずか

50 年で西洋絵画の巨匠の作品から現代美術まで約 900 点を収集したショア・コレク

ション取り上げています。その中には、ルーベンス、エル・グレコからシスレー、

ピサロなどの作品が含まれており、専門家も驚くような内容と水準ということです

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95239.html
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が、身内だけで楽しむでもなく、いつか売る日のために仕舞い込むでもなく、その

多くを美術館などに無償で貸し出して、ファンの目を楽しませているとのことです。

偉大な芸術は公共のものと考える哲学に基づき、「文化財を守り後世に伝えること

がプライベートコレクターの役割」という精神を見事に実践しているということが

できます。  

美術館などで「個人蔵」と表示されている展示物を見かけることがあります。プ

ライベートコレクターが所蔵品を美術館に貸し出して展示し、社会に提供するとい

うのは欧米では長い伝統を有していることのようです。「ノブレス・オブリージュ」

（noblesse oblige）というフランス語があります。本来は「高貴な人が負うべき

義務」という意味合いだったようですが、最近では「社会をリードする指導的な地

位にある人は、人々の模範となるように振る舞う社会的な責任がある」という文脈

で使われています。上記のコレクションの社会に向けた提供なども、まさにこの「ノ

ブレス・オブリージュ」の具体的な実践形式という理解ができるように思われます。 

著名な経済学者であり、かつて一橋大学の学長も務めた都留重人先生が監訳した

「レンブラントでダーツ遊びとは」（岩波書店。2001 年刊）という本があります。

ミシガン大学ロースクールで教授を勤め、1970 年代から環境法学の分野で先駆的な

業績を挙げたジョセフ・Ｌ・サックス教授の「Playing Dart With a Rembrant」の

邦訳で、「Public and Private Rights in Cultural Treasures」というサブタイト

ルが付けられています。「絵画や建築などの文化遺産が公共財であるというのは自

明なようであるが、問題はそれほど簡単ではない。例えばレンブラントの絵の所有

者がその絵を標的にしてダーツをやったとしても法律にもとることはないし、私的

な束縛を受けることもない。それでは問題はどこにあるのか。美術品の所有者が自

ら仕舞い込んでいた優れた絵画を破壊したとして、なぜ第三者が傷つくのであろう

か。」という問題意識を踏まえ、美術品や文書を巡る著名な事件を例に挙げながら

検討を加えています。そして、サックス教授は「世の中には私的な所有物であって

も、それが重要な理念や、科学的・歴史的情報を体現しているが故に、広く社会一

般が正当な利害関係を有しているものが数多くある」と訴えています。20 年ほど前

に出版されたものですが、その問題提起と分析には古さを全く感じさせない興味深

い内容が満載です。その内容をここで紹介するのは質量ともに到底困難と言わざる

を得ませんが、これらの問題を考える際に「偉大な芸術作品の所有者は、通常の所

有権に伴う全ての排他的権利を有するものではない」というサックス教授の言葉は、

大きな示唆に富むもののように思われます。冒頭で紹介した一連の衝撃的な事件を

見るにつけ、「文化的遺産は人類共通の財産である」という繰り返されてきたフレー

ズの有する意味を今一度、真剣に考え、理解を深めておきたいものです。 

（奥田 隆文） 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17413.html
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【編集後記】 

 コラムの題材となったエコテロリズムに対しては、世界最大の美術館・博物館のネッ

トワークである ICOM（国際博物館会議）が懸念を示す共同声明（「Statement: Museums 

and Climate Activism」）を発表しました。声明では、環境活動家の行為を非難しつつ、

気候変動は文化的遺産にとっても脅威である旨を表明しています。コラムにもあると

おり「文化的遺産は人類共通の財産」ですが、言うまでもなく自然環境も「人類共通

の財産」であり、それらは排斥し合うものではなく、ともに気候変動のリスクから守

られなければなりません。文化的遺産の保護活動と手を携えて気候変動に立ち向かう

ことが真の環境保護活動なのではないでしょうか。 

 トピックでは、音楽、美術館、宗教法人という多彩なテーマを取り上げています。音

楽教室でのレッスンにおける「生徒」の演奏に関する最高裁判決や宗教法人法 78 条に

基づく報告徴収・質問権の行使は、報道においても大きく取り上げられ、関心を有す

る読者の方も多いことでしょう。「ジャンポール・ゴルチエ」とウフィツィ美術館との

トラブルは、日本にはない法制度が問題となっていますが、この法制度も「文化的遺

産は人類共通の財産である」という考え方と通底するように思います。 

 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） 

 

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

