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―――――――――  Lawyer’s Pick  ――――――――― 

1．長野県立美術館が、中谷芙二子氏の『霧の彫刻』の利用行為等に関する調査報

告書を公表〔兼松 勇樹〕 【アート・美術】【美術館】【著作権】 

2．出品者による商標侵害に対するマーケットプレイス運営者の責任 

－Louboutin vs Amazon 欧州連合司法裁判所判決〔堺 有光子〕    【商標】 

3．ゴッホの「ひまわり」の返還を求め、SOMPO ホールディングスが米国で提訴

された旨の報道〔緒方 航〕 【アート・美術】【裁判】 

4．映画「ロミオとジュリエット」（1968 年）主演俳優が、未成年者への強制及び

／又は欺瞞によりヌードシーンが撮影されたとして、映画製作会社に対して 5

億ドル超の損害賠償請求訴訟を提起〔城戸 賢仁〕 【映画・テレビ】【裁判】 

――――――――――  Column  ―――――――――― 

“文化芸術の中にある法を訪ねて （4）” 

「活版印刷」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．長野県立美術館が、中谷芙二子氏の『霧の彫刻』の利用行為等に関

する調査報告書を公表

【アート・美術】【美術館】【著作権】 

長野県立美術館及び同美術館の指定管理者である一般財団法人長野県文化振興事

業団（以下では、これらをまとめて「長野県立美術館」と総称します。）は、同美術

館において公開している『霧の彫刻』を民間事業者が撮影し、編集・加工を加えたう

えで、Web 上で配信した映像について、映像公開後に『霧の彫刻』の制作者である

森・濱田松本法律事務所 文化芸術 PG 
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中谷芙二子氏から著作権上の問題等の指摘を受けたことから、外部の有識者で構成さ

れた第三者調査委員会を設置し、2022 年 12 月 28 日、同委員会の調査報告書（以下

「本件調査報告書」といいます。）を公表しました1。 

本件調査報告書においては、中谷芙二子氏の指摘に係る長野県立美術館の不正・不

適切行為の有無とその発生原因の調査分析、及び当該分析結果を踏まえた再発防止策

の提言がされました。なお、上記民間事業者の責任については、本件調査報告書の検

討の対象とはされていません。 

本件調査報告書は、長野県立美術館に著作権法上の権利侵害と評価される行為は認

められないとしつつも、長野県立美術館は、利用希望者に対して、所蔵作品の作家等

から許諾を取得するよう求めることを含む、適切な利用方法を説明、助言、指導等す

べき立場にあるとして、上記民間事業者に対する『霧の彫刻』の利用許諾の取得に関

する説明等を行う義務の懈怠及び作品の利用に係る許諾を得ていると誤認し得る行

為（以下「本件不適切行為」といいます。）があったと結論付けています。また、本

件不適切行為の原因として、①職員相互間のミス・コミュニケーション、②対応フロー

の欠如、③『霧の彫刻』作品又は作家の意向に対する意識の不足があったと指摘して

います2。 

そして、長野県立美術館は、2022年 12月 28日、本件調査報告書における第三者

調査委員会の指摘事項への対応状況及び対応策を併せて公表しました3。 

本件調査報告書でも述べられているとおり、いわゆる現代アートにおいては、『霧

の彫刻』のように自然現象や偶然性をその表現に取り入れる等、多種多様な形態の作

品が数多く存在するところであり、作家の意向や意図も、より多様化しているところ

です。そのため、現代アートを所蔵・管理する団体においては、アート及び作家への

リスペクトは勿論のこと、アート及び作家の意向を尊重した適切な管理を行い、当該

アートの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

ることが求められています。そして、このような基本的な考え方は、本件に限らず、

昨今のアート業界全体においても、今一度、意識し直されるべきものであるといえま

す。 

（兼松 勇樹） 

 

 
1 長野県立美術館第三者委員会「調査報告書」（https://nagano.art.museum/media/5457/%E8%AA%BF%

E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf）（2023年 1月 26日最終閲覧） 
2 一般財団法人長野県文化振興事業団・長野県立美術館長「第三者調査委員会調査報告書の指摘事項へ

の対応状況及び対応策について」（https://nagano.art.museum/media/5472/%E5%A0%B1%E5%91%8

A%E6%9B%B8%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%8A%B6%E6%B3%81%E5%8F%8A%E3%81%B3%

E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf）（2023年 1月 2

6日最終閲覧） 
3 なお、本件調査報告書に対しては、2023年 1月 16日付けで、中谷芙二子氏及び同氏が代表取締役を

務める会社から、意見書が公表されている（http://www.processart.jp/log/pdf/230116-press-processart.p

df）（2023年 1月 26日最終閲覧）。 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17531.html
https://nagano.art.museum/media/5457/%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf
https://nagano.art.museum/media/5457/%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf
https://nagano.art.museum/media/5472/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%8A%B6%E6%B3%81%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://nagano.art.museum/media/5472/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%8A%B6%E6%B3%81%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://nagano.art.museum/media/5472/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%8A%B6%E6%B3%81%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
http://www.processart.jp/log/pdf/230116-press-processart.pdf
http://www.processart.jp/log/pdf/230116-press-processart.pdf
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2．出品者による商標侵害に対するマーケットプレイス運営者の責任 

－Louboutin vs Amazon 欧州連合司法裁判所判決 

【商標】 

Amazonマーケットプレイス上でAmazon出品者の広告により商標権侵害がされた

場合に、Amazon が責任を負うか否かが欧州連合司法裁判所（CJEU）で争われてい

たケース（Louboutin（ルブタン）vs Amazon ケース）において、2022年 12月 22

日に、「Amazon 出品者が商標を不当に使用した場合には、Amazon 自身が当該商標

を『商用通信（commercial communication）として使用』したといえるとして商標権

侵害の責任を負い得る」旨の判決4が出されました（以下「本判決」といいます。）。 

本判決に係る審理は、元々、Amazon マーケットプレイス内で、自社の商標及びア

イコンとされる「レッドソール」を不当に使用された広告を掲載された Louboutin（ル

ブタン）が、当該広告を掲載して模倣品を販売していた出品者の行為の差止めに応じ

なかった Amazon に対し、ルクセンブルク・ブリュッセルの 2か所で訴訟を提起して

いたことから始まります。両国における審理において、両裁判所が、欧州連合司法裁

判所に対し、それぞれ、「EU商標規則（EU Trade Mark Regulation）9条 2項(a)5の

下で、オンラインマーケットプレイスの運営者は、ウェブサイト上に表示された出品

者による広告で商標権が侵害されていた場合に責任を負うか、責任を負うという場合

にはどのような条件で責任を負うか」等について判断するよう要求し、2021 年 4 月

に両審理が統合されました。なお、EU商標規則 9条 2 項(a)では、EU商標に登録す

ることで、当該商標の所有者は、当該商標が登録された商品又は役務と同一の商品又

は役務に関連して当該商標と同一の標章を第三者が取引過程で使用することを禁止

することが認められています。 

本判決によれば、Amazon は、CJEUにおける類似の先例でオンラインマーケット

プレイス運営者である eBay の責任が否定されていること、出品者の広告上に

Amazon のロゴも掲載されていることは Amazon が（商標権を侵害する）当該広告を

認めたことを意味するものではないこと、Amazon が出品者に対して提供している付

帯サービスを理由に出品者の行為が Amazon 自身の商業行為とみなされてはならな

いこと等を主張しました。しかし、本判決では、EU 商標規則 9 条 2 項(a)の「use」

の意味に関する解釈に係る先例を多数参照しつつ、Amazon のビジネスモデルが、出

品者の商品（及び広告）のみを提供し専らマーケットプレイスの運営のみを行う eBay

や Rakuten とは異なり、①Amazon 自身が出品者と区別することなく、同一の体裁で、

同時に、Amazon 自らを販売者とする商品の販売や広告の掲載を行っている点、②

 
4 Judgment - 22/12/2022 - Louboutin (Usage d’un signe contrefaisant sur un marché en ligne) 
Case C-148/21 (Joined Cases C-148/21, C-184/21)) 
5 REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 
June 2017 on the European Union trade mark Article 9(2); 
Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU 

trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his 
consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where: 
(a) the sign is identical with the EU trade mark and is used in relation to goods or services which are 

identical with those for which the EU trade mark is registered; 

 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-148/21&language=en
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Amazon が出品者の広告を含む全ての広告に Amazon 自身のロゴを付している点、③

Amazonが、販売促進のために、自社販売品と出品者による販売品を区別することな

く「ベストセラー」等のランク付けを行っている点、④Amazon が出品者に対して広

告掲載のサポートの他に商品の保管及び発送のサポートを行っている点を挙げ、

Amazon マーケットプレイス内で商標が違法に使用されることについて、Amazon

マーケットプレイス利用者は、商標侵害品に係る広告は、当該侵害品の販売者（出品

者）ではなく、マーケットプレイスの運営者である Amazon により行われているもの

と考えることから、Amazon による「商用通信としての使用」と認められ、当該広告

による商標侵害について Amazon が責任を負い得ると判断しています。なお、CJEU

では、先例において、EU商標規則 9条 2項の「使用」とは、第三者の商標を「commercial 

communication として使用」することと解釈されていたことから、「commercial 

communication としての使用」に該当するか否かが検討され、「有識で合理的な利用

者において、マーケットプレイス運営者が、問題となる標章の使用された商品を自身

の名前及び責任で販売していると信じるか否か」を判断基準とすることが示されてい

ます。 

今後は、本判決の判断を前提として、ルクセンブルク・ブリュッセルにおいてそれ

ぞれ審理が継続されることとなり、各国における最終判断が注目されます。 

（堺 有光子） 

 

3．ゴッホの「ひまわり」の返還を求め、SOMPOホールディングスが

米国で提訴された旨の報道 

【アート・美術】【裁判】 

先般、SOMPO ホールディングス株式会社（以下「SOMPOホールディングス」と

いいます。）が保有するゴッホの絵画「ひまわり」について、その元の所有者の遺族

が、当該絵画がナチス・ドイツによる迫害により強制的に売却されたものであるとし

て、絵画の返還及び日本円にして約 1,000億円の損害賠償を求めて米国の裁判所に提

訴した旨の報道がなされました6。 

報道によれば、遺族は、当該絵画は 1934年にナチスによって強制的に売却された

ものであり、SOMPO ホールディングスの前身の会社が、1987 年に、その所有歴や

出所に関心を払わずにオークションで落札・購入したものであり、これにより商業的

な利益を不当に得たと主張しているとのことです。これに対して SOMPOホールディ

ングス側は、当該絵画の所有権を主張して全面的に争う姿勢とのことです。 

当事務所の MHM Culture & Arts Journal -Issue2-（2022年 7月号（Vol.10））の

Column②においてご紹介したとおり、絵画は歴史的に盗難や略奪の対象となること

が多く、美術館等に対して本来の所有者を名乗るものが返還を求めて紛争になる例が

 
6 例えば、2023年 1月 5日付読売新聞オンライン「SOMPO美術館のゴッホ『ひまわり』、『ナチス迫害

で強制売却』と米で返還訴訟」（https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230105-OYT1T50161/）（2023年

1月 25日最終閲覧） 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17693.html
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065227/20220719-031942.pdf
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230105-OYT1T50161/
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世界的に散見されています（そのため、展覧会等のために貸し出された美術品につい

て、貸出中に本来の所有者を名乗る者から提訴され、強制執行によって貸主である美

術館等に返還されないリスクから美術館等が美術品の貸出しを渋るといったことに

ならないよう、海外から貸し出された一定の美術品については強制執行等を禁止する

旨の法律が定められている国が、日本を含めて複数存在しているところです。）。 

美術品等は取引価格が非常に高額となることもままある一方で、上記のような法的

リスクが潜在的に存在していることを踏まえると、美術品等の取引に際しては、専門

家に依頼する等により事前にその法的リスクを調査しておくことも有用といえます。 

（緒方 航） 

 

4．映画「ロミオとジュリエット」（1968年）主演俳優が、未成年者へ

の強制及び／又は欺瞞によりヌードシーンが撮影されたとして、映

画製作会社に対して 5億ドル超の損害賠償請求訴訟を提起 

【映画・テレビ】【裁判】 

2022年 12月末、1968年に公開された「ロミオとジュリエット」（以下「本件映画」

といいます。）7の主演俳優である Leonard Whiting氏（ロミオ役）とOlivia Hussey（ジュ

リエット役）氏が、本件映画の製作・配給会社である Paramount Pictures Corporation

に対して、当時未成年であった両氏への強制及び／又は欺瞞により本件映画のヌード

シーン8（以下「本件シーン」といいます。）が撮影されたことを知り又は知るべきで

あった等として、填補賠償及び懲罰的賠償を求め訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）

を提起しました。 

両氏は、訴状において、以下のような本件シーンの撮影経緯を主張し、1968年に

行われた本件シーンの撮影が、未成年者の搾取等を規制する種々の米国連邦法及びカ

リフォルニア州法に違反する旨を主張しています。そして、両氏は、本件映画の撮影・

配給という性的搾取・ハラスメントによる肉体的・精神的苦痛や職業上の機会の喪失

等の損害額は 5 億ドルを超える旨、及び、Paramount 社の非道な行為による懲罰的損

害賠償の額は 1 億ドルを超える旨等を主張しています。 

 

＜訴状で主張されている本件シーンの撮影経緯＞ 

 両氏は当初、本件映画の監督である故 Franco Zeffirelli氏から、裸体が撮影・公開

されることはなく、ベッドシーンでは肌色の下着を着用すると聞いていた。 

 しかしながら、両氏は、本件映画の最終撮影日であるベッドシーンの撮影日に、

Zeffirelli 氏から、裸体で演技しなければならず、そうでなければ本件映画は失敗

すると告げられた。また、Zeffirelli 氏は、カメラが設置位置を示し、本件映画等

に利用するために両氏の裸体が撮影されることはないとした。 

 
7 本件映画は、第 41回アカデミー賞におけるアカデミー撮影賞・アカデミー衣装デザイン賞をはじめと

して、多くの映画賞を受賞しています。 
8 本映画には、Whiting氏の臀部と Hussey 氏の胸部が映るベッドシーンが含まれています。 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17526.html
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 当時未成年であった両氏は、要求どおり裸体で演技する以外に選択肢はないと信

じた。 

 実際には、両氏が認識していない状態で、両氏の裸体の全部又は一部が撮影され

ていた。  

 

本件訴訟では、上記撮影経緯の真偽及び本件シーンの撮影に対する両氏の同意の有

無が主要な争点の 1つになることが予想されます。この点、本件撮影が行われたのは

50 年以上前であり、また、最重要人物の 1 人であると考えられる Zeffirelli 氏は既に

亡くなっているため、事実経緯の立証・認定は容易ではないと思われます。さらに、

同意の有効性の判断においては、15 歳（Hussey 氏）・16 歳（Whiting 氏）という両

氏の年齢をどのように評価すべきかも問題になり得ると思われます910。 

（性的描写が含まれる他の映画作品について）本件訴訟と同様の訴訟を提起する動

きが広まっていくのかも含め、今後の動向が注目されます。なお、上記のとおり、本

件訴訟では、未成年者への強制及び／又は欺瞞によりヌードシーンが撮影されたとの

主張を前提に損害賠償が請求されています。そのため、（性的描写に対する問題意識

が現在ほど顕在化していなかった）過去の時代の作品における性的描写を今の時代に

どのように評価すべきかという問題と本件訴訟とを直ちに結び付けることは、避ける

た方が良いように思われます。 

（城戸 賢仁） 

 

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

“文化芸術の中にある法を訪ねて (4)” 

「活版印刷」について 

 

ヨーロッパの著名な修道院を訪れると、立派な図書室を備えていることに驚かさ

れます。壁面の天井まで届く高さの書棚には、大判で分厚い皮表紙の書物がびっし

りと収められており、天井を飾る鮮やかなフレスコ画なども一体となって中世的な

 
9 性的な行為に関する同意の年齢について、日本の刑法では、13歳未満の者に「わいせつな行為」をし

た場合には、同意の有無にかかわらず強制わいせつ罪が成立します（刑法 176条後段）。他方、「児童買

春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は、「児童ポルノ」（同

法 2条 3項）の製造等の規制において「児童」の同意の有無を要件としていませんが、同法において「児

童」は、18 歳未満の者と定義されています（同法 2 条 1 項）。上記刑法上の 13 歳という年齢について

は、法務省に設置された性犯罪に関する刑事法検討会において、引上げの是非が議論されていた（「『性

犯罪に関する刑事法検討会』取りまとめ報告書」（2021年 5月）（https://www.moj.go.jp/content/001348

762.pdf）25 頁以下）一方、「児童ポルノ」に係る 18 歳という年齢については、高すぎるという批判も

なされています。15歳・16歳という Hussey 氏・Whiting氏の当時の年齢は、一定の意思決定能力・判

断能力はあるもののなお脆弱ではあり、評価が非常に難しい年齢であることが分かります。 
10 本件訴訟が提起されたカリフォルニア州では、2020年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31日までの 3年

間、児童の性的虐待に関する請求権については、時効により従前消滅していたものも行使することがで

きました。公開されてから現在まで既に 50年以上経過している本件映画に係る本件訴訟の提起が 2022

年 12月末になったことには、時効による門前払いを回避する意図もあると考えられます。 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95239.html
https://www.moj.go.jp/content/001348762.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001348762.pdf
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雰囲気を見事に醸し出しています。中世のヨーロッパにおいては教会が文化の主要

な担い手でした。修道院には筆写工房が設けられて、聖書やギリシャ・ローマの古

典などを筆写した書物が蓄積され、まさに知の拠点となっていました。そしてそれ

が教会の一つの権力基盤ともなっていたのです。 

その後、ルネサンスの時代を迎えて、新しい技術の開発や発明が盛んになりまし

たが、その中でも羅針盤や火薬とともに三大発明の一つとして挙げられる活版印刷

は、宗教改革の隠れた原動力となり、また、その後の文化・社会の革新、発展にも

多大な影響を及ぼしました。マルティン・ルターが主導した宗教改革では、イラス

ト入りの活版印刷物が大量に頒布され、民衆の幅広い支持を獲得する一方で、新し

く登場したマスメディアを軽視した教会側を圧倒したとも言われています。その開

発者であるドイツ人のヨハネス・グーテンベルクの名は、活版印刷術の父として教

科書にも紹介されているほどで、わが国でも広く知られる存在ですが、その生涯に

は謎も多く、現在でも生まれた年ですら 1400 年頃とまでしか判明していません。 

活版印刷とは、活字を組み並べて作った活版に塗料を塗って用紙に印刷する方法

をいいます。木版による印刷自体は中国などでもかなり古い時代から見受けられる

のですが、漢字文化のもとでは活字の種類が膨大なものになってしまう難点があり

定着しなかったようです。これに対して、26 文字しかないアルファベットは活字の

種類も少なくて済み、15 世紀半ばにグーテンベルクがワイン造りに用いるブドウの

圧搾機から着想を得て開発したと言われる活版印刷の技術は一気に欧州全域に広

まりました。これにより限られた人々に独占されていた知識や思想が広く開放され、

またそれまでの何倍ものスピードで拡散するという現象をもたらしました。 

グーテンベルクの業績の一つとして聖書の印刷が挙げられます。それまでは筆写

によるものしかなく、結果的に教会や僧侶がその知識を独占していた聖書の複製に

道を拓き、民衆に知識を開放したのです。そして、修道院に保管されている見事な

装飾の付いた聖書の写本にも負けないほどのものを作りたいという情熱から創意

工夫を重ねた成果が「四十二行聖書」と呼ばれる美しい活版印刷による聖書として

結実しています。今日でこそ、活版印刷といえばグーテンベルク、グーテンベルク

といえば活版印刷と、その名を知らない人はいないというほどの高名な存在となっ

ていますが、その評価が定まったのは何と 19 世紀に入ってからのことで、それま

ではむしろ忘れ去られた存在でした。本国ドイツで 1640 年に開かれた活版印刷術

の 200 年祭ではヨハネス・フストとペーター・シェッファーが発明者として称えら

れ、グーテンベルクはその補助者とされているにすぎず、1740 年の 300 年祭でも同

様の状況だったようです。そして、その評価が大きく変わったのは、18 世紀から

19 世紀にかけての研究の成果によるものでした。 

グーテンベルクの人物像や業績が明らかになったのは、たまたま同人に関する多

数の裁判資料がドイツの大学で発見されたことによるものでした。研究によると、

同人の生涯は裁判に巻き込まれ、悩まされ続けた人生でもあったようです。父親か

らの相続を巡る紛争を初めとして、30 代の後半には、当時活動していたシュトラス
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ブールで、婚約不履行の裁判を起こされました。この裁判の詳細は分かっていませ

んが、結局その後も結婚して家庭を持つということはなかったようです。 

また、グーテンベルクはその頃から組合方式で複数の者と共同して印刷事業を進

めていましたが、共同事業者の一人が死亡し、代わりに縁者が事業参加を求めた際、

開発中の秘密が漏れることをおそれてこれを拒否し、訴えを提起されたこともあり

ました。この訴訟でグーテンベルクは、15 グルデンの支払いと関係する機械の引渡

しを命じられましたが、それ自体は同人にとって軽微な損失であったと言われてい

るようです（正確な換算は難しいのですが、現在の価格に引き直すと 1 グルデンは

約 12 万円で、当時の職人の親方の年収が 20 グルデン程度とも言われています。）。 

その後、グーテンベルクは、活動の拠点を生まれ故郷のマインツに移し、そこで

ヨハネス・フストから 2 回にわたりそれぞれ 800 グルデンという多額の出資を受け

て、印刷工房を作り、本格的な聖書の印刷事業に邁進することになりました。活版

印刷には莫大な費用を要したのですが、それをフストの出資金で賄っていたのです。

しかし、事業は当初の見込み通りには進まず、ついにフストはグーテンベルクに対

して、2,000 グルデンを超える貸金と利息の返還を求めて裁判に訴えるに至りまし

た。これに対して、グーテンベルクは、フストが事業の共同参画者にすぎず、返還

する義務はないと主張して争いました。しかし結局、フストの言い分が認められ、

金銭の返還を命じられたほか、担保となっていた印刷工房や機械なども全てフスト

の手に渡ってしまいました。その後、フストは、グーテンベルグの工房にいた弟子

のシェッファーを引き抜いて、自ら事業を展開し財を成したようです。これが、そ

の後の長きにわたりフストとシェッファーが活版印刷術の発明者として称えられ

た要因です。研究開発に心血を注ぎ、自らのライフワークとも言うべき活版印刷術

の完成を目前にして、その成果だけを奪い去られたグーテンベルグの落胆は察する

に余りあるものがありますが、他方、多くの訴訟の内容や結果からは、誠実な債務

者という姿は到底窺われず、採算を度外視して、自らの興味や関心のおもむくまま

新しい技術の開発に向けてただひたすら没頭する研究者という人物像が浮かび上

がってくるようです。 

グーテンベルクが巻き込まれたこれらの裁判は、現代においても決して珍しくな

い、ありふれた類型の訴訟ばかりです。そして、ドイツの大学で保管されていたこ

れらの裁判に関する資料が偶然に発見された結果、グーテンベルクに関する研究が

一挙に進み、活版印刷術の父としての地位を確立することになりました。世界的な

著名人であるグーテンベルグが当事者となったこれらの裁判はいかにも人間臭い

身近に感じられるものです。しかし他方、それまでの人類の歴史を劇的に変えるほ

どの画期的な技術を研究開発して、情報革命の先駆者という時代の最先端に立ちな

がら、間もなく歴史の波に飲み込まれて、一旦はその名すら忘れかけられた人物が、

皮肉にもこれらの裁判により再び脚光を浴びて、ついには歴史上の輝きを放つ存在

になったというのは極めて運命的なものがあるように感じられます。 

（奥田 隆文） 

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

 あけましておめでとうございます。2023 年もMHM Culture & Arts Journal をどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 本号のトピックで取り上げた、ゴッホの「ひまわり」と「ロミオとジュリエット」は、

いずれも数十年以上過去の出来事が問題とされています。昨今、サステナビリティや

ダイバーシティが意識されるようになり、人々の価値観にも変容がみられることと、

数十年以上前の出来事に関する訴訟が今になって提起されることとは、決して無関係

ではないでしょう。他方で、奥田弁護士が指摘しているとおり、コラムで取り上げ得

られているグーテンベルクの裁判は、現代でもよくある争いです。500 年以上前のグー

テンベルクの裁判の内容が、現代の裁判と同じような内容であるということを知ると、

変わっていく価値観もある一方で、人間には、変わらない本質・本性のようなものが

あるのだと思わずにはいられません。しかしだからこそ、何十年・何百年前の芸術作

品や文化遺産が、今も人々の心を打つのでしょう。 

 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。 

（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

